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Ⅰ 平成２３年度事業報告書 

（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 

  財団法人愛媛県国際交流協会は、国際交流事業の展開により、国際的視野を有する人材

を育成し、地域の活性化を図るとともに、諸外国との友好親善に寄与することを目的とし

て平成元年４月１日に設立され、平成２３年度は、寄附行為第４条の規定に基づき、愛媛

県国際交流センター(ＥＰＩＣ)において次のとおり事業を実施した。 

 

１ 国際交流・国際協力に関する情報収集・提供事業  

（１）ＥＰＩＣ情報発信事業                  （決算額 961,009円） 

ＥＰＩＣのインターネットホームページを管理・運営した。 

ＥＰＩＣの事業や各種の国際交流関係の情報を随時更新するとともに、会員登録、施

設予約、県内国際交流団体の検索・閲覧、イベントニュースの掲載、掲示板の活用など

利用者の利便を図った。 

   またメールマガジンを定期的に会員に配信し、ＥＰＩＣの事業の実施や国際交流関係

の情報の発信、情報収集を行った。 

・URL   http://www.epic.or.jp 

  ・内容 

      ①ＥＰＩＣの事業や県内国際交流団体が行うイベント等の紹介 

      ②外国人生活相談に関する情報の提供 

      ③県内国際交流団体の検索・閲覧 

   ④各種国際交流関係情報の提供・収集 

   ⑤会員登録、施設予約 

   ⑥協会の財務状況等に関する情報公開 など 

  日本人向けパソコン用メールマガジン（日本語） 

   ・年間配信数 28回（原則月２回 354号～377号、臨時号４回） 配信件数 982件 

  外国人向け携帯用メールマガジン（日本語、英語、中国語、韓国語） 

   ・年間配信数 ４回（平成23年12月～ 原則月１回 １号～４号） 配信件数  22件 

    英語版の翻訳は、愛媛ＳＧＧクラブ松山支部英語部の協力による。 
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（２）国際交流センター運営事業               （決算額 6,611,912円） 

ＥＰＩＣにおいて、次のとおり各種情報の提供、相談への対応などを行った。 

   ①海外雑誌、新聞、図書、ビデオの閲覧や貸出 

   ②パソコンを利用した海外情報の提供 

    外国人専用パソコン２台、国際観光情報収集用パソコン１台 

      ③海外安全情報ネットワークによる情報提供 

   ④国際協力に関する情報資料の提供（国際協力プラザコーナーの設置） 

   ⑤情報交換の場であるインフォメーション・ボードの管理 

  

２ 国際交流・国際協力に関する普及啓発事業  

（１）えひめ国際まつり開催事業                （決算額 888,458円） 

県内外の国際交流・協力団体、県内の在県外国人・ボランティアの参加を得て「えひ

め国際まつり」を開催し、県民と在県外国人の交流や国際交流・協力活動への理解を深

める機会を提供した。 

 [開催日時／場所]  

 平成23年11月27日(日) 9:30～15:30 愛媛県国際交流センター及び駐車場 

    [内 容] 

   ・屋外：世界の料理等のテナント出店 24団体 

  歌・踊り等のステージパフォーマンス 15グループ 

・屋内：団体活動の紹介・展示など ９団体 

   [参加者数] 

   1,000人（推定） 

 

（２）国際交流チャレンジ講座開催事業             （決算額 234,365円） 

国際交流員が講師となり、語学講座や交流員の出身国の文化の紹介や異文化理解など 

をテーマとした講座を国際交流センターなどで開催した。 
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講  座  名 内 容（実施日時、参加者数） 講 師 

中国文化講座 

（計10回） 

 中国の食文化を通じて現在の生活の様子や歴史、経済、社

会の話題を紹介し、また、在住外国人を招きながら、実際に

調理方法や食材について触れる機会を提供することにより、

県民の国際交流と相互理解を深める講座を実施する。 

 

