
国際文化交流団体リスト
平成28年9月現在（地方自治体からの提供）

自治体名 団体名 連絡先（住所・電話番号）　URL 活動概要 対象国・地域

鳥取県 鳥取県文化団体連合会

〒680-0846
鳥取県鳥取市扇町21
県民ふれあい会館3階社会教育団体交
流室
TEL:0857-21-2302

県内文化団体の連絡調整を図るとともに、地域
文化振興のための各種事業の企画、実施等を
行う。

鳥取県
公益財団法人
鳥取県国際交流財団

〒680-0947
鳥取県鳥取市湖山町西4-110-5
鳥取空港国際会館1階
TEL:0857-31-5951

国際交流イベントの実施、民間国際交流団体と
の連携、コミュニティボランティア通訳の養成、派
遣等。

島根県
公益財団法人
しまね国際センター

〒690-0011
島根県松江市東津田町369番地1
TEL:0852-31-5056
http://www.sic-info.org/

・国際交流、協力事業
・多文化共生事業
・情報収集提供事業

山口県 あい・ネパールの会
〒750-0009
山口県下関市上田中町1-9-27
TEL:083-222-9153

ネパール（ポカラ）のラダさん達の草の根活動を
長年にわたり支援している。

ネパール、ミャンマー、
フィリピン、パプアニュー
ギニア、タイ

山口県
外国語ボランティアサークル
「海峡倶楽部」

〒751-0853
山口県下関市川中豊町3-3-25
http://www.freeml.com/straitclub

外国語ボランティア活動を通じて、下関市及びそ
の周辺地域の国際交流を図る。

山口県
下関地区外国人に日本語を教え
る会

〒751-0866
山口県下関市綾羅木町406
TEL:083-254-1669

外国人に日本語を教えることを通して国際交流
を行う。

山口県 下関ちんぐ会
〒751-0833
山口県下関市武久町2-6-3
TEL:0832-52-7761

日本人、韓国人、朝鮮人が仲良くして、同じ下関
人として友情を保つ。

山口県 下関ヒューマンクラブ
〒750-0065
山口県下関市伊崎町1-1-9-4A
TEL:0832-22-1515

市内6大学留学生との意見交換会等。 韓国

山口県 日中経済交流協会
〒750-0014
山口県下関市岬之町18-12
TEL: 0832-32-4301

・企業の中国進出支援
・経済貿易サミット開催など

中国山東省、遼寧省な
ど

山口県 山口県日韓親善協会連合会

〒750-0087
山口県下関市彦島福浦町2丁目23番11
号2F
TEL:083-267-8884

釜山広域市韓日親善協会との親善交流 韓国

山口県 下関広域日韓親善協会

〒750-0087
山口県下関市彦島福浦町2-23-11
TEL: 0832-67-7370
http://blogs.yahoo.co.jp/yksgf187

・韓国語講座開催
・韓国語でのカラオケ大会、韓国料理教室の開
催

韓国

山口県 下関市日韓親善協会
〒750-0009
山口県下関市上田中町5-6-24
TEL:083-231-1612

民間活力により日韓両国の共通理解工場のた
め、ハングルこうざを楚として、両国の歴史・文
化にふれあい友好を深める

韓国、(社)慶尚南道韓
日親善協会青年委員会

山口県 下関市日中友好協会

〒750-0067
山口県下関市大和町1-4-8
TEL:083-267-3910
http://s-jcfa.com/

日中両国人民の相互理解と友好を深め、世界
の進歩と平和に貢献することを目的とする。

青島市外事弁公室、駐
福岡中国総領事
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山口県 しものせき国際交流ねっと

〒750-0009
山口県下関市上田中町2-8-7
TEL:090-2000-6521(石井）

出会いの場の創出と情報提供を行うことにより、
地球的視野を持つ市民を育成し、下関市の一層
の国際化を図る。

山口県 宇部市日韓親善協会

〒755-0204
山口県宇部市大字妻崎開作589-5
TEL:0836-41-8418
http://ube-nikkan.jp/

・親善交流
・韓国語講座など

韓国

山口県
宇部市・ニューカッスル市姉妹都
市友好協会

〒755-8601
山口県宇部市常盤町1-7-1　宇部市役
所内
TEL: 0836-34-8137
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shise
i/keikaku/
kokusai/shimai/shimaitoshi.html

