
市町村名 事業名称 実施主体 平成28年度の内容（時期・場所等）

A
ちば市国際ふれあいフェス
ティバル

ちば市国際ふれあいフェ
スティバル運営協議会

平成29年2月12日　Qiball
市内を主な活動拠点とする国際交流団体が連携してフェスティバル
を開催し、外国人市民と市民とが一緒に交流できる場を提供すると
ともに団体同士のネットワークづくりを図る。

B 協会情報誌発行
（公財）千葉市国際交流協
会

年3回発行、協会ホームページ

C 協会広報
（公財）千葉市国際交流協
会

千葉市や他団体イベントに参加し、協会の活動を紹介するほか、ボ
ランティア及び賛助会員の獲得を図る。
（主なイベント）
　中央区ふるさとまつり
　市民活動フェスタ2016
　生涯学習ボランティアフェア2016

A 会報発行、ホームページ 市川市国際交流協会
会報年３回発行、ホームページ（日本語、英語）を毎週更新し内容の
充実を図っている。

B いちかわ市民まつり
市川市民まつり実行委員
会

2016年11月3日
大洲防災公園において、市川市国際交流協会の学生会の活動を含
む国際交流事業の紹介を実施。

3 船橋市 A 会報発行 船橋市国際交流協会 年３回発行

4 館山市 A 会報発行 館山国際交流協会 年１回協会会報，語学委員会による月例会報

A ニューイヤーパーティ2017 木更津市国際交流協会
2017年1月21日（土）木更津市立中央公民館

B 会報発行 木更津市国際交流協会 年１回程度

6 松戸市 A 松戸市国際文化祭
松戸市、(公財）松戸市国
際交流協会共催

2016年10月29日(土)
松戸市民会館

A 国際交流フェスタ2016 野田市国際交流協会

2016年10月30日（日）、野田市市民会館を会場として異文化交流を
図る（外国人による日本語スピーチ、和太鼓演奏や民族舞踊等のア
トラクション、外国語サロン、各国の料理コーナー、点茶体験等を実
施）。

B
国際交流協会広報誌の発
行

野田市国際交流協会
機関誌　年3回（4月、9月、3月）、会報　年4回（8月、10月、12月、2
月）

A 広報誌発行、ホームページ 茂原市国際交流協会 年１回発行、ホームページを随時更新し内容の充実を推進。

B 茂原市国際交流パーティー 茂原市国際交流協会
平成28年11月19日（土）

A ラテンフィエスタ 成田市国際交流協会
2016年7月31日（日）成田市中央公民館
（南米出身の在住外国人と市民が交流）

B 新春を祝う会 成田市国際交流協会
2017年2月5日（日）予定成田市中央公民館
（アジア圏出身の外国人と市民が新年を祝い交流）

C
成田市国際市民フェスティ
バル

同実行委員会
（成田市国際交流協会 後
援）

2016年10月2日（日） 成田国際文化会館
（在住外国人と市民の交流）

D 国際こども絵画交流展
国際こども絵画交流展実
行委員会

2016年11月19日（土）～11月30日（水）成田市文化芸術センター成
田スカイタウンギャラリー（成田市内の小中学生および海外の子ども
たちの絵を展示し、国際理解を深める）

E NEWS LETTERの発行 成田市国際交流協会
（次期）月1回発行
（対象）会員向け
（内容）行事カレンダー、イベント案内・報告等

国際交流・協力推進に係る啓発・広報事業　　平成２８年１０月調査　　　（別紙　５）
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市町村名 事業名称 実施主体 平成28年度の内容（時期・場所等）

国際交流・協力推進に係る啓発・広報事業　　平成２８年１０月調査　　　（別紙　５）

10 東金市 A 東金国際交流パーティー 東金国際交流協会
地域の国際交流に貢献するため、在住外国人等を招き、交流パー
ティーを11月23日㈬㈷に実施。

A 国際フェスタCHIBAに参加
(公財)ちば国際コンベン
ションビューロー

2016年5月29日（日）神田外語大学
習志野市国際交流協会広報青年部会に所属する大学生主体の組
織NI-YOUTHがPRﾌﾞｰｽを出店し、展示等を通して日頃の活動状況
を紹介。