【第１回：第１回「中華料理教室」（四川料理・調理）】 

・５月 28日(土) 14:00～16:00 参加者数 20人 

【第２回：「中国・韓国・ハワイ 広げよう「おいしい！」

の輪」】 

［中国、韓国国際交流員及びハワイ・インターン生２名によ

る合同の文化講座として実施］ 

・６月 11日(土) 14:00～16:00 参加者数 35人 

【第３回：第２回「中華料理教室」（四川料理・講義）】 

・８月 27日(土) 14:00～16:00 参加者数 14人 

【第４回：第３回「中華料理教室」（一般家庭料理・調理）】 

・10月 22日(土) 14:00～16:00 参加者数 28人（延期開催）                   

【第５回：第４回「中華料理教室」（新疆と江浙・講義】 

・９月 10日(土) 14:00～16:00 参加者数 16人 

【第６回：第５回「中華料理教室」（新疆と江浙・調理】 

・10月 15日(土）14:00～16:00 参加者数 18人 

【第７回：第６回「中華料理教室」（広東、麺とスープの文

化・講義】 

・10月 29日(土）14:00～16:00 参加者数 19人 

【第８回：第７回「中華料理教室」（広東、麺とスープの文

化・調理】 

・12月 17日(土）14:00～16:00 参加者数 18人 

【第９回：第８回「中華料理教室」（世界遺産、酒文化・講

義】 

・２月４日(土）14:00～16:00 参加者数 20人 

【第 10回：第９回「中華料理教室」（華南とポルトガル文化・

調理】 

・３月３日(土）14:00～16:30 参加者数 21人 

沈 微 

(中国) 

韓国文化講座 

（計10回） 

 韓国の現在の生活事情や歴史、経済、社会の話題を紹介し、

また、在住外国人を招きながら、実際に体験できる機会を提

供することで、県民の国際交流と相互理解を深める講座を実

施する。 
 

【第１回：「テコンドー体験教室」】 

・５月 21日(土）14:00～16:00 参加者数 30人 

【第２回：「中国・韓国・ハワイ 広げよう「おいしい！」

の輪」】 

［中国、韓国国際交流員及びハワイ・インターン生２名によ

る合同の文化講座として実施］ 

・６月 11日(土）14:00～16:00 参加者数 35人 

張 恵美 

(韓国) 
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【第３回：「チンチャ楽しいチャンゴ体験教室」】 

・６月 25日(土）14:00～16:00 参加者数 18人 

【第４回：「I LOVE K-POP」】 

・７月２日（土）14:00～16:00 参加者数 14人 

【第５回：「話してみよう、韓国語！」】 

・７月 30日(土）10:00～12:00 参加者数 19人 

【第６回：「楽しい韓紙工芸教室」】 

・８月 20日(土）15:00～17:00 参加者数 23人 

【第７回「韓国の地域めぐり」】 

・10月１日（土）10:00～12:00 参加者数 26人 

【第８回「カクトゥギ作り教室」】 

・10月７日（金）14:00～16:00 参加者数 22人 

【第９回「ハンボク着付け教室」】 

・１月 28日(土）14:00～16:00 参加者数 17人 

【第 10回：「韓国の昔話」】 

・２月４日（土）11:00～13:00 参加者数 24人 

 

（３）えひめ韓国交流促進事業［(財)日韓文化交流基金との連携事業］(決算額362,576円) 

(財)日韓文化交流基金が招聘する韓国青年訪日研修団を受け入れ、ホームステイを通

じて、愛媛と韓国の交流を図った。 

〔日 程〕 平成 24年１月 14日（土）～16日（月） 

    〔参加者〕 韓国青年訪日研修団 27人 

     

３ 在県外国人等に対する支援事業  

（１）在県外国人相談・支援事業                (決算額 298,797円)           

