
 

 

Ⅰ 平成24年度事業報告 

（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

 

  愛媛県国際交流協会は、平成元年４月１日に財団法人として設立し、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

的に、国際交流事業を展開しており、平成24年４月１日に、愛媛県より公益認定を受け、

公益財団法人へ移行した。平成24年度は、定款第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。 

 

〈公益目的事業〉 

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 

ＥＰＩＣのホームページを管理・運営し、ＥＰＩＣの事業や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た。 

  〔内   容〕  

      ①ＥＰＩＣ及び県内国際交流団体が行うイベントをホームページやメールマガジン

で紹介 

   ・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 25回（原則月２回 378号～401号、臨時号１回） 配信件数1,086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 14回（原則月１回 ６号～ 17号、臨時号２回） 配信件数  39件 

     （翻訳は、愛媛ＳＧＧクラブの協力による。） 

      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情報のデータベース化と検索・閲覧 

   ④協会の業務・財務に関する情報公開 

   ⑤掲示板等による情報の発信 など 

 

     

 

 



 

 

 

（２）国際交流センター運営事業 

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 

     ③在県外国人に対する生活情報、観光情報の提供 

   ④海外安全情報ネットワークや留学等の情報提供 

   ⑤国際協力に関する情報資料の提供 

⑥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）韓国語スピーチコンテスト開催事業 

   スピーチコンテスト「話してみよう韓国語 愛媛大会」を実施し、韓国語学習者の 

  学習意欲の向上を目指すとともに、他者との豊かなコミュニケーションを図る楽しさ 

を伝え、言語を通じた異文化理解の促進を図った。  

（共催：駐大阪韓国総領事館韓国文化院、クムホ・アシアナ文化財団、世宗学堂） 

〔開催日時・場所〕  

   平成24年12月９日(日) 12:40～17:55 

   愛媛大学南加記念ホール 

    〔内  容] 

     ロールプレイ部門(中高生の部)、ロールプレイ部門(一般の部)、スピーチ部門及

びK-POP部門を実施。 

〔出場者数／来場者数〕 

   73名  ／ 約300名 

 

（２）国際交流イベント促進事業 

   「地球人まつり in まつやま・えひめ」を開催し、県内の国際交流・協力団体に活

動をＰＲする機会を提供するとともに、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。（共催：松山国際交流協会） 

〔開催日時・場所〕  

 平成25年１月13日(日) 13:00～17:00 

    松山市総合コミュニティセンター  企画展示ホール 



 

 

    〔内  容〕  

   【担当；松山国際交流協会】 

       在県外国人による出身国紹介のブース出展     22団体 

      在県外国人による出身国料理のテナント出店    ９団体 

       歌・踊り等のステージパフォーマンス       16団体 

     【担当；愛媛県国際交流協会】 

     国際交流団体、国際協力団体の活動紹介・展示など 14団体  

〔来場者数〕 

 約1,300名         

  

（３）国際交流チャレンジ講座開催事業 

国際交流員や在県外国人等による生活習慣や文化、料理をテーマとした講座を県内の 

国際交流協会等と協力して開催し、県民の国際交流・異文化理解の促進を図った。 

 

内       容 講   師 

 

【第１回：世界の料理チャレンジ講座 in 西条】 

 アメリカ・中国・韓国など世界の料理を紹介し、調理・

試食するなど、食文化を通じて異文化への理解を深めた。 

・平成 24年６月９日(土) 11：00～14：00 

・西条市食の創造館 ２階 キッチンスタジオ 

・参加者数 25名 

・後援：西条市、(株)西条産業情報支援センター 

 

呉  瑩（中国） 

張恵美（韓国） 

 

ケイレブ・デマレー（米国） 

※西条市国際交流員 

 

【第２回：世界の料理チャレンジ講座 in 宇和島】 

 ハワイ・中国・韓国など世界の料理を紹介し、調理・試

食するなど、食文化を通じて異文化への理解を深めた。 

・平成 24年７月 25日(水) 11：00～14：00 

・宇和島市鶴島公民館 

・参加者数 14名 

・後援：宇和島市教育委員会 

・協力：うわじまにほんごの会 

 

