
ワン・ワールド委員会 活動団体平成２２年度実績・平成２３年度事業計画書一覧 平成23年3月8日項目 主体 目的 内容 実施期間 事業費 対象者 スタッフ子供学習 美濃加茂国際交流協会 学用品リサイクル 【内容】不用になった学用品・制服を預かり、在住外国人は必要な物を申請し美濃加茂国際交流協会事務局で受け取る。 通年 在住外国人 美濃加茂国際交流協会ブラジル友の会 定住外国人の子どもの就学支援事業 不就学・不登校などの子どもの就学支援 不就学・不登校の子ども向けに、最大６ヶ月間、日本語を教え、その後日本の公立学校へ行けるよう支援。 4月～12月 国際移住機関より受託 小学校～中学校の外国人の子ども コーディネータ 神谷孟史、日本語講師 野田典江、末永福恵、向井暁子、 バイリンガル講師 ネト・ウイルソンブラジル友の会 ポルトガル語教室 親子でコミュニケーションが取れなくなるという問題や子どもたちが自分たちのルーツに自信が持てるように、主に日本の公立学校に通っているブラジル人の子ども向けにポルトガル語を教える。 毎週土曜日、上古井公民館で約６０名の子どもたちにポルトガル語を教えている。 年間 岐阜県国際交流センター助成金と生徒授業料 ポルトガル語を学びたい子ども 講師：金城アリーナ、阿久津エルザ、武内クリスチナ、ヴィルマ・マツグマブラジル友の会 外国人児童・生徒放課後学習支援 日本の公立学校に通う子どもたちが学校をやめないため、進学できるため、宿題などをやる 月・水：小学生の部 １５：３０～１７：３０ 約２１名月・金：中学生の部 １９：００～２０：３０ 約１８名 年間 美濃加茂市助成金、岐阜県国際交流センター助成金と生徒授業料 日本の公立学校に通っている外国人の子ども 責任者 金城アリーナ、神谷孟史ボランティア：約２０名講座 美濃加茂国際交流協会 盆踊り講習会及び浴衣着付け講習会 文化交流 【内容】在住外国人に日本の盆踊り、浴衣を体験してもらい日本文化を通じて交流を図りました。【場所】中央公民館 22年7月25日(日）8月1日（日） 美濃加茂国際交流協会盆踊り保存会美濃加茂国際交流協会 はじめてのタガログ語講座 【内容】フィリピンの言語 タガログ語の初級講座【場所】中央公民館 23年2月19日(土）～3月12日（土）毎土曜日 美濃加茂国際交流協会美濃加茂国際交流協会 就職や生活で活かせる日本語講座（市委託事業） 【内容】初・中・上級の３クラスに分けて指導。各７回で実施予定。【場所】中央公民館 23年3月3日(木）～3月28日（月）毎週月・木曜日 美濃加茂国際交流協会よろず支援会議 多文化共生事業 暮らしの日本語講座 多文化共生事業 暮らしの日本語講座 ６回 よろず支援会議華友会 中国語講座 【日にち】毎月第２、４木曜日【時間】19:00-20:30【場所】美濃加茂市中央公民館 年間 【会費】月額2,000円 応募者 【講師】中国出身者華友会 英会話講座 【日にち】毎週木曜日【時間】18:30-19:30 19:30-20:30【場所】可児市内 年間 【会費】月額3,200円 応募者 【講師】ネイティブ華友会 中国料理講座の開催 【内容】中国料理の講習を行いました。【場所】加茂郡富加町 公民館 22年1月24日(日） 華友会華友会 日本語講座 【内容】中国籍住民に対して、日本語講座を実施しました。【場所】山之上コミュニティーセンター（岐阜県美濃加茂市） 22年8月29日(日） 中国籍住民 華友会講座 華友会 中国語短期集中講座 【内容】中国語講座を集中して５回行いました。８名の方が参加されました。【場所】美濃加茂市 中央公民館（岐阜県美濃加茂市） 22年9月29日(水）～10月8日(金） 応募者 華友会パートナーズ 小グループ制の日本語講座 【場所】中央公民館（学習室ほか、１～２部屋）、多文化共生センターなど【回数】１学期につき１０回 ※１年を３学期に分けて考える 基本的には、毎週土曜日の19時30分～21時 協賛金 ２，０００円（テキスト、資料、交流会費 原則として１８歳以上の人 MINOKAMO日本語会話パートナーズ メンバー ※     講師は１人でなくても良し