  ①外国人生活相談員の配置 

    外国人生活相談員を１名配置し、在県外国人等から寄せられる医療、法律、教育、

就労等の各種相談に対応した。 

   月曜日～土曜日 9:00～17:00   平成23年度相談件数 1,204件 

   ②在県外国人生活支援ネットワーク会議 

     在県外国人の日常生活に関係する行政機関や団体等との情報・意見交換や現状の

問題点の解決に向けた協議を行った。 

   [開催日時／場所] 

   平成23年６月29日(水) 13:30～15:00 愛媛県国際交流センター  参加者数 50人 

    平成23年12月７日(水) 13:30～15:30  愛媛県国際交流センター 参加者数 49人 
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（２）生活情報提供・県民理解促進事業            （決算額 1,125,200円) 

  外国人に対する情報提供体制を強化するため、ＤＶＤ等のツールを整備し、本県の国  

 際化の現状を紹介する啓発資料を作成して県民の国際理解を促進した。 

① ＦＭを通じた情報 

・放送内容：県内在住の外国人向けに、放送時期に合わせた各種情報、トピックス 

       等をＦＭ愛媛で放送 

 ・放送日時：平成23年４月２日～平成24年３月31日 毎週土曜日 22：55～23：00 

 ・放送言語：日本語を交えながら、原則として「英語版」「中国語版」を隔週で放送

②生活ガイドＤＶＤの作製 

・内   容：県内在住の外国人向けに、医療機関の受診方法や救急時の対応方法等を 

           ＤＶＤにより紹介 

 ・作製枚数：英語版、中国語版 各100枚 

 ・配 布 先：各関係官公庁、市町国際交流協会、大学等 

③国際理解促進のための啓発資料の作製 

  ・規 格 等：55㎝×80㎝ カラー印刷 1,000枚 

  ・掲載内容：在県外国人数、青年海外協力隊派遣実績等 

  ・利用方法：県や当協会での講座やイベント等で活用 

 

（３）在県外国人支援ガイドブック作成事業          （決算額  2,628,981円） 

現在１万人近くの外国人が在住しているが、外国人を取り巻く環境も急激に変化し、

知りたい情報のニーズも多様化しているため、国の「緊急雇用創出事業」を活用した県

からの委託事業として、臨時職員を１名雇用のうえ、「外国人生活ガイドブック」を作成

した。 

外国人生活ガイドブック 

 英 語 版「A GUIDEBOOK TO LIVING IN EHIME」 

 中国語版「外国人生活指南」 

 ・仕 様 等：Ａ４判 100 ページ 各 1,000 部 

  ・内   容：法律上の手続き、日常生活情報、医療・福祉・健康、教育、公共交通

機関、緊急時における対処、各地域の日本語教育に関する情報 

  ・配 布 先：各関係官公庁、市町国際交流協会、大学等 
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（４）外国人サポーター養成講座開催事業            （決算額 228,269円) 

  言語の違いによる情報不足、文化や慣習の違い、災害経験の少なさから外国人には特  

 有の対応が必要となる災害時の外国人住民支援の必要性と役割について、学び合う機会 

 を提供した。（共催：新居浜市、新居浜市社会福祉協議会） 

 [開催日時／場所] 

   平成23年10月14日(土)14:00～16:30 新居浜市総合福祉センター 参加者数 25人 

   [講 師] 

   田村太郎（特定非営利活動法人 多文化共生センター大阪代表） 

   [内 容] 

   災害時に外国人が直面する課題、新潟県中越沖地震や東日本大震災での外国人住 

   民支援について 

 

（５）外国人日本語学習支援事業                     (決算額 1,156,349円) 

在県外国人の能力に応じた日本語学習の機会を提供し、日本語能力の向上により県民

とのコミュニケーションの円滑化、相互理解を促進した。 

  ①日本語グループ学習集中講座(協力：えひめＪＡＳＬ) 