呉  瑩（中国） 

張恵美（韓国） 

 

 マシュー・タナカ（ハワイ） 

オーロラ・サイ  （ハワイ） 

※ハワイ・インターン生 

 

イモト・メリーアン・カストロ  

（フィリピン） 

※宇和島市在住外国人 



 

 

 

【第３回：ハロウィンと中国・韓国のお化け】 

日本人にはイベント以上のなじみが薄いハロウィンにつ

いて、その起源や実際の様子について学ぶとともに、中国・

韓国の幽霊など民間伝承について学び、日本との違いや共

通点などを知ることを通じて、異文化に対する理解を深め

た。 

・平成 24年 10月 14日(日）13：30～15：00 

・伊方町生涯学習センター ５階 多目的ホール 

・参加者数 14名 

・共催：伊方町国際交流協会 

呉  瑩（中国） 

張恵美（韓国） 

 

ドラゴ・フロレス（米国） 

※伊方町国際交流員 

 

【第４回：中国・韓国の小物づくり】 

中国結びや韓国の韓紙を使った伝統的な小物を作ること

を通して、中国と韓国の文化に触れるとともに、日本との

違いや共通点などを知り、異文化に対する理解を深めた。 

・平成 24年 12月１日(土) 13：30～15：00 

・今治市役所第４別館 ２階研修室 

・参加者数 24名 

・共催：今治市国際交流協会 

 

呉  瑩（中国） 

張恵美（韓国） 

 

【第５回：世界のお正月】 

旧正月を迎えるこの時期に、中国や韓国ではどのように

旧正月を祝っているのか、また、ヨーロッパではどのよう

に新年を過ごしているのかを知ることで、世界の文化に触

れるとともに、日本との違いや共通点などを知り、異文化

に対する理解を深めた。 

・平成 25年２月 16日(土) 14：00～16：00 

・愛媛県国際交流センター ２階 第１研修室 

・参加者数 21名 

・共催：松山国際交流協会 

 

呉  瑩（中国） 

張恵美（韓国） 

 

デリー・ケレハー 

（アイルランド） 

※松山市在住外国人 

 

（４）えひめ韓国交流促進事業［日韓文化交流基金との連携事業］ 

日韓文化交流基金が招聘する韓国高校生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 11月 10日(土)～11日(日） 

    〔参加者数〕 

 25名（韓国高校生訪日研修団) 



 

 

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           

   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。    平成24年度相談件数 1,222件 

また、愛媛県全域における「ＥＰＩＣキャラバン支援隊」（出張外国人生活相談、 

在県外国人と地元住民交流事例等調査）を実施した。 

〔開催日時・場所〕                         〔参加者数〕 

平成24年 8月24日(金) 10：30～16：00 宇和島市吉田町国際交流協会  25名 

    平成24年 9月28日(金) 10：30～16：00 八幡浜市国際交流協会     26名 

   平成24年10月24日(水) 10：30～16：00 今治市国際交流協会      20名 

   平成24年11月25日(日) 10：30～16：00 丹原町国際交流協会      21名 

   平成24年12月14日(金) 10：30～16：00 四国中央市国際交流協会    15名 

  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〕                          〔参加者数〕 

    平成24年６月27日(水) 13:30～15:00 愛媛県国際交流センター       49名 

       平成24年12月５日(水) 13:30～15:30  愛媛県国際交流センター      51名 

 

（２）在県外国人支援強化事業 

    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、外国語が堪能で対 

外折衝能力の高い臨時職員を１名配置し、外国人に対する情報提供体制の強化を図っ 

た。 

〔内   容〕愛媛県国際交流センターにおける窓口・電話での外国人生活相談対応、 

関係機関との連絡調整等。 

 

（３）生活情報提供・県民理解促進事業 

  県内在住の外国人向けに生活ガイドＤＶＤを作製し、外国人に対する情報提供体制 

の強化を図った。 

〔内   容〕県内各地の日本語教室や仕事の探し方等を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 

 