B
国際交流協会ニュースの
発行

習志野市国際交流協会 年4回（4月、7月、10月、1月）

C ふれあい祭 習志野市国際交流協会 2017年2月実施予定

12 柏市 A
かしわ de 国際交流フェス
タ

柏市国際交流協会

2016年9月25日　柏駅前通り商店街（ハウディモール）、ファミリー広
場、パレット柏の３ヶ所で異なる文化等の理解を深めてもらうため，
在住外国人等との交流イベントを実施。主催者推定で参加者15,000
人

A 国際交流パーティ 市原市国際交流協会 2016年7月30日（土）五井グランドホテル

B
国際交流協会ニュースの
発行

市原市国際交流協会 年3回（7月、11月、3月）

A フェスタ２０１６ 流山市国際交流協会 2016年11月12日（土）　BE IN LOVE WITH ASIA

B
国際交流協会ニュースの
発行

流山市国際交流協会 年3回（7月、11月、3月）程度

A
第11回八千代インターナ
ショナルデー

八千代市国際交流協会
2016年10月29日 Fululuガーデン八千代
市内に在住する外国人に楽しく交流する場を提供し、外国人を含め
た地域のネットワークづくりを行う。

B
ハロウィンフェスタ2016

八千代市国際交流協会

2016年10月22日　総合生涯学習プラザ
日本人の親子を対象に開催。
英語圏のイベントを体験することで、子供たちが英語を楽しく身につ
け、国際的な視野を広げることを目的とする。ダンスやゲームのほ
かＡＬＴ（外国語指導助手）による英語教育を実施。

C
第13回親善大使的国際平
和展

八千代市・歴代八千代こ
ども親善大使の会「ダイ
ラックアン」

2017年2月26日予定　八千代市市民ギャラリー（予定）
八千代こども親善大使がパネル展示などを通して、友好都市バンコ
ク都との28年間の交流や、タイ王国の文化について紹介します。

A 会報発行 我孫子市国際交流協会

〔時期〕年２回
〔対象〕会員・近隣協会向け
〔内容〕年間事業計画・総会・スピーチ大会、AIRAまつりなどの大き
なイベントの記事、会員の海外活動や体験の寄稿。

B 会員誌発行 我孫子市国際交流協会

〔時期〕毎月初旬
〔対象〕会員向け
〔内容〕行事カレンダー、イベント案内、ニュースレター（行政情報を
英訳）等

C 外国語講座 我孫子市国際交流協会

英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語の会話教室を２６教
室開催。講座期間は１年間で各教室３２～３４回の講座を実施。
昨年度に引き続き、ドイツ語講座の開設に向け、サロン形式で開催
している。

D ガイドブックの発行 我孫子市

〔時期〕平成２７年１０月
〔対象〕外国人観光客向け
〔内容〕我孫子のガイドブック「ABI ROAD」の英語版と中国語版を作
成し、千葉県観光情報館チーバくんプラザに配置
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市町村名 事業名称 実施主体 平成28年度の内容（時期・場所等）

国際交流・協力推進に係る啓発・広報事業　　平成２８年１０月調査　　　（別紙　５）

A プラザ通信発行 鎌ケ谷市 年２回発行、全戸に自治会回覧を行う。

B 第１回プラザカフェ 鎌ケ谷市

開催日：７月２３日（土）
開催場所：鎌ケ谷市多文化共生推進センター
内容：「姉妹都市二ュージーランド・ワカタネと交流！」
※年度内に２回開催予定

C KIFA Plaza発行 鎌ケ谷市国際交流協会 年３回発行

D 第１回英会話サロン 鎌ケ谷市国際交流協会
開催日：７月１０日（日）
開催場所：図書館

E 多国籍パパママサロン 鎌ケ谷市国際交流協会
開催日：４月１１日（月）・５月１６日（月）・７月４日（月）
開催場所：鎌ケ谷市中央公民館

F 交流カフェ 鎌ケ谷市国際交流協会
開催日：４月１７日（日）
開催場所：ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