【受講者定員】・１人のパートナーに１人受講（マンツーマン式）・１人のパートナーに５人程度まで（小グループ式）・１人のパートナーに８人程度まで（少し大きめのグループ式）【募集人員】１学期につき２０人まで などに支出します）パートナーズ NPO法人美濃加茂国際交流協会との連携講座 ※活動に余裕があった場合に実施する。 パートナーズメンバー パートナーズメンバーパートナーズ 外国人受入企業等との連携講座 ※活動に余裕があった場合に実施する。 パートナーズメンバー パートナーズメンバー相談 ブラジル友の会 美濃加茂市・坂祝町定住外国人自立支援センター 生活相談、情報提供、就労支援 ・生活相談 毎月約１００件の相談。来訪相談や電話相談以外にもメールによる相談にも対応している。・情報提供 約７００件の登録者へメールで警察からの安全メール、イベント情報などを送っている。・就労支援 ハローワークの求人情報、派遣会社の求人情報などをメールにより情報提供 年間 美濃加茂市より受託 主に岐阜県内の外国人（県外の外国人の対応も可能） センター長 金城エジウソン、対応員秋山芳郎ブラジル友の会 確定申告相談会 税金を納めすぎている外国人が多いと美濃加茂市より相談。確定申告をしていない外国人が多いということで、説明会を実施することに。 美濃加茂市定住外国人自立支援センター：１月３０日、２月１３日坂祝町定住外国人自立支援センター：２月２７日 2月 岐阜県内の外国人（坂祝町では、主に坂祝町在住の外国人）よろず支援会議 生活困難者食料支援 生活困難者食料支援 ８回 ６名 よろず支援会議よろず支援会議 多文化共生事業 複合卓球クラブ支援 多文化共生事業 複合卓球クラブ支援 ２万円寄付 よろず支援会議アジア友の会 パスポート取得相談 フィリピンのパスポート取得手続きの相談 フィリピン国籍 アジア友の会アジア友の会 募金・寄付 フィリピンに在住する子どもへの募金、薬・衣服の寄付活動 フィリピン在住の子ども アジア友の会アジア友の会 慰問活動 特殊学校、老人施設への慰問活動 老人 アジア友の会華友会 中国語による生活相談 【内容】中国籍住民に対して、中国語で生活相談を行います。毎月第２．４土曜日9:30am-14:00pm【場所】多文化交流センター（岐阜県美濃加茂市） 年間 中国籍住民 華友会華友会 中国語による生活相談＆行政書士との相談 【内容】行政書士を交えて、中国籍住民に対して、中国語で生活相談を行います。毎月第４土曜日9:30am-14:00pm【場所】多文化交流センター（岐阜県美濃加茂市） 年間 中国籍住民 華友会相談 華友会 病院での医療通訳。 【内容】中国籍住民に対して、病院での医療通訳を行います。予約制【場所】市内病院（場合によって、市外も可能。） 年間 中国籍住民 華友会華友会 日本語講座と行政書士による生活相談 【内容】中国籍住民に対して、日本語講座と生活相談を実施しました。【場所】山之上コミュニティーセンター（岐阜県美濃加茂市） 22年6月20日(日） 中国籍住民 華友会華友会 日本語講座と行政書士による生活相談 【内容】中国籍住民に対して、日本語講座と生活相談を実施しました。【場所】山之上コミュニティーセンター（岐阜県美濃加茂市） 22年7月25日(日） 中国籍住民 華友会華友会 日本語講座と行政書士による生活相談 【内容】中国籍住民に対して、日本語講座と生活相談を実施しました。【場所】山之上コミュニティーセンター（岐阜県美濃加茂市） 22年9月26日(日） 中国籍住民 華友会



