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Ⅰ 平成２１年度事業報告書 

（平成21年４月１日～平成22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２１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 559,673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。 

  ・年間配信数 ４８回（原則週１回 257号～304号） 登録者数 1,263名 

・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 

 

（２）国際交流センター運営事業               （決算額 6,591,610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 
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   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 921,876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。（「えひめ産業文化まつり」と連携して実施） 

 [開催日／場所]  

平成21年11月29日(日) 9:00～15:30 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 22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 8団体 

   [参加者数] 

   5,000人（推定） 

 

（２）国際交流チャレンジ講座開催事業            （決算額 147,654円） 

①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で開催した。 

講  座  名 内 容（実施日時、参加者数） 講 師 

しっかり身に付ける 

基礎中国語 

（入門クラス） 

（計１４回） 

初級段階の鍵となる発音に重点を置き、中国語の音節表をす

べて読めるようになるとともに、初級の日常会話と文法を取り入

れ、中国語の文法事項、語彙を学びながら、日常生活の交流を

円滑に進められるような入門者向けの語学講座とした。 

・６月20日(土)～２月27日(土) 

 原則、隔週土曜日 10:00～12:00 

・参加者数 １７人 

徐 旻 

(中国) 
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最新情報で学

ぶ中国語会話 

（初級クラス） 

（計１２回） 

現地で役立つ中国語の習得を目指して、最新の教科書を利

用して、会話の練習を繰り返し、話せるような初級者向けの

語学講座とした。 

・６月26日(金)～２月19日(金) 

 原則、隔週金曜日 10:00～12:00 

・参加者数 ２０人 

徐 旻 

(中国) 

中国文化講座

「どう思う？

中国の『今』を」 

（計４回） 

今日の中国の生活習慣・文化・社会問題などに目を向け、

講師の講義だけでなく、参加者の経験や意見の発表も盛り込

みながら、異文化理解の促進を図った。 

【近づく！上海万博の足音】 

2010年５月１日開幕の上海万博に向けて、熱を帯びている

上海の様子や万博の情報を伝えた。 

・７月４日(土) 14:00～16:00 

・参加者数 ２７人 

【発見！不思議な世界の言葉】（合同講座） 

［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］ 

 各講師の出身地の文字や言葉を用いて、日本との類似点や

相違点を紹介し、各国の言葉によりお互いの心を繋ぐことを

図った。 

・８月１日(土) 14:00～16:00 

・参加者数 ２７人 

【百戯之祖 中国「崑劇」鑑賞】 

600年の歴史を誇り、ユネスコの世界無形文化遺産にも指

定されている「崑劇」を通して、中国古典芸能の魅力を紹介

した。 

・11月７日(土) 14:00～16:00  

・参加者数 ２８人 

【頑張ってま～す！中国にある日本企業】 

急速に成長する中国市場で、ビジネスチャンスを狙う日本

企業や国民生活に浸透する日系ブランドなど、中国進出の日

本企業の現状と課題を紹介した。 

・２月13日(土) 14:00～16:00 

・参加者数 ２７人 

徐 旻 

(中国) 

セネギ韓国語 

（入門クラス） 

（計１４回） 

 韓国語を初めて学びたい方を対象とし、基本的な文字の読み

書きに慣れることや簡単な日常会話ができるようにするとともに、

各種資料を通じて韓国文化に触れる機会を提供した。（セネギ：

新入生、新米） 

・６月27日(土)～２月６日(土) 

 原則、隔週土曜日 10:00～12:00 

・参加者数 ２４人  

 

徐 泰姫 

(韓国) 



- 4 - 

シンナヌン 

韓国語  

（中級クラス） 

（計１４回） 

  

 基本文法、ロールプレイを通した聞き取り、会話練習がで

きるよう、語学学習を通じて韓国文化に関する理解促進を図

った。（シンナヌン：楽しい） 

・６月19日(金)～２月12日(金) 

 原則、隔週金曜日 10:00～12:00 

・参加者数 ２５人 

徐 泰姫 

(韓国) 

ぺらぺら 

韓国語  

（上級クラス） 

（計７回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最近の韓国事情に関する資料をテーマに、日本と韓国の共