  ・日本語レベルに応じて５クラス（初級４、中級１）で実施 

・各クラス ２時間×10回の２コース（午前、午後）で実施 

回 数 実 施 期 間 参加者数 

夏 季 
平成23年８月15日(月)～26日(金) 
          （土日を除く10日間） 

110名 

春 季 
平成24年３月５日(月)～16日(金) 
          （土日を除く10日間） 

49名 

   

 ②日本語学習イブニング講座（委託：えひめＪＡＳＬ） 

  ・日本語レベルに応じて４クラス（初級３、中級１）で実施 

・毎週火曜・木曜 17:30～19:30で実施 

回 数 実 施 期 間 参加者数 

前 期 平成23年４月21日(木)～６月21日(火) 16回 22名 

後 期 平成23年９月29日(木)～11月24日(木) 16回 51名 
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（６）日本語教育支援助成事業                  (決算額 239,351円) 

県内の民間ボランティア団体や日本語教育ボランティアが開催する日本語教室運営及

び地域において日本語を指導できる人材の育成に対する助成を行うことにより、県内各

地における日本語学習の機会を提供し、地域における共生社会づくりの促進を図った。 

①日本語教室の運営に関する助成 

【助成実績】                              (単位：円) 

団体名 内 容 
実施 
期間 

実施 
場所 

助成 
申請額 

(事業総額) 
助成額 

今治市国際交

流協会 

 市内在住外国人に対する日本

語学習の機会と相互交流、情報

交換の場を提供するため、中級

の日本語学習者を対象とする教

室形式での日本語の授業を行

う。 

９/1 

～ 

11/24 

今治市 
100,000 

(134,860) 

 

100,000 

 

えひめ日本語

ネットワーク 

 日本語能力試験（Ｎ１、Ｎ２）

合格を目指す日本語学習者の支

援となる受験対策講座を実施す

る。 

４/４ 

～ 

２/27 

松山市 
8,000 

(25,155) 

 

8,000 

 

 

 ②ボランティア日本語教師の育成に関する助成 

【助成実績】                              (単位：円) 

団体名 内 容 
実施 

期間 

実施 

場所 

助成 

申請額 

(事業総額) 

助成額 

えひめ日本語

ネットワーク 

 日本語能力試験（Ｎ１、Ｎ２）

合格を目指す日本語学習者の支

援となる受験対策講座を実施す

るにあたり、指導法のスキルア

ップを図る勉強会及び事後指導

会を実施する。 

４/４ 

～ 

２/29 

松山市 
42,000 

(63,865) 

 

42,000 

 

 

 ③日本語アドバイザーの派遣に関する助成 

【助成実績】                              (単位：円) 

団体名 内 容 
実施 

期間 

実施 

場所 

助成 

申請額 

(事業総額) 

 

助成額 

 

（財）内子町

国際交流協会 

 毎週土曜日に在住外国人に対

する日本語教室を実施している

が、参加者（日本語教師）のレ

ベルアップを図るため、年に４

回程度外部講師を招聘し、スキ

ルアップを図る。 

４/１ 

～ 

２/29 

内子町 
70,000 

(62,753) 

 

45,000 
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（７）南予日本語学習支援事業（宇和島短期日本語学習講座）[宇和島市共催] 

                               （決算額 439,586円） 

平成19年度の在県外国人生活実態調査結果を踏まえ、日本語学習の機会が少ない南予

地域において、地元自治体等との連携により、21年度・22年度に引き続き日本語学習講

座を実施した。 

【開催期間】 [前期] 平成23年５月15日(日)～７月17日(日) 

       [後期]  平成23年９月11日(日)～11月20日(日)  毎週日曜日（計10回） 

（時間）入門クラス・初級クラス 13：30～15：30 

漢字クラス       16：00～18：00 

 【開催場所】 宇和島市総合福祉センター 

 【参加者数】 前期 延べ13名   後期 延べ26名 

 

 (８)「Ｖ」案内所運営事業                   (決算額 129,100円) 