華友会 日本語講座と行政書士による生活相談 【内容】中国籍住民に対して、日本語講座と生活相談を実施しました。【場所】山之上コミュニティーセンター（岐阜県美濃加茂市） 22年12月5日(日） 中国籍住民 華友会農業 アグリ交流 野菜栽培事業 地域づくり活動 ・畑作り・種植え・収穫 年間 アグリ交流グループ清掃 アジア友の会 清掃活動 公園清掃活動を計画したい。 アジア友の会研修会 古井地区多文化共生推進座談会 セミナー参加 メンバーの更なる多文化共生活動を向上させるため 【内容】多文化共生マネージャー全国協議会など開催されるセミナー参加 随時 古井地区多文化共生推進座談会華友会 「外国人コミュニティフェア2010」参加（名古屋市） 【内容】NPO法人多文化共生リソースセンター東海が主催したイベントで、美濃加茂華友会の活動を紹介しました。【場所】名古屋市中村区 ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 22年2月21日(日） 華友会華友会 多文化共生地域活動リーダー育成事業研修に参加 【内容】多文化共生地域のリーダーを育成する研修に華友会から３名が参加しました。【場所】美濃加茂市内の各所 22年3月20日(土） 華友会華友会 「多文化共生リソースセンター東海」主催勉強会へ参加 【内容】多文化共生リソースセンター東海が主催した勉強会に参加しました。 22年4月24日(土） 華友会華友会 「多文化共生リソースセンター東海」主催勉強会へ参加 【内容】多文化共生リソースセンター東海が主催した勉強会に参加しました。【場所】多文化交流センター（岐阜県美濃加茂市） 22年8月7日(土） 華友会研修会 華友会 JIAM主催の研修において講義 【内容】財団法人 全国市町村研修財団(JIAM)主催の「平成22年度第1回多文化共生の地域づくりコース」において、第３日目に「生活相談」分野に関して講義をさせて頂きました。【場所】JIAM研修所（滋賀県大津市） 22年8月25日(水） 華友会パートナーズ 研修会等への参加について ・近隣の国際交流活動支援団体が主催するボランティア研修会等に積極的に参加 パートナーズメンバー パートナーズメンバー交流会 美濃加茂国際交流協会 第１回地球人サロン 文化交流 【内容】外国の方たちと日本・ブラジル・ペルー・中国の料理を作りました。古井地区の座談会の皆様の参加もあり、楽しく交流を行いました 【場所】中央公民館調理室 22年7月4日(日） 美濃加茂国際交流協会美濃加茂国際交流協会 第２回地球人サロン 文化交流 【内容】ダボ市から美濃加茂市を訪れている派遣学生の皆さんと一緒に料理をし、料理を食べながら交流を行いました【場所】中央公民館調理室 22年10月3日(日） 美濃加茂国際交流協会美濃加茂国際交流協会 イタリア人留学生受入 【内容】中日本自動車短大からの依頼で、イタリア人留学生・引率の４名をホームステイ受入。 22年10月19日(火）－21日（木） イタリア人留学生 美濃加茂国際交流協会美濃加茂国際交流協会 第３回地球人サロン 文化交流 【内容】外国の方たちと料理を作りながら交流会を行う。【場所】中央公民館 23年3月6日(日） 美濃加茂国際交流協会美濃加茂国際交流協会 親子で楽しむフットサル多文化交流大会 文化交流 【内容】美濃加茂ライオンズクラブ・美濃加茂サッカー協会との共催で、サッカー少年団協力により実施。