通点や相違点について自分の考えを韓国語で話し合うこと

を通じ、異文化理解を図った。 

〔第１回〕 

 テーマ ：冬のソナタと韓流 

 開催日時：６月 27日(土) 14:00～16:00 

 参加者数：８人 

〔第２回〕 

 テーマ ：韓国のゴールドミスとおばさん 

 開催日時：７月 25日(土) 14:00～16:00 

 参加者数：10人 

〔第３回〕 

 テーマ ：英語早期教育について 

 開催日時：８月 22日(土) 14:00～16:00 

 参加者数：９人 

〔第４回〕 

 テーマ ：済州島物語 

 開催日時：10月 17 日(土) 14:00～16:00 

 参加者数：６人 

〔第５回〕 

 テーマ ：生き生きとした韓国語表現を身につけよう！ 

 開催日時：11月 14 日(土) 14:00～16:00 

 参加者数：７人 

〔第６回〕 

 テーマ ：「オンドル」とチムジルバン 

 開催日時：１月 23日(土) 14:00～16:00 

 参加者数：７人 

〔第７回〕 

 テーマ ：１．私から見た韓国○○ 

      ２．私の人生最高の○○ 

 開催日時：２月 27日(土) 14:00～16:00 

 参加者数：７人 

 

徐 泰姫 

(韓国) 
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韓国文化講座 

「韓国文化探 

検隊」 

(計５回) 

 今日の韓国の生活習慣・文化・社会問題などに目を向け、

講師の講義だけでなく、参加者の経験や意見の発表も盛り込

みながら、異文化理解の促進を図った。 

【韓国社会と韓国人―ある韓国人の一生―】 

 ある韓国人の一生をテーマに、クイズ形式で日本と韓国の

共通点と相違点について紹介した。 

・７月11日(土) 14:00～15:30 

・参加者数 ２０人 

【発見！不思議な世界の言葉】（合同講座） 

［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］ 

 各講師の出身地の文字や言葉を用いて、日本との類似点や

相違点を紹介し、各国の言葉によりお互いの心を繋ぐことを

図った。 

・８月１日(土) 14:00～16:00 

・ 参加者数 ２７人 

【留学生と楽しむチヂミパーティー】 

 韓国の秋のビッグイベント「秋夕（チュソク）」のような

めでたい日には必ず作る「チヂミ」を、韓国の留学生も参加

して作り、会食した。 

・10月31日(土) 14:00～16:00 

・参加者数 ２１人 

【韓服（ハンボク）と福ポケット（ボクジュモニ）作り 

 ～折り紙で韓国伝統文化に触れよう～】 

 韓国の伝統衣装「韓服（ハンボク）」と、福を呼ぶポケッ

ト「ボクジュモニ」を折り紙で作り、韓国伝統文化に触れる

ことができた。 

・12月19日(土) 14:00～15:30 

・参加者数 １６人 

【韓国の美～朝鮮時代の絵画の世界～】 

 韓国の美術史上、絵画が最も発展した時期である朝鮮時代

の山水画や風俗画、民画について紹介し、韓国の美を辿った。 

・２月20日(土) 14:00～15:30 

・参加者数 ２４人 

 

徐 泰姫 

(韓国) 
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  ②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で開催した。 

講座数 内 容（実施日時、参加者数） 講  師 

第１回 

【料理から伝わるハワイ】 

 講師のデモンストレーションを見ながら、参加者が

ハワイ料理づくりに挑戦し、ハワイ文化を体感した。 

・６月20日（土）13:00～14:30 

・参加者数 ２６人 

ジェイミー・リン・ミエ

コ・グズマン 

ジョシュア・ポール・タ

ーナー 

(ハワイ・インター生) 

第２回 

【STORY TELLING～ハワイの物語を楽しみましょう～】 

 STORY TELLING という手法で、ハワイに昔から伝わ

る物語を紹介した。 

・７月 18日（土）13:00～14:30 

・参加者数 １８人 

ジェイミー・リン・ミエ

コ・グズマン 

ジョシュア・ポール・タ

ーナー 

(ハワイ・インターン生) 

第３回 

【発見！不思議な世界の言葉】（合同講座） 

［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］ 

 各講師の出身地の文字や言葉を用いて、日本との類

似点や相違点を紹介し、各国の言葉によりお互いの心

を繋ぐことを図った。 

・８月１日(土) 14:00～16:00 

・参加者数 ２７人 

ジェイミー・リン・ミエ

コ・グズマン 

ジョシュア・ポール・タ

ーナー 

(ハワイ・インターン生) 

 

徐 旻（中国) 

徐 泰姫（韓国） 

 

（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279,984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。 

〔開催日〕 平成 22年１月９日（土）～11日（月） 

    〔参加者〕 韓国青年訪日研修団 25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 

①外国人相談システムの運営              (決算額 3,042,834円) 