ＥＰＩＣを訪れる外国人観光客等に対し、きめ細かな情報提供サービスを行うととも

に、自転車の短期レンタルを行った。 

  ・自転車保有台数 14台 レンタル件数 96件 

  ・余暇観光に関する案内件数 160件 

 

４ 地域における国際交流の推進 

（１）国際交流団体活動支援事業               (決算額 1,089,431円) 

地域で国際交流・協力・支援活動等を実施する団体や在県外国人の活動に対して側面

的支援を行うことにより、地域の実状に即した市民活動の活性化と、団体や在県外国人

との連携・協力を図った。 

【助成実績】                              (単位：円) 

団体名 内 容 
開催 

期間 

開催 

場所 

助成 

申請額 

(事業総額) 

助成額 

(事業総額) 

英語サークル

Kid’s & Baby Bear  

【親子国際交流】 

留学生等の外国人を講師とし

て招き、イベントを通じ、日本

人親子が外国の文化や習慣を体

験し、外国籍親子と日本人親子

との交流会による親睦を図る。 

８/４ 

８/17 

10/26 

12/22 

１/11 

松山市 
70,000 

(192,138) 

 

70,000 
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アジア キッズ

ケア 

【留学生と小・中学生等による

相互理解と支援の架け橋事業】 

外国人留学生が、県内の小・

中学校を訪問し、交流を図ると

ともに、訪問した学校の子ども

たちなどから寄せられた支援物

資（文房具・楽器・衣服等）を、

留学生の母国の子どもたちに送

付する。 

５/20 

～ 

３/９ 

松前町 
100,000 

(381,950) 

 

100,000 

 

松山ユネスコ協

会 

 

【ユネスコ平和の文化祭2011～

音楽とダンスをつなぐ母国語リ

レー～】 

母国語は理解できても実際に

話せない留学生が増加してきた

ため、馴染みやすい音楽やダン

スで母国文化の再認識を試みる

活動を実施する。 

７/18 松山市 
100,000 

(249,704) 

 

100,000 

 

北条ユネスコ協

会 

【北条ユネスコ国際交流地引き

網】 

 在住外国人を招待して、北条

大浦海岸で、地域の人々と地引

き網を体験し、国際交流を図る。 

８/28 松山市 
50,000 

(110,690) 

 

50,000 

 

国際交流コーデ

ィネーター 

【国際交流サマーキャンプ】 

 県内の大学生と留学生が、松

山市野外活動センターで１泊２

日の野外活動を通じ、異文化理

解を図り、異文化共生の大切さ

を認識する活動を実施する。 

８/８ 

～ 

８/９ 

松山市 
45,500 

(101,027)  

 

45,000 

 

NPO法人国際交流

支援協会 

 

【国際交流夕涼み花火大会 in

久万高原町二名地区】 

年々下火になっている久万高

原町二名地区での夕涼み大会に

留学生が参加し、国際交流によ

る地域の活性化を図る。 

７/17 
久万高

原町 

70,000 

(124,760)  

 

62,000 

 

ハングルがんば

っていきまっし

ょい 

【まるまる○ハングマル】 

乳幼児とその親を対象に、韓

国の留学生から韓国語の手遊び

や伝承遊び、韓国の子育て観や

離乳食、病気になった時の対処

法などを紹介し、国際理解と交

流を図る。 

８/５ 

９/16 

八幡浜

市 

32,000 

(62,714) 

 

31,000 

 

グルーポ・サイ

ータ 

【アンデス音楽”フォルクロー

レ”紹介】 

アンデス音楽”フォルクロー

レ”の歴史や特色、楽器の特徴

を紹介しながら、参加者ととも

に演奏体験を通じた国際理解を

図る。 

 

７/21 松山市 
47,000 

(66,568) 

 