・姉妹都市との交流
・青少年研修派遣
・日本語スピーチコンテスト優秀者受入れ

オーストラリア

山口県 宇部市日中友好協会
山口県宇部市寿町2-5-27
TEL:0836-21-4321

日本中国両国民の相互理解と友好を深め、日
本と世界の平和と繁栄に貢献することを目的と
する。

中国山東省

山口県 日本語クラブ宇部
〒754-1311
山口県宇部市
TEL:0836-33-0822 小寺紀美代

地域外国人の日本語学習援助を通して国際交
流を図る

山口県 ペラペラ会
〒759-0204
山口県宇部市厚南区西割の5
TEL:0836-44-1213

外国人との交流を通じて、国際理解、国際親善
を図る。

山口県 山口県日本中国友好協会
〒755-0031
山口県宇部市寿町2-5-27
TEL:0836-21-4321

経済・産業・教育・文化・体育・技術・観光など、
各分野にわたる交流の促進に関すること。

中国・山東省　済南市
青島市　威海市　棗荘
市

山口県
山口大学医学部国際医療研究
会

〒755-0046
山口県宇部市南小串1-1-1
http://plaza.umin.ac.jp/̃ihygc/

タイ・マヒドン大学との短期交換留学の実施を中
心とする国際交流・国際協力活動を行うこと。

山口県 若き経営者の会

〒755-0808
山口県宇部市西本町2-16-18 　いのく
ま菓舗内
TEL:0836-31-2531
http://www.wakakei.com

宇部留学生日本語スピーチコンテスト
宇部留学生家族運動会等

山口県 グループ　こんにち輪

〒755-0151
山口県宇部市大字西岐波202-9
TEL: 090-4658-0609(永山）
http://www.c-able.ne.jp/̃noji/

・交流会、親睦会
・サッカーを通じたスポーツ交流
・日本語教室など

山口県 小野田日本語教室講師会
〒759-0207
山口県宇部市厚南区際波迫条緑ヶ丘
TEL:0836-41-6536

山陽小野田市近郊在住の外国人に日本語の指
導、生活面での助言。

山口県
留学生交流・国際交流の
taigongwang.net

〒755-0025
山口県宇部市野中4-5-16
TEL: 0836-34-5912(林）
http://taigongwang.net/jp/

「留学生が明日のアジアを築きます」を合い言葉
にスタート。インターネットを介した留学生・卒業
生との交流と支援を行う。
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山口県 秋穂国際交流サークル
〒754-1101
山口県山口市秋穂東6713
TEL:083-984-2132

外国人との交流を通し、広く海外知識を得、国際
的な相互理解を図る。

山口県 日本語クラブ周南
〒754-0021
山口県山口市小郡黄金町16-5-1403
TEL:083-925-7353

地域外国人の日本語学習援助を通して国際交
流を図る。

山口県 日本語クラブ山口

〒753-0214
山口県山口市大内御掘1869-16
TEL:083-925-2969
http://blog.livedoor.jp/nihongo_y/

地域在住の日本語学習者への日本語学習支援
と国際交流。

山口県 山口県ペルー協会

〒753-0818
山口県山口市吉敷上東1丁目5番1号
TEL:083-928-1411
http://perutomo.soreccha.jp/

ペルー共和国との経済・文化・教育等の交流に
関すること。

ぺルー共和国・南米ス
ペイン圏

山口県 山口県ブラジル親善協会

〒753-0214
山口県山口市大内御堀171
TEL:083-922-6599
http://www. Yamaguchi-
nippaku@piano.ocn.ne.jp

在伯山口県人会と有機的な連絡・在伯山口県人
会の創立記念式典(５年ごとに開催）に山口県民
が訪伯し式典に参加する。留学生・研修員の山
口県在住中の支援・国際交流を目的とした催し
物に参加する。

ブラジル

山口県 山口日英協会
〒753-0894
山口県山口市佐山２７６３－２　田中方
TEL:083-989-3297

英国との親善友好を図り、相互理解と交流を促
進する。

イギリス

山口県 山口県連合婦人会

〒753-0056
山口県山口市湯田温泉5-1-1
TEL:083-925-7345
http://www1.ocn.ne.jp/̃fujinkai/

国際交流に協力する。

山口県
山口国際交流芸術祭実行委員
会

〒753-0083
山口県山口市後河原94
TEL:083-902-7100
http://www.jdg-yamaguchi.jp/kokusai/

山口国際交流芸術祭の趣旨に賛同し、協力する
者。

ヨーロッパ各国

山口県 山口日露交流クラブ
〒753-0801
山口県山口市中尾80-6
TEL:080-5235-0685

ロシアと日本の文化交流を通して友好を深め
るための活動。

ロシア　カルーガ市

山口県 国際コーヒー交流クラブ(KCKC)