【場所】牧野グランド 23年3月20日(日） 美濃加茂国際交流協会・美濃加茂ライオンズクラブ・美濃加茂サッカー協会古井地区多文化共生推進座談会 活動計画作成に多文化共生推進を盛り込む 座談会参加の各団体内での多文化共生活動を進めてもらうため 【内容】各団体の中の活動計画作成時に多文化共生推進を盛り込む 随時 古井地区多文化共生推進座談会古井地区多文化共生 外国人の各種団体活動への参加 各種団体の活動に外国人の参加を推進するため 【内容】古井体育振興会の運動会・川合自警団の防災訓練・古井体育振興会の「あるけ・あるけ大会」・消防団の古井防災訓練などへ随時 古井地区多文化共生推進座談会



推進座談会 の参加推進よろず支援会議 坂祝町民交流事業 各種団体との交流 坂祝町民交流事業 各種団体との交流 ６０名 よろず支援会議よろず支援会議 ゆめすけ 作業所設立活動参画 ゆめすけ 作業所設立活動参画 会員３名 よろず支援会議よろず支援会議 坂祝社協食料支援事業参画 坂祝社協食料支援事業参画 1月 よろず支援会議よろず支援会議 梅栽培と販売事業 梅栽培と販売事業 1月から よろず支援会議華友会 美濃加茂華友会2010新年会 【内容】料理を持ち寄って新年会を開催しました。 22年1月17日(日） 華友会 華友会華友会 美濃加茂華友会総会 【内容】役員から会員に対して、年度末報告、新年度の活動予定等が報告されました。【場所】山之上コミュニティーセンター（岐阜県美濃加茂市） 22年3月14日(日） 華友会 華友会交流会 華友会 花見 【内容】前平公園（美濃加茂市）で花見をしました。 22年4月11日(日） 華友会 華友会華友会 旅行（大阪, ユニバーサル・スタジオ・ジャパン） 【内容】大阪のUSJへ旅行に行きました。参加者は１２名でした。 22年7月3日(土）4日(日） 華友会 華友会華友会 ブラジル料理、中国料理試食会 【内容】定住ブラジル国籍の方々とともにブラジル料理と中国料理を作って食べました。【場所】山之上コミュニティーセンター（岐阜県美濃加茂市） 22年8月1日(日） 華友会、ブラジル友の会 華友会パートナーズ 外国人支援情報交換会（定例会） より多くの外国人支援を図るために会の活動を一層スムーズかつ充実させる調整・相談の機会とすることを目的とする。 定例会形式で、日ごろの活動の報告や問題解決などを図る機会とする。また、外国人との共生社会に関する情報交換会でもある。肩肘張らないざっくばらんな座談会。【場所】中央公民館（学習室）ほか定例的に行う。ボランティア活動について、情報を交換し合い、ノウハウを共有する。お茶を飲みながらのリラックスムードで。 先進的な団体から講師を招くこともある。先進地見学などの場合もある。 毎月１回程度 参加料無料 ※視察などの際に実費負担のときもアリ パートナーズメンバーの他に日本人や外国人（国籍不問）も パートナーズメンバー
パートナーズ ネットワーク拡大について ・みのかも定住自立圏構想共生ビジョン懇談会 人口・交流拡大ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ参加・先進的活動団体等とネットワークを拡大し、ノウハウや情報を蓄積する。・（財）岐阜県国際交流センターによる日本語ボランティアネットワークへの参加 パートナーズメンバー パートナーズメンバーアグリ交流 料理教室 地域づくり活動 ・料理教室 8月、11月 アグリ交流グループ文化祭 アグリ交流 みのかも生涯学習フェスティバル 地域づくり活動 ・みのかも生涯学習フェスティバル 9月 アグリ交流グループアグリ交流 坂祝町公民館まつり 地域づくり活動 ・坂祝町公民館まつり 2月 アグリ交流グループ古井地区多文化共生推進座談会 イベント参加 メンバーの更なる多文化共生活動を向上させるため 【内容】多文化推進の他団体の主催するイベントなどに参加 随時 古井地区多文化共生推進座談会華友会 「かも１グランプリ in Tomika」へ出展 【内容】岐阜県かも地区のイベントで餃子を販売しました。 