33,000 
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愛媛県留学生等

交流推進会議 

【留学生日本語スピーチコンテ

スト in 愛媛 2011】 

愛媛県内の大学、短大、高専、

専門学校、高校に在学する留学

生を対象にした日本語によるス

ピーチコンテストを行う。 

10/30 松山市 
100,000 

(210,250) 

100,000 

 

スマイルソング

バード 

【英語絵本移動図書館】 

テーマ別のあそびや絵本の読

み聞かせを行いながら、英語の

多読を通じた親子の異文化理解

と知識の促進を図る活動を行

う。 

10/20 

11/24 

12/22 

１/26 

２/16 

３/８ 

八幡浜

市 

100,000 

(154,062) 

 

64,000 

 

クリスマス国際

交流会実行委員

会 

【クリスマス国際交流会】 

県内在住の外国人の方を招

き、幼児から一般の方まで諸外

国の文化について知っていただ

き、国際交流をテーマにしたス

ペリングコンテストにより、自

分の住む町を外国人の方に伝え

る交流活動を行う。 

12/23 西予市 
100,000 

(138,077) 

 

60,000 

 

和みのはろうぃ

ん実行委員会 

【和みのはろうぃん】 

西予市卯之町の街並みを活か

し、かぼちゃ提灯を街並みに設

置し、子どもたちと外国人の方

がハロウィンの仮装行列で街を

歩き、地元住民との交流を図る

活動を行う。 

10/30 西予市 
100,000 

(178,943) 

 

68,000 

 

外国人のための 

日本語教室 

【あなただけの布ぞうりを作り

ましょう】 

不要になった布を利用して作

る「布ぞうり」作りを通して、

日本古来の履物である「わらじ」

をの作り方を外国の方に紹介

し、日本の伝統文化を理解する

上での一助とする。 

10/22 松山市 
15,000 

(31,619)  

 

15,000 

 

郷土愛媛と国際

社会を考える会 

【四国の屋根から世界へ 

飛び立とうキャンプ 2011 in 

久万高原町】 

 県内の外国人留学生と子ども

たちが１泊２日のキャンプを行

い、各国の文化を紹介し、地域

の自然や遺跡に触れることで、

ともに学び合う機会と国際感覚

を養う交流の場を提供する。 

２/４ 

～ 

２/５ 

久万高

原町 

92,000 

(211,566) 

 

70,000 
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NPO法人 園でピ

ース 

【愛媛県立とべ動物園に動物を

紹介する４カ国語の看板設置事

業】 

 県内のボランティアや地域の

外国籍の人々とともに、とべ動

物園の代表的な動物について３

カ国語へ翻訳を行い、作成した

看板を園内に設置することで、

海外からの観光客の理解を図

る。 

11/１ 

～ 

11/30 

砥部町 
100,000 

(223,600)  

 

100,000 

 

松山・平澤友好協

会 

【しまなみ海道と瀬戸内産業め

ぐり】 

松山在住の韓国からの留学生

と県民が県内の観光地をともに

訪問し、親睦を深めることによ

り、互いの文化交流を図る。 

 

12/18 

 

松山市 

西条市 

今治市 

90,000 

(230,900) 

 

90,000 

 

 

（２）国際交流ふれあい事業                   （決算額 130,915円）

①ウェルカム トゥ ＥＰＩＣ開催事業 

ＥＰＩＣに学校等のグループの訪問を受け入れ、施設や事業の概要説明ほか、国際

交流員の出身国紹介、外国人生活相談員の国際理解プログラムなど、参加型の国際理

解講座を実施した。 

【受入実績】 

回 数 内容（実施日時、参加者数） 講  師 

第１回 
平成23年６月28日(火)９：00～10：00 

愛媛大学教育学部新入生 15名 
外国人生活相談員 

第２回 
平成23年６月30日(木)11：45～12：10 

松山市立小野中学校２年生 18名 
職員（担当係長） 

第３回 
平成23年７月８日(金)14：00～15：00 

松山市立内宮中学校３年生 11名 
国際交流員（中国・韓国） 

第４回 
平成23年11月１日(火)９：20～12：00 

松山市立河野小学校 57名 
国際交流員（中国・韓国） 

第５回 
平成23年11月22日(火)15：00～16：30 

松山東雲女子大学 18名 
外国人生活相談員 

 