〒754-0002
山口県山口市小郡下郷258-16
TEL:083-972-1566
http://www.c-able.ne.jp/̃j-
kishi/coffee.html

コーヒーを飲みながら、楽しい雰囲気の中で心
に糧を与え、国際交流を深める

山口県 山口EU協会

〒753-8502
山口県山口市桜畠3-2-1
TEL:083-928-3413
http://www.yamaguchieu.jp/

国際交流・文化理解を目的としたイベントの実施 ヨーロッパ各国

山口県 山口市日韓親善協会
〒753-0086
山口県山口市中市町1-10
TEL: 083-925-2300

・韓国料理講習会の開催
・韓国語講座の開催
・在山口留学生交流会の開催
・韓国文化発見旅行の実施など

韓国公州市

山口県 山口ナバラの会
〒753-0811
山口県山口市幸町2-24
TEL:083-925-3796

・訪問交流
・ナバラ州やパンプローナ市の紹介
・パンプローナ市立図書館への紙芝居寄贈　な
ど

スペイン　ナバラ州
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山口県 山口日独協会

〒753-0056
山口県山口市後河原4
TEL: 083-923-4539
http://www.jdg-yamaguchi.jp/

・ドイツに関する祭り等イベント開催
・ドイツ文化に係る講演会、音楽会の開催
・ドイツ語会話教室開催など

ドイツ

山口県 国際交流ひらかわの風の会

〒753-0831
山口県山口市平井1064-2(長見）
TEL:083-924-5346
http://hirakaze.soreccha.jp/

・留学生と地域を結ぶ諸行事参加のサポート
・留学生家族の各種支援
・日本の文化体験プログラムなど

山口県 山口市日本中国友好協会
〒753-0043
山口県山口市宮島町5-13
TEL: 083-928-3800

・在山口市中国人留学生への支援、交流
・語学研修生の派遣
・中国語教室
・少年少女訪問団受入れなど

中国山東省

山口県 日本語クラブ萩
〒758-0041
山口県萩市今古萩町55-1
TEL:090-7778-5759

地域在住の日本語学習者への日本語学習支援
と国際交流。

山口県 萩地区日韓親善協会
〒758-0035
山口県萩市細工町88-2
TEL:0838-22-1348

日韓両国の国際交流及び姉妹都市蔚山広域市
との友好親善

韓国蔚山広域市

山口県 日本外交協会萩支部
〒758-0063
山口県萩市玉江浦１区(池本）
TEL:0838-25-1838

国際情勢に対応できる知識を深め、市民の立場
から草の根レベルの相互理解に努め、友好親善
の推進に協力する。

山口県
E.I.G.（EnglishInformationGroup）
英語ボランティア通訳グループ

〒747-0028
山口県防府市東松崎町3-37
TEL:0835-21-2888

英語学習をし、これを社会に役立てる事を目的
とする。

アメリカ

山口県 防府スカウト協議会
〒747-0063
山口県防府市下右田1121
TEL:0835-21-8418

米軍岩国基地内のボーイスカウトとの交流活動
等。

山口県
防府・モンロー国際交流市民の
会

〒747-0801
山口県防府市戎町1-3-6
TEL: 0835-22-2389

・防府市と共催でモンロー市高校生を受入れ
・防府市高校生モンロー市派遣事業

アメリカミシガン州モン
ロー市

山口県
社会福祉法人
防府海北園

〒747-0064
山口県防府市高井686
TEL:0835-22-2044
http://www3.ocn.ne.jp/̃kaihoku/

韓国慶尚南道内の児童擁護施設との交流 韓国慶尚南道

山口県 防府日本語文化交流会

〒747-0064
山口県防府市高井1038-1-102
TEL:090-9062-3604（藤本）

日本語学習を必要とする外国人に学ぶ機会を
提供する。地域に暮らす外国人に情報交換や交
流の機会を提供する。

山口県 岩国地区日本中国友好協会
〒740-8639
山口県岩国市今津町1-18-1
TEL:0827-21-4201

日本中国両国民の相互理解と友好を深め、日
本と世界の平和と繁栄に貢献する。

中国山東省

山口県 じゃげな会
〒740-0034
山口県岩国市南岩国町1-34-16
TEL:0827-31-7366

国際交流の原点としての草の根活動を行う。
アメリカ　エベレット市
中国　太倉市
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山口県 岩国日米協会（JAS）