22年5月16日(日） 華友会華友会 美濃加茂市生涯学習フェスティバルに参加 【内容】中国出身者４人と日本の方の協力を得ながら、水ギョーザを販売しました。【場所】美濃加茂市 中央公民館（岐阜県美濃加茂市） 22年10月24日(日） 華友会



華友会 多文化交流フェスティバルみのかもに参加 【内容】水ギョーザと食べるラー油を販売しました。【場所】多文化交流センター（岐阜県美濃加茂市） 22年11月7日(日） 華友会華友会 美濃加茂産業祭へ出展 【内容】焼き餃子、肉まん、ワンタンそして食べるラー油を販売しました。【場所】ブラザちゅうたい（岐阜県美濃加茂市） 22年11月13日(土）14日(日） 華友会華友会 川辺町ふれ愛まつり2010へ出展 【内容】焼き餃子、肉まん、ワンタンスープ、食べるラー油を販売しました。【場所】川辺町役場（岐阜県加茂郡川辺町） 22年11月20日(土）21日(日） 華友会文化祭 ブラジル友の会 多文化フェスティバル より多くの人に各友の会の団体の事業をPR。多文化交流センターをPR 第１回目を平成２２年１１月７日に実施。約１５００人の来場者。ただ多くがブラジル人だったという課題も。 6月 第１回は、美濃加茂市定住外国人自立支援センターが企画・運営。ブラジル友の会の全スタッフが支援。美濃加茂国際交流協会 浴衣着付けサービス 【内容】おん祭美濃加茂に参加する市民に少しでも多くの方が浴衣を着れるように着付けを行いました。【場所】まちづくりセンター 22年8月21日(日）午後 おん祭美濃加茂に参加する市民 美濃加茂国際交流協会美濃加茂国際交流協会 おん祭秋の陣 姫行列参加 文化体験 【内容】在住外国人の方達に姫行列に参加してもらい文化体験してもらう。【場所】中山道 22年10月17日(日） 在住外国人 美濃加茂国際交流協会美濃加茂国際交流協会 みのかも産業祭出店 屋内ブース：中国特産品展示即売（中日本自動車短大留学生主体）屋外ブース：フィリピンアジア友の会・ブラジル友の会・中国華友会それぞれが出店販売美濃加茂国際交流協会は、ミヤンマー料理・ブラジルお菓子・トウモロコシなど喫茶形式にて販売 22年11月13日(土）・14日（日） 美濃加茂国際交流協会美濃加茂国際交流協会 かもの公民館まつり出店 【内容】ブラジル料理の販売やインティデルペルーラテン文化センターメンバー協力によるダンスや特産品の販売を行う。【場所】加茂野小学校体育館 23年2月13日(日） 美濃加茂国際交流協会よろず支援会議 坂祝町公民館祭り参加・募金事業 坂祝町公民館祭り参加・募金事業 3月 よろず支援会議要望 古井地区多文化共生推進座談会 美濃加茂市多文化共生推進員制度の制定を要望 座談会参加の各団体内での多文化共生活動を進めてもらうため 【内容】市に対し美濃加茂市多文化共生推進員制度の制定を要望し団体の中でキーパーソンが活動しやすい様にする 23年4月 古井地区多文化共生推進座談会情報紙等 パートナーズ ボランティアの増強について ・NPO法人美濃加茂国際交流協会との連携・ブラジル友の会との連携・みのかも市民活動サポートセンターとの連携・美濃加茂市市民協働部多文化共生課との連携・PRチラシの作成・ホームページの更新・マスコミ対応・在住外国人との連携 など パートナーズメンバー パートナーズメンバー
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