・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～金曜日 9:00～17:00   平成２１年度相談件数 1,305件 
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  ・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] 

７月１日(水) 13:30～15:00 愛媛県国際交流センター  参加者数：42人 

     12月２日(水) 13:30～15:30  愛媛県国際交流センター 参加者数：42人 

 

②地域国際交流担当者連絡会議の開催           （決算額 120,809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。２１年度は「在住外国人の災 

 害対応について」と「地域の国際交流協会のあり方について」をテーマとして意見交 

 換を行った。 

 [開催日時／場所] 

 １月28日(木) 13:30～15:30 愛媛県南予地方局    参加者数：17人 

 ２月１日(月) 13:30～15:30 愛媛県東予地方局    参加者数：17人 

  ２月５日(金) 13:30～15:30 愛媛県国際交流センター 参加者数：16人 

 

（２）外国人日本語学習支援事業                     (決算額 1,324,003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 実施日時 参加者数 

夏季 
平成21年８月17日(月)～28日(金) 

（土日を除く10日間） 
105名 

春季 
平成22年３月10日(水)～24日(水) 

（土日祝日を除く10日間） 
73名 
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 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 実施日時 参加者数 

前期 平成21年５月12日(火)～６月23日(火) 13回 54名 

中期 平成21年９月８日(火)～10月22日(木) 13回 40名 

後期 平成21年11月５日(木)～12月17日(木) 13回 41名 

 

（３）日本語教育支援助成事業                  (決算額 523,708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 

外国人のための 

日本語教室 

 毎週金曜日の授業（受講生４９

名）、日本語能力試験２級対策集中

講座（受講生１２名）、企業研修生

への日本語集中指導（受講生９１

名）など、目的やレベルに応じた

日本語学習講座を実施。 
会場：松山市番町福祉センター 

4/1 

～ 

2/28 

松山市 
76,000 

(99,800) 36,000 

にいはま 

日本語の会 

 来日直後のALTや東予地域在住

の外国人を対象に、夏季集中日本

語講座を実施。 
会場：新居浜市総合福祉センター

参加者：２０名 

8/17 

～ 

8/28 

新居浜市 
100,000 

(143,000) 100,000 

ソフィア 

倶楽部 

 

 ７月～10月の計９回、外国人を対

象に料理体験や砥部焼体験などを

通して、体験型日本語学習講座を

実施。 

7/26 

～ 

10/4 

松山市 
72,000 

(93,000) 72,000 
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  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 

今治市国際

交流協会 

 

６月～８月の計１０回、初心者を

対象にボランティア日本語指導者

を育成するための講座を実施。 

会場：今治市庁舎研修室 

参加者：３８名 

6/19

～

8/28 

今治市 
100,000 

(116,225) 93,600 

日本語の会 

 

10月～１月の計１０回、初心者を

対象にボランティア日本語指導者

を育成するための講座を実施。 

会場：西条公民館（西条市新田） 

参加者：１２名 

10/2

～

1/15 

西条市 

 
100,000 

(107,600) 
96,440 

 

えひめJASL 

 

南山大学の坂本正先生を招いて、

日本語教育実習の講義を聴くとと

もに、参加者が実習を実施。 

会場：松山東雲女子大学 

参加者数：３９名 

8/29 松山市 
42,100 

(65,600) 
36,700 

 

丹原にほん

ごの会 

 

8月～10月の計１０回、初心者を対

象にボランティア日本語指導者を

育成するための講座を実施。 

会場：西条市東予総合福祉センタ

ー研修室 

参加者：１１名 

8/1

～
10/10 

西条市 
80,000 

(150,000) 
55,000 

 

 

（４）南予ボランティア日本語教師育成講座 [(財)内子町国際交流協会共催]  

                              （決算額 302,747円） 

平成19年度の在県外国人生活実態調査結果を踏まえ、日本語教室やボランティア日本

語教師が不足している地域において、ボランティア日本語教師及び日本語教室を運営す

る人材の育成を図るため、(財)内子町国際交流協会と共催で養成講座を実施した。 

[開催期間／場所]  

６月６日(土)～３月20日(土) 10:00～12:00 内子自治センター（計２０回） 

[参加者数] 

１８人 
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（５）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 274,981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年度から日本語学習講座を実施した。 

[開催期間／場所]  

９月６日(日)～11月８日(日) 13:30～15:00 宇和島市総合福祉センター（計10回） 

[参加者数] 

１０人 

 

（６）｢ｉ｣案内所運営事業                   (決算額 82,614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12台 レンタル件数 110件 

  ・余暇観光に関する案内件数 216件 

 