A
KIESニューイヤーパー
ティー

君津市国際交流協会 2017年1月14日（土）　君津市生涯学習交流センター

B 会報発行 君津市国際交流協会 年1回発行、自治会回覧を行う。

A 富津市民文化祭 富津市国際交流協会 2016.11.3（木）～11.6（日）富津公民館

B 富津市消費生活展 富津市国際交流協会 2016.11.12（土）富津公民館

C
ふれあいTOWNニューイ
ヤーフェスタ

富津市国際交流協会 2017.1.22（日）予定　佐貫コミュニティセンター

D 会報発行 富津市国際交流協会 2016年9月会報発行、2017年3月会報発行予定

E
世界の料理をつくる会
～ブラジル編～

富津市国際交流協会
2016.10.29（土）　ブラジル料理の調理実習を通し、異文化への理解
を深める。

20 浦安市 A
浦安市国際交流・協力フェ
スティバル2016

浦安市国際交流・協力フェ
スティバル実行委員会
浦安市

日時：2016年5月8日（日）　場所：新浦安駅前広場
午前10時～午後４時まで姉妹都市関係団体や国際交流推進団体等
の団体による出展、展示を行った。

A
リバモア市産ワイン販売協
力

四街道市国際交流協会
11月の産業まつりにおいて、姉妹都市であるリバモア市産ワインを
紹介し、販売協力を行う

B 模擬店 四街道市国際交流協会
8月のふるさとまつりにおいて模擬店を出店し、国際交流に対する広
報活動を実施

C 会報発行 四街道市国際交流協会 2016年7月に発行

A ティータイムコンサート 袖ケ浦市国際交流協会 2016年5月21日　袖ケ浦市民会館

B クリスマスパーティー 袖ケ浦市国際交流協会 2016年12月10日　袖ケ浦市民会館

C 会報発行 袖ケ浦市国際交流協会 袖ケ浦市国際交流協会　年２回発行

23 印西市 A 会報発行 印西市国際交流協会 年１回発行

24 白井市 A 　会報発行 白井国際交流協会 年4回発行

A
ワールド・フード・コミュニ
ケーション

富里国際交流協会
2016年12月17日
北部コミュニティセンター

B 広報誌発行 富里国際交流協会 年1回

A 春節大会 南房総国際交流協会 2016年2月開催予定　千倉漁村センター

B 発表会・交流会 南房総国際交流協会
６月２１日（日）スコットランド出身の講師 をお招きし「スコットランドの
民族衣装」をテーマにサロンを開催。
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市町村名 事業名称 実施主体 平成28年度の内容（時期・場所等）

国際交流・協力推進に係る啓発・広報事業　　平成２８年１０月調査　　　（別紙　５）

A 国際交流バスツアー 匝瑳市国際交流協会 2016年6月19日　佐原方面

B
国際交流バーベキュー
パーティー

匝瑳市国際交流協会 2016年8月20日　吉崎浜野外活動施設

C
よかっぺ祭りバザー＆世界
の料理

匝瑳市国際交流協会 2016年10月16日　本町通り商店街

D 国際交流世界の料理教室 匝瑳市国際交流協会 2016年11月27日　市民ふれあいセンター

E 国際交流新春パーティー 匝瑳市国際交流協会 2017年1月22日　市民ふれあいセンター

F 国際交流ニュースの発行 匝瑳市国際交流協会 2017年3月

A KIFA国際交流パーティー 香取市国際交流協会 毎年３月に実施

B 会報発行 香取市国際交流協会 年1回程度

29 いすみ市 A 会報発行 いすみ市国際交流協会 年１回発行

30 大網白里市 A 会報発行 大網白里市国際交流協会 広報誌（つばさ）の発行、ＨＰの開設

31 御宿町 A
フィエスタ・メヒカーナ in お
台場に参加　PRﾌﾞｰｽを出
店

フィエスタメヒカーナ実行
委員会

東京／お台場で行われるメキシコ祭り
開催／平成28年9月17日～19日
日本とメキシコの交流のきっかけとなった史実発祥の町として、史実
などのPRを行う。
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