
平成２９年度  事業報告書 

 

１ 事業の概要 

「国際社会に対応できるひとづくり」を基本理念として、「子ども体験交流プロ

ジェクト（重点施策）」、「グローバル教室交流プロジェクト」、「協働による交流

推進プロジェクト」の３つの施策方針のもと、姉妹都市・友好都市との市民各

層の幅広い交流を推進するとともに各種事業を実施した。 

 

（１）子ども体験交流プロジェクト 

① 海外ホームステイ体験の実施 

＜トゥーンバ市ホームステイ＆語学研修＞ 

 本市に在住、在学している中高生がトゥーンバ市民の家庭でホームステイを

通した生活を行いながら、南クイーンズランド大学での英語会話研修やオース

トラリア文化体験、学校訪問等のプログラムを通し、国際理解や交流を行った。 

実施期間 平成２９年８月６日（日）～８月２０日（日） 

事前研修 平成２９年７月１６日（日）、２３日（日）、２９日（土） 

参加者    １８名（中学生１５名 高校生３名） 

          引率ボランティア ２名 

 

② 外国語スピーチ大会の開催 

＜英語スピーチ大会＞ 

中学生の英語力及び英語学習意欲の向上を目指すため、高槻市教育委員会

との共催で英語スピーチ大会を開催した。 

     開催日 平成２９年１１月２６日（土） 

     発表者 ５６名 出席者 約１００名 

     会 場 高槻現代劇場 レセプションルーム 

   

③ 英語体験交流の実施 

＜わくわく英語DEキャンプ＞ 

小学生が外国人ボランティアと交流を深めるとともに、楽しく英語や異文化

にふれる「わくわく英語DEキャンプ」をＮＰＯ法人ノートとの共催で実施した。 

実施日 平成２９年９月２３日（土）～２４日（日） 

参加者 １９名 

外国人ボランティア ６名 
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 ④ 国際理解・協力講座の開催 

 ＜阿武山図書館「外国語と読み聞かせ」の共催＞ 

阿武山図書館で実施された読み聞かせイベントに外国人講師を派遣し、子ど

もたちが異文化に触れる機会の提供を行った。 

     実施日 平成３０年１月２０日（土） 

     参加者 約２０名 

 

⑤ 海外学生団の受け入れ 

＜アメリカ・ケント市高校交流事業＞ 

アメリカ・ケント市高校と姉妹校府立阿武野高等学校との交流について、日

本文化体験を通じ、交流の機会の提供を行った。 

     実施日 平成２９年７月１２日（水）            

ケント校来訪者 ５名 阿武野校参加者 ６名 

 

＜留学生１日ホームステイ事業の実施＞ 

関西大学在籍の留学生を対象に、高槻市内での１日ホームステイ体験事業を、

大学並びに登録ホストファミリーの協力を得て実施した。また高槻市並びに

（公社）高槻市観光協会と連携し、高槻市内での観光プログラム体験を通じた

意見交換を行った。 

 実施日 平成３０年３月２４日（土）～２５日（日） 

関西大学留学生 １１名  ホストファミリー １１家庭 

 

⑥ 農村体験の実施 

＜サマーフレンドシップ２０１７ in 益田 親子でふれあいキャンプ＞ 

実行委員会に参画し、野外活動プログラムを通じて益田市の自然・文化・歴

史等にふれあい市民交流を行う、市内在住の親子を対象としたキャンプ事業を

実施した。 

実施日 平成２９年７月１５日（土）～７月１７日（月） 

訪問団 ２１名 （子ども １１名 大人 １０名） 

 

＜若狭に泊まろう＞ 

若狭町の農村民泊を活用し、農家での宿泊・農業体験を通じて市民交流を行

う、小学生を対象とした体験事業を引率ボランティアと共に実施した。 

    実施日 平成３０年３月２５日（土）～２６日（日） 

    訪問団 ２１名（子ども１８名 ボランティア３名） 
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⑦ 文化交流の実施 