（７）県民国際理解促進事業［２１年度補正予算計上］     （決算額 2,310,525円) 

  本県の国際化の現状を県民にわかりやすく紹介するため、県からの受託事業として、  

 世界地図を用いた国際化に関するデータや指標、グラフ、写真等を紹介する啓発資料を 

 作成し、県内の市町や学校等に配布した。 

  ・規格等 55㎝×80㎝ カラー印刷 

  ・作製枚数 33,000枚 

 

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 792,698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。 
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【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 

にいはま 
日本語の会 

【第７回 日本語学習者による

日本語スピーチ・コンテスト】 

日本語を学習している在住外

国人が公の場で日頃の学習成

果を発表する場を設けるとと

もに、地域住民との国際理解を

図った。 

6/21 新居浜市 
61,000 

(123,000) 
61,000 

英語サークル

Kid’s & Baby 
Bear 

【親子国際交流】 

小学校低学年までの子供と親

が、外国人ゲストとともに、サ

マーフェスティバル（８月）、

ハロウィンパーティー（１０

月）、クリスマス会（１２月）

のイベントを通して、国際理解

について勉強した。 

8/10

～

12/22 

松山市 
34,000 

(68,000) 

34,000 

 

愛媛 SGG クラ

ブ 
 

【愛媛ＳＧＧクラブ発足２０

周年記念事業】 

クラブ発足２０周年記念の集

いを開催するとともに、記念誌

を発行し、今後のクラブ発展と

国際親善の推進に役立てた。 

2/28 松山市 
81,500 

(207,000) 

81,500 

 

愛媛県中国留学

生友好聯誼会 

 

【中国建国６０周年記念大会

及び日中友好交流会】 

留学生をはじめ、県内在住の中

国人が集って中国建国６０周

年を祝うとともに、地域の人々

との交流を図った。 

9/26 松山市 
100,000 

(360,000) 
100,000 

宇和島市吉田町 

国際交流協会 

【ハロウィン in 吉田 2009】 

県内のＡＬＴ、留学生などの外

国人と地域の人々が協力しな

がら準備をして、ハロウィン祭

りを行い、外国文化の理解に役

立てた。 

10/24 

 

宇和島市 

 

 

 

90,000 
(180,222) 

 

 

90,000 

 

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 2009】 

県内の大学等に在籍する留学

生による日本語スピーチコン

テストを開催し、留学生の日本

語能力向上と、日本人の異文化

交流理解に役立てた。 

11/7 松山市 
100,000 

（230,000) 
100,000 
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松山・平澤友好

協会 

【伊予路 いいとこ 発見ツ

アー】 

韓国からの愛媛大学留学生８

名と協会会員１０名が、南予の

観光施設等を訪問して親睦を

深めるとともに、相互理解に役

立てた。 

2/14 
宇和島市 

西予市 

84,700 

(169,400) 
84,700 

Mabuhay 

Philippines 

(Ehime) 

【チャリティーボーリング】 

チャリティボーリングを通じ、

在県フィリピン人と日本人と

の親睦を深めた。また、参加費

の一部はフィリピンの台風被

災者支援に充てた。 

11/8 松山市 
40,000 

(92,000) 
40,000 

清里アートヴィ

レッジ 

「清里家」 

 

【国際交流 清里 日本の古

典芸能の会】 

県内の留学生等の外国人を招

待して、主催者所有施設の「能

舞台」を活用した能楽や日本舞

踊等の日本古典芸能の鑑賞会

を開催し、国際交流に役立て

た。 

3/6 東温市 
100,000 

(260,000) 
100,000 

オレンジプラネ

ット 

【民族音楽と巡るエジプト文

明の道】 

エジプト人女性らを招き、小学

校や公共施設などで、民族音楽

の演奏などエジプト文明を紹

介するイベントを行い、異文化

に触れ合う機会を提供した。 

 

3/4 

～ 

3/7 

松前町 

伊予市 

砥部町 

 

80,000 

(255,475) 

80,000 

 

（２）国際交流ふれあい事業                 （決算額 151,301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、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、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21年４月21日(火)9：30～12：00 

愛媛大学教育学部附属小学校４年生 120名 

外国人生活相談員、国際協力推

進員、国際交流員（韓国） 

第２回 平成21年６月25日(木)13：10～14：00 

愛媛大学教育学部新入生 13名 

外国人生活相談員 

第３回 平成21年７月２日(木)14：00～15：00 

松山市立内宮中学校３年生 ９名 

国際交流員（中国・韓国） 
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第４回 平成21年10月15日(木)16：30～17：00 