〒740-0025
山口県岩国市三角町
岩国米海兵隊基地内　BOX1000
TEL: 0827-79-4744
http://jas-iwakuni.org/

・クラスとイベントを通じての地域住民との交流
・フレンドシップデイ（5月5日）
・スピーチコンテスト

アメリカ

山口県 岩国日本語教室
〒740-0021
山口県岩国市錦見5-14-37
TEL:0827-43-5764

地域在住の日本語学習者への日本語学習支援
と国際交流。

山口県 山口県岩国日韓親善協会

〒740-0018
山口県岩国市麻里布町6-8-25
(有)ふじ万内
TEL:0827-21-3926

文化交流活動(ハングル講座、スポーツ交流、民
族芸能)。

韓国

山口県 光市国際交流連絡協議会
〒743-0013
山口県光市中央6-1-1
TEL:0833-72-1400

国際交流のつどい開催。

山口県 光日韓親善協会
〒743-0021
山口県光市浅江木園1-15-13
TEL:0833-72-5659

韓国料理教室等。 韓国

山口県 山口日仏国際交流クラブ
〒749-0101
山口県柳井市神代2983-2
TEL:0820-45-2891

フランス、日本両国の文化、その他色々な事を
楽しく学び交流する。

フランス

山口県 柳井国際交流機構
〒742-0031
山口県柳井市南町1丁目7-5-303
TEL:0820-23-3090

釜山大学学生招へい事業、韓国訪問の相互交
流

韓国・釜山

山口県 柳井市日中友好協会
〒742-8714
山口県柳井市南町1-10-2
TEL:0820-23-4595

訪中団派遣による交流、中国文化の紹介 中国・山東省

山口県 柳井地区日韓親善協会
〒742-8714
山口県柳井市柳井5275 あさひ製菓内
TEL:0820-22-0757

韓国釜山大学日語・日文学科生との相互訪問
交流等

韓国・釜山等

山口県 秋芳町国際交流協会
〒754-0511
山口県美祢市秋芳町秋吉5335-1
TEL:0837-62-1903

国際交流を推進し、芸術文化活動事業を通じて
国際理解を深め、文化の香る町づくりに努める。

山口県 美祢市日中友好協会
〒759-2222
山口県美祢市伊佐町日の出町
TEL:0837-52-1230

友好都市山東省棗荘市との交流、中国語講座
の支援

中国山東省棗荘市

山口県 カナダ友好協会

〒746-0034
山口県周南市富田2-12-15
TEL:0834-63-9610
http://cjfa.net/

平和な社会を築くために友好親善を深め、異文
化の相互理解に努める。

サイモンフレザー大学日
本文化研究所

山口県 周南国際交流児童クラブ
〒746-0033
山口県周南市新堤町7-31-6
TEL:0834-64-1454

米岩国基地との児童交流会、英語研修・交流
化、子ども食文化国際交流会。
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山口県 周南市民国際交流ネットワーク
〒746-0034
山口県周南市富田新町東2941-2
TEL:0834-22-8591

国際交流を推進し、市民の異文化への認識・理
解を深めるとともに、日本文化の情報発信に努
めることにより、世界に開かれた地域社会づく
り。

山口県 周南地区日本中国友好協会
〒746-0082
山口県周南市下上1305-2
TEL:0834-62-2337

中国への交流団の派遣、山東省からの訪日団
の受入と交流、太極拳教室、保健気功法教室の
開催等。

中国・山東省

山口県 世界青年徳山友の会
〒745-0875
山口県周南市西金剛山6786-18
TEL:0834-31-0495

地元で留学生との交流と世話活動、研修生、
AETとの交流による。

山口県 周南日韓親善協会

〒745-0037
山口県周南市栄町2-15　徳山商工会
議所内
TEL: 0834-31-3000

・地域の祭り、物産展でのキムチ販売
・韓国人留学生との交流
・中学生のサッカー交流
・韓国関連映画の上映協力

韓国

山口県
NPO法人
山口県アクティブシニア協会
（AYSA）

〒745-0005
山口県周南市三田川5811-10三田川ビ
ル３階
TEL:0834-32-8409
http://www.aysa.jp/

中国山東省への技術者派遣及び指導、徳山大
学留学生への支援　等

中国・山東省

山口県 「友愛」会
〒745-0823
山口県周南市周陽町1-3-39
TEL:0834-28-0020

ロータリー、ソロプチミスト、その他外国人との
交流の茶会を開催する。

山口県
ザ・フレンドシップ・フォース・オ
ブ・山口
（F.F.山口）

〒755山口県宇部市西岐波区岡の辻
4781-3
TEL:0836-51-3123
http://www.c-
able.ne.jp/̃ksmurano/index.html