＜高槻まつりにおける匹見中学校来訪団の受入＞ 

高槻まつりに参加する益田市匹見中学校生の「こども石見神楽団」を受入れ、

まつり会場やアクトアモーレプロムナードステージでの神楽上演とともに、ま

つり夜店での益田市のＰＲ活動や特産品販売を通し交流を行った。 

 

匹見中学校来訪団 ２４名（子ども１５名 引率者９名） 

      

高槻まつり会場での神楽・和太鼓上演 

実施日 平成２９年８月５日（土） 

   来場者 約５００名 

 

アクトアモーレプロムナードステージでの神楽上演 

    実施日 平成２９年８月６日（日） 

    来場者 約１００名 

 

⑧ 姉妹都市等交流事業への助成 

青少年を姉妹都市・友好都市に派遣し、教育、文化、スポーツ等の交流を通

して青少年の育成を図る団体が行う事業に対して、参加する青少年の人数に応

じて、助成金を交付した。 

 

交付件数 海外 ２件 （トゥーンバ市 １件 マニラ市 １件） 

     国内 １件 （若狭町 １件） 

助成対象人数 ５２名（参加者７９名）    

交付金額 ３６０，０００円 

 

（２）グローバル教室交流プロジェクト 

① 外国語会話教室の開催 

＜てぃあの外国語会話教室＞ 

市民が外国語の習得を通し外国への関心や国際理解を深め、自らの交流活動

に役立ててもらえるよう実施した。 

 

[英会話教室] 

  １７クラス ３６回開講  受講者数 ２２２名 

実施期間 前期 平成２９年４月１０日（月）～１０月１３日（金） 
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後期 平成２９年１０月１０日（火）～平成３０年３月１９日（月） 

 

［英語会話教室 夏期講座］ 

  ３クラス ８回開講 受講者数 ４３名                

   実施期間 平成２９年８月２２日（火）～８月３０日（水） 

    

［中国語会話教室］ 

６クラス ３６回開講  受講者数 ３５名 

実施期間 前期 平成２９年４月１３日（木）～１０月５日（木） 

後期 平成２９年１０月１２日（木）～平成２９年３月９日（金） 

 

② 海外文化体験教室の開催 

海外の文化紹介や体験講座を通じて、市民に外国語や異文化に触れる機会を

提供する講座を開催した。 

  

＜太極拳教室＞ 

中国文化の体験講座として、太極拳教室を実施した。 

  １クラス ３６回開講  受講者数１２名 

実施期間 前期 平成２９年４月１３日（木）～９月２８日（木） 

後期 平成２９年１０月１２日（木）～平成３０年３月８日（土） 

 

＜映画上映会＞ 

英語及び中国語の字幕版の映画を上映し外国語や異文化に触れる機会の提供

を行った。 

  参加者数 前期 １２４名 後期 １１０名 

    実施日  前期：平成２９年６月２７日（火）２９日（木）３０日（金） 

         後期：平成２９年１２月５日（火） 

            平成３０年３月８日（木）１３日（火）２０日（火） 

   

＜書道教室＞ 

高槻市在住の外国人が日本文化に触れる機会並びに日本人市民との交流の機

会の提供を目的として、書道教室を開催した。 

 ・「書道をやってみよう」 

実施日  平成２９年６月１８日（日）  

参加者  １４名 
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＜料理教室＞ 

海外文化に触れる機会の提供を目的として、市内在住の外国人市民を講師と

して、タイとインドネシア料理の教室を開催した。 

・「タイのお菓子（和菓子）をつくりましょう」 

実施日 平成２９年１０月１５日（日） 参加者 １９名 

    ・「フィリピンのお菓子作り！」  

実施日 平成２９年１２月１０日（日） 参加者  ９名 

 

③ イベント交流の実施 

地域に根差した国際交流、異文化交流に関する相互理解を促進するため、在

住外国人も含め、広く市民が参加できるイベントを開催、もしくは共催し、交

流する場の提供を高槻市及び姉妹都市・友好都市等で行った。 

 