松山西中等教育学校４年生 ２名 

国際交流員（中国・韓国） 

第５回 平成21年10月30日(金)13：00～15：00 

松山市立河野小学校６年生 ６３名 

国際交流員（中国・韓国） 

第６回 平成21年11月27日(金)16：20～16：50 

松山東雲女子大学２年生 １７名 

外国人生活相談員 

第７回 平成21年12月８日(火)10：00～11：00 
愛媛大学法文学部総合政策学科土屋ゼミ４回生 ２名 

外国人生活相談員 

第８回 平成21年12月16日(水)10：00～12：00 
東京大学農学部農業資源経済学専修４年生 １名 

外国人生活相談員、国際協力推

進員 

第９回 平成22年２月25日(木)13：50～14：50 

松山盲学校３年生・６年生 ２名 

国際交流員（中国・韓国） 

 

  ②外国人ふるさとふれあい事業 

 在県外国人等を対象に、国際交流関係団体が開催する国際交流イベントへの参加の

機会を提供するため、地域等での参加を困難にしている移動手段の確保を支援するこ

とにより、地域発の交流事業を促進した。 

【助成実績】                             （単位：円） 

実施日時 行事名及び場所 内 容 
助成申請額 

(事業総額) 
助成額 

８月30日(日) 

 11:00～16:30 

北条ユネスコ「地引き網」 

（主催：北条ユネスコ協会） 

松山市北条大浦海岸 

地引き網に参加

する外国人の移

動バスの借上料

助成 

・バス利用外国人

数：17人 

38,000 

(98,000) 

38,000 

 

 

③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。 

 

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 

１月９日(土)～11日(月) 19家庭 

１１２人 

(H22.3.30現在) 

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 

11月29日(日) 

前日準備：14人 当日会場運営：18人 

― 
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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 1,124,868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」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。 

  〔21 年度の主な実施内容〕 

①短期研修生の受入（９月 27日～10 月 10 日） 

（スリランカ農業省職員３名を受け入れて、県果樹研究センターで実習を中心とした研

修を行うとともに、県内の柑橘生産地を視察して生産農家やＪＡ関係者と情報交換を

行った。） 

②県果樹研究センターからの指導・助言 

（スリランカの苗木の生育状況に対して、県果樹研究センターから指導・助言を行った。） 

③農業協力等に関する情報提供 

 （スリランカ側の要望に応じて、必要な情報・資料を提供した。 

 

（２）えひめ・ハワイ交流事業                 (決算額 2,228,519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、

愛媛ハワイ会ニューズレターでの情報発信、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、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] 

ジェイミー・リン・ミエコ・グズマン／５月 23日(土)～８月 11日(火）82日間 

ジョシュア・ポール・ターナー   ／５月 23日(土)～８月 19日(水）90日間 

   [活動内容] 

・国際交流チャレンジ講座 ３回 参加者数：71人 
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・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）８月２日(日)13:30～16:00 

    （場所）いよてつ髙島屋８階スカイドーム 

   ・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 

   ・松野町が主催する滑床英語キャンプへの参加  

   ・宇和島市での１泊２日のホームステイ など 

 

６ 特別会計事業  

 （１）県民海外渡航支援事業（特別会計）              (決算額 2,665,637円)  

パスポートセンター内に旅券の取得に必要な収入印紙及び収入証紙の自動販売機を

設置し、県民の利便性を図ることにより県民の海外渡航を支援するとともに、海外渡

航に関する情報の収集、整備及び提供、さらに海外渡航に関する相談等の体制機能の

充実強化を図った。 

 

 （２)えひめ海外移住者交流促進事業（特別会計）       (決算額 1,480,208円) 

①南米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 

関谷 アウシーデス タダキ 

（在伯愛媛県人会） 
11月15日～11月29日 296,550円 

薬師寺 淳一 

（在伯愛媛県人会） 
11月15日～11月29日 296,550円 

梅田 エツコ 

（在伯愛媛県人会） 
11月15日～11月22日 296,550円 
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②在外県人会記念事業活動費補助           （決算額 1,100,525円） 

     愛媛県出身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。 

    [対象事業] 

    「パラグアイ愛媛県集団移住５０周年記念祭」      

    ・実施主体：在芭愛媛県人会 

    ・実施日及び場所：８月２３日（日） パラグアイ国フジ地区 

    ・事業内容：慰霊祭、歴代会長・高齢者表彰、祝賀会、アトラクション 

    ・補助額：500,000円 