②ホームステイボランティア活動促進事業 

国際交流ボランティア制度により、草の根レベルでの国際化の担い手であるボラン 

ティア活動の発展を図った。 
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種 類 内 容 登録者数 

ホストファミリー

ボランティア 

（登録制） 

えひめ韓国交流推進事業におけるホームステイ活動 

 平成24年１月14日(土)～1月16日(月) 

                   20家庭 

122人 

イベント 

ボランティア 

(非登録制) 

「えひめ国際まつり」の準備・運営 

 平成23年11月27日(日) 

     前日準備：14人 当日会場運営：19人 

― 

 

（３）地域国際交流担当者連絡会議開催事業             （決算額 109,032円） 

     県内各地域の在県外国人の現状と課題について、地域の自治体及び国際交流協会等 

 を対象とする情報交換や連携を強化する会議を開催した。23年度は「在県外国人のコ 

  ミュニティ参加」をテーマとして意見交換を行った。 

 [開催日時／場所] 

平成24年２月14日(火) 13:30～15:30 愛媛県宇和島庁舎     参加者数：25人 

平成24年２月21日(火) 13:30～15:30 愛媛県西条庁舎      参加者数：22人 

 平成24年２月28日(火) 13:30～15:30 愛媛県国際交流センター  参加者数：21人 

 

５ 海外人材交流・協力事業  

（１）えひめ・スリランカ農業技術研修事業           (決算額 2,313,560円) 

   18年度及び 19年度に県果樹研究センターで「温州みかん等栽培技術研修事業」を終

了したスリランカ農業省研修員等が帰国後、そのノウハウを生かして柑橘栽培技術の

確立や生産者組織育成を進めることができるよう、20年度及び 21年度は「農家所得向

上に向けた形成基盤整備事業」を実施した。それらの事業を継続・発展させる形で、

平成 22年度及び 23年度は、「愛媛農業担い手育成事業」を実施した。 

  〔23年度の主な実施内容〕 

① スリランカ現地派遣（平成 23年７月９日(土)～７月 18日(月)） 

  愛媛県果樹研究センター研究員２名及び当協会職員２名の計４名でスリランカを訪 

 問し、現地での技術指導や研修会、意見交換等を通じて、国際交流・国際協力に繋げた。 

② スリランカからの短期研修生受入（平成 23年 10月２日(日)～10月 15日(土)） 

   スリランカ農業省研究員等(３名)を短期研修生として招き、技術指導及び県内産地視 

 察等を行うとともに、平成 22年度に派遣した青年農業後継者の家庭にファームステイ 



- 13 - 

 をすることで、国際交流・国際協力に繋げた。 

③ 国際協力フォーラムの開催（平成 24年１月 21日(土)） 

       えひめ・スリランカ農業技術研修事業をモデルとして、地域資源を生かした国際協力  

    のあり方を研究員や参加者を交えて討議した。参加者数：32名 

④ 視察及び研修後の技術交流と情報交換 

   視察及び研修後、愛媛とスリランカ両地の研究員から報告書が提出された。寄贈パソ 

   コンを通してスリランカ国内圃場の愛媛苗生育状況最新情報が提供された。 

 

（２）愛媛・ハワイ交流事業                 (決算額 2,457,716円) 

愛媛県と姉妹提携を締結したハワイ州から短期インターン生として現地大学から大

学生を受け入れ、ハワイの文化に関する講座の実施、県内地域での交流行事への参加、

ＥＰＩＣのＨＰ等での情報発信、外国人等からの相談への対応などにより、県とハワイ

州との相互理解を促進した。 

また、３月にはＥＰＩＣ職員２名がハワイを訪問し、現地関係者と今後の事業予定に

ついて協議した。 

   [受入インターン生／受入期間] 