＜常州市外事弁公室国際交流センター訪問団の受入＞ 

    陳影 常州市国際交流センター総経理を団長とする訪問団の来訪に伴い、高

  槻市と協力して、意見交換並びに市民との交流の場の提供を行った。 

実施日 平成２９年５月２３日（火） 

訪問団 ３名 

 

＜国際交流写真展の開催＞ 

高槻市の作家と国内外の姉妹・友好都市作家の作品を展示する写真展を高槻

光影社との共催により開催した。 

実施日 平成２９年６月７日（水）～１２日（月） 

来場者 １，３０３名 

 

＜常州市医療衛生代表団の受入＞ 

秦錫虎 常州市第二人民病院院長を団長とする常州市医療衛生代表団の来訪

に伴い、高槻市と協力して、市内各所における意見交換並びに市民との交流の

場の提供を行った。 

実施日 平成２９年８月２８日（月） 

代表団 ６名 

 

＜友好都市提携３０周年記念事業の実施＞ 

友好都市常州市との友好都市提携３０周年を記念し、高槻市及び常州市の両

市長参加の植樹式等の記念式典を常州市人民政府と協力して、常州市において
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開催した。 

  【提携記念３０周年記念植樹式】 

実施日 平成２９年１０月１１日（水） 

 

＜益田市都市交流高槻大会（グラウンド・ゴルフ）＞ 

益田市都市交流高槻大会（グラウンド・ゴルフ）に参加する益田市民の受け

入れを支援し、グラウンド・ゴルフの競技を通して、市民間の交流を深めた。 

実施日 平成２９年１０月２５日（水） 

会 場 高槻市総合スポーツセンター青少年運動広場 

 

＜高槻市農林業祭を通しての交流＞ 

高槻市農林業祭に益田市及び若狭町が参加し、姉妹都市の特産品販売や姉妹

都市のＰＲ活動を通し交流を行った。 

実施日 平成２９年１１月１２日（日）        

   

＜常州市教育文化交流団の受入＞ 

  司馬双龍 常州市人民政府外事弁公室副主任を団長とする常州市教育文化交

流団の来訪に伴い、高槻市と協力して、市内各所における意見交換並びに市民

との交流の場の提供を行った。 

実施日 平成３０年２月１０日（土）～１２日（月） 

代表団 ５名 

 

 ＜たかつき和太鼓フェスティバルを通じた交流＞ 

（公財）高槻市文化振興事業団と共催し、「第１４回たかつき和太鼓フェス

ティバル」を開催した。また、フェスティバル内で実施された「トゥーンバへ

和太鼓を贈る会」による和太鼓贈呈式に出席するために来訪した「トゥーンバ

和太鼓交流団」を受け入れ、市民との交流の機会を提供した。加えて、トゥー

ンバ地域自治体と協力し、トゥーンバ市において「和太鼓受領式」を開催した。 

 【トゥーンバ和太鼓交流団の受入】 

   実施日 平成３０年３月２日（金）～３月５日（月） 

   訪問団 ６名 

【たかつき和太鼓フェスティバル】 

   実施日 平成３０年３月４日（日） 

   来場者 １，３２２名 

   会場  高槻現代劇場 大ホール 
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【和太鼓受領式】 

   実施日 平成３０年３月７日（水） 

   来場者 約１００名 

   会場  トゥーンバ エンパイア教会劇場 

 

④ 日本語教室の開催 

日本語習得の支援として日常生活で必要とする初歩的な日本語の会話教室を

実施した。 

＜日本語教室＞ 

   ４クラス 合計 １７４回開催  受講者４２名 

実施期間 前期 平成２９年４月１１日（火）～７月２７日（木） 

        後期 平成２９年９月５日（火）～平成３０年３月７日（水） 

   