（４）外国人サポーター養成講座開催事業 

  言語の違いによる情報不足、文化や慣習の違い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。 

①「外国人サポーター研修」 

（共催：松山国際交流協会、新居浜市、新居浜市社会福祉協議会） 

〔開催日時・場所〕                                           〔参加者数〕   

       平成24年11月16日(金) 14:00～16:30 

       松山市男女共同参画推進センター（コムズ）５階 大会議室    66名 

       平成24年11月17日(土) 10:00～12:30  

      新居浜市総合福祉センター（ふれあいプラザ）２階 研修室１   48名 

   〔講  師〕 

      J.F.モリス（宮城学院女子大学教授） 

      清水孝夫（国際サークル友好 21） 

   〔内  容〕 

   東日本大震災直後から生活再建に至るまでに外国人が直面した課題や新たな取 

    組みについて紹介。 

 

②「通訳ボランティア座談会」（共催：松山国際交流協会） 

〔開催日時・場所〕 

平成24年12月15日(土) 14:00～16:30 

松山市男女共同参画推進センター（コムズ）４階 視聴覚室  

〔ゲストスピーカー〕 

        松田麗菜、K.A.Asante、黒木聡子、呉瑩、呉艶、張恵美、Kang Joo Yong、 

Bloy Jane、鈴本節子 

〔内  容〕 

      来日した外国人の方や同じ地域で暮らしている外国出身者がフェアに暮らすため、 

通訳サポートについて考える機会を設け、意見交換を実施。 

    〔参加者数〕 

 35名 

 

 

 



 

 

（５）外国人日本語学習支援事業 

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た５クラス（初級４、中級１） 

・各クラス ２時間×10回の２コース（午前、午後） 

開  催  期  間 参加者数 

夏 季 
平成24年８月20日(月)～31日(金) 
          （土日を除く10日間） 

101名 

春 季 
平成25年３月６日(水)～19日(火) 
          （土日を除く10日間） 

 35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た４クラス（初級３、中級１） 

・毎週火曜・木曜 17:30～19:30 

開  催  期  間 参加者数 

前 期 平成24年５月８日(火)～６月28日(木) 16回 56名 

後 期 平成24年10月２日(火)～11月22日(木) 16回 58名 

 

（６）日本語教育支援助成事業 

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 

  申請なし 

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 

確定額 

(事業総額) 

えひめ日本語

ネットワーク 

 日本語能力試験（Ｎ１、Ｎ

２、Ｎ３）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

指導者育成講座を実施した。 

４/２ 

～ 

２/25  

松山市 
44,500 

(62,000) 

44,000 

(81,910) 



 

 

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 実施日 
実施 

場所 

助成 

申請額 

(事業総額) 

助成 

確定額 

(事業総額) 

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、

外部講師を招聘し、スキルア

ップを図った。 

10/１ 

12/３ 
内子町 

70,000 

(80,000) 

 

27,000 

(43,940) 

 

 

（７）南予日本語学習支援事業                          

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、日本 

語学習講座を実施した。 

〔開催期間〕 前期 平成24年７月29日(日)～９月30日(日) 

          後期  平成24年12月２日(日)～平成25年２月17日(日) 

毎週日曜日（各10回） 

   〔場  所〕 宇和島市鶴島公民館 

   〔参加者数〕 前期 延べ19名  

       後期 延べ５名 

 

 (８)「Ｖ」案内所運営事業 

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実施した。 

・余暇観光に関する案内件数 173件 

    ・自転車保有台数 14台 レンタル件数 90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 

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、地域の実情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 

日等 

開催 

場所 

助成 

申請額 

(事業総額) 

助成額 

(事業総額) 

インドネシア 

・バリ島伝統

芸能研究会 

【インドネシア・バリ島伝統

芸能ガムランとバロンダンス

公演】 

東温市の大安寺にてインド

ネシアダンスや音楽を紹介す

るイベントを実施することに

より、インドネシアの文化を

紹介した。 

８/16 東温市 
100,000 

(218,000) 

100,000 

(224,056) 

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、母国の

子供たちの状況を話し、交流

を図った。また、訪問学校か

ら寄せられた支援物資を、留

学生の母国の子供たちに送付

した。 

 

５/19 

～ 

３/５  

 

松前町 
100,000 

(350,000) 

100,000 

(408,750) 

松山ユネスコ

協会 

国際交流部 

 