アダム・シェツラー ／平成 23年５月 23日(月)～８月 11日(木）81日間 

メルセデス・バゾン ／平成 23年５月 23日(月)～８月 11日(木）81日間 

   [活動内容] 

・ハワイ文化講座 ３回 参加者数：74人 

        ハワイからのサマーインターン生が講師となり、ハワイの文化の紹介などに関  

      する文化講座を国際交流センターなどで開催した。                                     

講座数 内 容（実施日時、参加者数） 講  師 

第１回 

【広げよう「おいしい！」の輪】 

［中国、韓国国際交流員及びハワイ・インターン生２名

による合同の文化講座として実施］（(財)松山国際交流

協会共催) 

 各講師の出身地の代表的料理を参加者と一緒に作る

ことを通して、異文化に対する理解と認識を深め、世界

への目を広げた。 

・６月 11日(土) 14:00～16:00、コムズ 

・参加者数 35人 

     沈 微 

     (中国) 

       張 恵美 

    (韓国) 

  アダム・シェツラー 

  メルセデス・バゾン 

  (ハワイ 

 ・インターン生) 
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第２回 

【ハワイ文化に欠かせない植物】 

  ハワイの人々が自然と共存する姿を通して、ハワイ文

化やハワイ語を紹介した。 

・７月２日（土）10:00～12:00、国際交流センター 

・参加者数 18人 

  アダム・シェツラー 

 （ハワイ 

・インターン生） 

第３回 

【ハワイサーフィンの歴史】 

  サーフィンの歴史を通してハワイのスポーツ文化や

自然の豊かさを紹介した。 

・７月23日（土）10:00～12:00、国際交流センター 

・参加者数 21人 

  メルセデス・バゾン 

 （ハワイ 

・インターン生） 

・ハワイの日記念イベントの企画・参加（主催：愛媛ハワイ会） 

      ハワイの文化等を県民に紹介するため、平成 16年度に愛媛ハワイ会会員から 

     の提案により定めたハワイの日（８月１日）にちなんだイベントに参加した。 

    （イベント名）えひめハワイデイ ～えひめ ハワイ ふれあう心～ 

    （日時）平成 23年８月７日(日) 12:15～14:30 

    （場所）いよてつ髙島屋８階スカイドーム 

   ・ＥＰＩＣのＨＰや愛媛ハワイ会ニューズレターによる情報発信  

   ・県内大学生・高校生・小中学生との交流 など  

 

６ 特別会計事業  

 （１)えひめ海外移住者交流促進事業（特別会計）       (決算額 1,007,697円) 

①海外移住県人の里帰り経費補助            

     愛媛県出身の南米移住者及びその親族等の本県への里帰りとなる短期滞在を支 

    援し、南米移住国における日系人社会の発展及び郷土愛媛との親善交流を深めた。 

  【助成実績】 

対象者名 滞在期間 補助額 

小松 八千代 

（在芭愛媛県人会） 
平成23年９月６日(火)～11月28日(月) 319,638円 

真鍋 美代子 

（在芭愛媛県人会） 
平成23年９月６日(火)～11月28日(月) 319,638円 

窪前 勇 

（在芭愛媛県人会） 
平成23年10月26日(水)～平成24年１月６日(金) 267,480円 
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②在外県人会記念事業活動費補助            

     愛媛県出身の海外移住者の親睦交流組織として結成された県人会に対し、県人  

    会の創立記念に係る活動を支援することにより、来日困難な海外移住者及びその 

    親族等関係者に対し、現地での日系人社会の発展と対日理解及び親睦交流を図る  

        助成事業であるが、23年度は助成希望がなかったため、助成実績はなかった。 

 