（３）協働による交流推進プロジェクト 

① 日本語教室連絡会の開催 

高槻市内の日本語教室を運営する市民団体と情報の共有及び意見交換を適宜

行った。 

 

② 外国語・やさしい日本語による情報提供 

在住外国人の生活支援として「たかつき生活ガイド」を窓口に常備し、相談

や情報提供を適宜行った。また、在住外国人に対する公的文書の翻訳支援や市

の行政窓口への同行支援を随時行った。 

 

＜「外国人のための一日相談会」の実施＞ 

在住外国人並びに、在住外国人の方から相談を受けたことがある市民を対象

に、弁護士・社労士・行政書士等の専門家による多言語対応の相談会を、（公

財）大阪府国際交流財団との共催で実施した。 

実施日  平成３０年２月２５日（日） 

    相談者  １０名  

 相談件数 １３件 

 

③ 状況・ニーズ調査の実施 

市民団体等と調査項目などについて、検討を行った。 
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④ ボランティアの募集・育成 

ホストファミリーのボランティア登録を行い、交流事業の協力を得た。 

     登録ホストファミリー  ５１家庭 

   

⑤ スーパーグローバルハイスクール運営指導委員会への参画 

  高槻市内のＳＧＨ指定校の運営指導委員会に参画し、指導・助言を行った。 

     第１回 運営指導委員会 平成２９年 ８月２６日（土） 

     第２回 運営指導委員会 平成３０年 ２月２４日（土） 

 

（４）その他 

① 賛助会員の募集 

協会の育成と都市間交流の推進を図るため協会賛助会員の募集を行い、賛助

会員に都市交流ニュースの送付や交流事業の案内を行った。 

個人会員  ２６６人（２６６口） 会費 １口  ２，０００円 

団体会員  １４団体 （１４口） 会費 １口  ５，０００円 

法人会員    ３法人 （ ３口） 会費 １口 ２０，０００円 

 

② 後援名義の貸出等 

民間団体等の行う国際事業や交流事業への援助として、協会後援名義の貸出

や円滑な事業の推進に協力した。 

後援決定件数 ７件 
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２　理事会開催状況

開催日時 　内　　　　　　　　　　容

平成２９年 　承認第１号　平成２８年度公益財団法人高槻市都市交流協会事業報告
５月１１日               及び決算の承認について

（　第 １ 回　）

　議案第１号　平成２９年度第１回評議員会の招集について

 （全案件につき同日原案可決・承認）

平成２９年 　報告第１号　代表理事の職務執行状況の報告について
１１月１４日
（　第 ２ 回　）

 （案件につき同日原案承認）

平成３０年 　議案第１号　平成３０年度　公益財団法人高槻市都市交流協会事業計画
２月７日 　　　　　　　について

（　第 ３ 回　）

　議案第２号　平成３０年度　公益財団法人高槻市都市交流協会予算
　　　　　　　について

　議案第３号　平成２９年度第２回評議員会の招集について

 （全案件につき同日原案可決）

平成３０年 　報告第１号　代表理事の職務執行状況の報告について
３月２０日

（　第 ４ 回　） 　議案第１号　公益財団法人高槻市都市交流協会非常勤就業規則の
　　　　　　　一部改正について

 （全案件につき同日原案可決・承認）

３　評議員会開催状況

開催日時 内　　　　　　　　　　容

平成２９年 　報告第１号　平成２８年度公益財団法人高槻市都市交流協会事業報告に
５月３１日 　　　　　　　ついて

（　第 １ 回　）

　承認第１号　平成２８年度公益財団法人高槻市都市交流協会決算の承認
　　　　　　　について

　議案第１号　評議員の選任について

　議案第２号　理事の選任について

　議案第３号　任期満了に伴う監事の選任について

 （全案件につき同日原案可決・承認）

平成３０年 　承認第１号　平成３０年度公益財団法人高槻市都市交流協会事業計画
２月２２日 　　　　　　　及び予算等承認について

（　第 ２ 回　）

 （案件につき同日原案承認）
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