【「わたしの町のたからもの」

探訪ＵＮＥＳＣＯキャラバン

地球人村 in 八幡浜】 

地域遺産である保内地区の

町並散策とクルーズ、地元の

食文化を楽しむ昼食会や互い

の伝統芸能の紹介を行い、南

予地区での国際交流の促進と

愛媛理解の促進を図った。 

10/20 八幡浜市 
96,000 

(223,350) 

96,000 

(245,819) 

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、獲れた魚

を料理し会食することによっ

て、国際交流を図った。  

８/26 松山市 
45,000 

(110,000) 

45,000 

(109,348) 

中国語の学習

会 

【中国文化を学ぼう】 

中国の歴史、飲食文化、芸

術などの勉強会を実施するこ

とで、中国文化に興味を持っ

ている日本の方々に、より深

く中国について知っていただ

き、日中間の相互理解を深め

た。 

６/24 

７/22 

９/16 

10/27 

11/８ 

11/10 

松山市 
15,000 

(60,000)  

15,000 

(93,405) 



 

 

フレンドシッ

プフォース愛

媛 

【高雄クラブ（台湾）ホーム

ステイ受入事業】 

高雄クラブ（台湾）のホー

ムステイを受け入れ、市民レ

ベルの国際交流でお互いの国

の文化、生活習慣などの相違

点・類似点の理解を深めた。 

10/26 

～ 

10/30 

県内 

一円 

80,000 

(237,000) 

80,000 

(244,192) 

松山国際写真

集団 

【第１回ＪＩＰＦ国際公募写

真展】 

「写真を通じて世界と手を

繋ごう」をテーマに海外との

国際交流を続けている国際芸

術写真連盟の写真家たちによ

る、入賞作品の展示を行った。 

10/15 

～ 

10/27 

西予市 
100,000 

（300,000） 

59,000 

(232,100) 

スマイルソン

グバード 

【英語でいろいろ】 

①英語でサマーキャンプ 

宿泊型のキャンプを実施す

る。英語でゲーム、オリエン

テーリング、多読会、劇づく

り、料理などで交流を図った。 

②英語で仮装コンテスト 

各々で衣装を作成し、商店

街でハロウィンパレード、衣

装コンテストを行った。 

③英語で宝さがし 

イースターエッグの中にヒ

ントを隠し、宝の在り処を探

すハントを実施する。公園で

イースターエッグを作った

り、かごを作ったりして異文

化に親しんだ。 

 

 

 

８/18 

 

 

 

10/23 

10/28 

10/31 

 

 

３/９ 

大洲市 

 

八幡浜市 

15,000 

(235,000) 

 

68,000 

(190,378) 

 

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】 

国際交流、理解をテーマに、

県内の外国人の方を対象とし

た「日本語スピーチ」、小学

生から高校生を対象とした弁

論大会を実施し、互いの気持

ちや思いを語ることを通じた

交流活動を実施した。 

12/22 宇和町 
100,000 

(220,000) 

100,000 

(213,562) 

和みのはろう

ぃん実行委員

会 

【和みのはろうぃん】 

欧米の文化であるハロウィ

ンを、重要伝統的建造物群保

存地区の卯之町の町並みで実

施し、外国人の方は和装体験

や散策を体験し、地域の方は

仮装を楽しむなどして、相互

文化を知る国際交流イベント

を実施した。 

10/28 宇和町 
100,000 

(220,000) 

100,000 

(206,954) 



 

 

オイスカ 

愛媛県支部 

【国際協力推進”愛媛の集

い”】 

海外研修生の活動の周知

と、海外研修生と会員・一般

参加者相互の交流の場づくり

を目的とし、「地球交響曲・

７番」の上映会、植林ボラン

ティア活動報告、海外研修生

の発表、懇談会を実施した。 

 

11/20 

 

松山市 
100,000 

(230,900) 

100,000 

(661,933) 

 

（２）国際交流ふれあい事業 

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、外国

人生活相談員の国際理解プログラム、ＪＩＣＡ国際協力推進員の国際協力プログラム

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24年６月26日(火)９：00～10：00 

愛媛大学教育学部新入生 16名 
外国人生活相談員 

第２回 
平成24年７月13日(金)14：00～15：00 

松山市立内宮中学校３年生 ６名 
ＪＩＣＡ職員 

第３回 
平成24年11月16日(金)10：15～12：00 

愛媛県立西中等教育学校１年生 40名 
ＪＩＣＡ国際協力推進員 

②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。 

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11月10日(土)～11月11日(日) 

                   17家庭 

121名 

イベント 

ボランティア 

(非登録制) 

「話してみよう韓国語  愛媛大会」の準備・運営 

 平成24年12月9日(日) 

                    ８名 

― 

 

 



 

 

（３）地域国際交流担当者連絡会議開催事業 

     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。24年度は「外国人のための 

日本語学習支援」をテーマとして意見交換を行った。 

  〔開催日時・場所〕                                            〔参加者数〕 

平成24年10月３日(水) 13:30～15:30 愛媛県西条庁舎       21名 

平成24年10月４日(木) 13:30～15:30 愛媛県国際交流センター   20名 

    平成24年10月11日(木) 13:30～15:30 愛媛県宇和島庁舎      18名 

 

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 

   過去６年間の柑橘栽培技術指導等の成果により、愛媛から送った柑橘種が「Ehime」 

ブランドとしてスリランカで流通を開始するに当たり、現地において指導等を行う

「Ehimeブランド普及体制整備事業」を実施し、スリランカ国内における適切な指導体 

制を整備した。 

     〔実施時期〕平成 24年７月 14日(土)～７月 22日(日) 

 〔訪 問 者〕愛媛県果樹研究センターみかん研究所所長及び当協会職員１名 

   〔内  容〕スリランカ農業大臣への適切な普及指導体制についての提言、現地で 

の技術指導、意見交換等。 

     

（２）愛媛・ハワイ交流事業 

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大学生を受け入 

れ、愛媛県とハワイ州との相互理解を促進した。 

また、２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〕 

オーロラ・サイ ／平成 24年５月 15日(火)～８月 10日(金）88日間 

マシュー・タナカ／平成 24年５月 15日(火)～８月 10日(金）88日間 

〔内   容〕 

・ハワイ文化講座の開催   

                                   



 

 

内       容 講   師 

【第１回：ハワイ、私の故郷】 

  ハワイ語や日系人の歴史、ハワイの学校生活などについ

て、Japan Wizard優勝チームのワイアケア高校の生徒とと

もに紹介した。 

・平成24年７月１日(日）13:00～16:00 

・国際交流センター ２階 第１研修室 

・参加者数 43名 

マシュー・タナカ 

オーロラ・サイ 

（ハワイ・インターン生） 

 

ガヴィン・サコ 

アイゼア・ジュマイラ 

ヤン・イエン・ファン 

デイン・サコ 

※ワイアケア高校の生徒 

【第２回：世界の料理チャレンジ講座 in 宇和島】 

［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］ 

ハワイ・中国・韓国など世界の料理を紹介し、調理・試

食するなど、食文化を通じて異文化への理解を深めた。 

・平成 24年７月 25日(水) 11:00～14:00 

・宇和島市鶴島公民館 料理教室 

・参加者数 14名 

・後援：宇和島市教育委員会 

・協力：うわじまにほんごの会 

呉  瑩（中国） 

張恵美（韓国） 

 

マシュー・タナカ 

オーロラ・サイ 

（ハワイ・インターン生） 

 

イモト・メリーアン・カストロ  

（フィリピン） 

※宇和島市在住外国人 

・ＥＰＩＣのホームページによる情報発信  

・県内大学生・高校生・小中学生との交流 など  

 

（３)えひめ海外移住者交流促進事業 

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った。 

①海外移住県人の里帰り経費補助 

 補助実績なし            

  ②在外県人会記念事業活動費補助 

〔対象事業〕アルゼンチン愛媛県人会創立55周年記念式典 

・実施主体：在アルゼンチン愛媛県人会 

・実 施 日：平成24年11月18日  

・場  所：アルゼンチン共和国ブエノスアイレス 

・内    容：愛媛県人会員の近況報告、アルゼンチンタンゴと日本音楽の 

交流演奏会、愛媛県移民一世から三世までの交流会 