ホームステイを通じて市民レベルでの国際交流
を進めることにより、世界平和に貢献する。

世界５０数カ国のＦＦの
クラブ

山口県 山陽小野田市国際交流協会

〒755-0151
山口県山陽小野田市役所内
TEL: 0836-82-1134
http://blog.canpan.info/soiea/

・中学生英語暗唱大会
・日本語教室
・国際理解に関する講演会
・世界の料理教室など

山口県 あすの山口を創る県民会議

〒742-1503
山口県熊毛郡田布施町大字宿井1121
TEL:0820-52-3082
http://sky.geocities.jp/aytk2006/

社会教育活動の活性化、青少年の健全育成。
美郷の丘　土曜日曜学校。

韓国

山口県 山口県日台交流協会
〒742-1111
山口県熊毛郡平生町大字佐賀2番地77
TEL:0820-58-1111

在日台湾留学生との親睦交流会実施等。

山口県 山口県青年国際交流機構

〒753-0861
所在地 山口県山口市矢原997
中野様方
TEL:083-932-0939
FAX:083-932-0939

市民のための国際交流プログラムの企画・運
営、各種講座の運営。

山口県 山口日本フィンランド協会

〒755-0005
所在地 山口県宇部市五十目山町9-1
樫部正樹宅

山口県 山口日米協会

〒753-0231
所在地 山口県山口市大内氷上三丁目
4-25入江正敏宅
TEL:090-4659-4112
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徳島県
公益財団法人
阿波人形浄瑠璃振興会

〒771-0114
徳島県徳島市川内町宮島本浦216-1
TEL：088-679-4642

阿波人形浄瑠璃の技法を継承し保存すると共
に、これに付随する技術の向上を振興保護し、
あわせて伝統芸能の阿波人形浄瑠璃が阿波文
化の中心的使命を十分発揮できるよう計画され
た一切の事業を行う。また、世界各地で海外公
演を行っており、これまでにフランス・ポルトガ
ル・マカオ・ワシントン・サンフランシスコ・オース
トリア・チェコ・ブラジル等で人形浄瑠璃を上演。

徳島県 徳島少年少女合唱団
〒779-3208
徳島県名西郡石井町高原中島180
TEL：088-674-1481

1963年創立。国内では３回の東京公演をはじめ
北海道から沖縄まで全国各地８２都市で公演。
全国に先駆けて行った海外公演は創立以来３５
回目を数え、中国、韓国、オーストラリア、シンガ
ポール、ブルガリア、ハンガリー、チェコ、ドイツ、
オーストリア、フランスなど世界１６ヵ国７９都市
で公演。

徳島県 徳島日本ポルトガル協会
〒770-0937
徳島県徳島市中徳島町2-5-2
TEL:088-655-7336

亡き妻の故郷徳島を愛し、徳島で生涯を終えた
元ポルトガル神戸総領事であり、ポルトガルの
新聞に日本を紹介するとともに、日本に関する
作品を数多く残したモラエスをゆかりとして、日
本とポルトガル両国間の文化及び経済の交流を
促進し、親睦に寄与する活動を行っている。

徳島県 鳴門日独友好協会
〒772-8501
徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1150

第一次世界大戦時、現在の鳴門市にあった板
東俘虜収容所には多くのドイツ人兵士が収容さ
れたが、彼らは地域の日本人住民と友情を育
み、日本で初めてベートーベン「交響曲第9番」を
演奏するなど現在にも伝わる文化的影響を残し
たことを由来として姉妹都市を締結している鳴門
市と独リューネブルク市との友好親善に資する
活動を行っている。

徳島県
特定非営利活動法人
グリーンバレー

〒771-3310
徳島県名西郡神山町神領字中津106
TEL:088-676-1177

1991年の青い目の人形「アリス」の米国への里
帰りをきっかけに、翌年神山町国際交流協会を
設立し、1998年から開始した「国際文化村」プロ
ジェクトの一層の充実のため2004年NPO法人化
した。現在は、「神山アーティスト・イン・レジデン
ス」をはじめとする「芸術を通じたまちづくり」、ア
ドプトプログラムなどによる「環境保全を通じたま
ちづくり」の活動を行っている。

徳島県
特定非営利活動法人
徳島共生塾一歩会

〒770-0804
徳島県徳島市中吉野町1丁目53番地の
1　　　TEL:088-623-0960

2001年NPO法人化以来、様々な環境保全活動
に取り組んできており、近年は四国八十八か所
霊場の遍路道の美化活動を契機に、外国人へ
の四国遍路の紹介行事の実施なども含め、遍
路文化を守り、親しみ、次世代に伝える活動に
力を入れており、四国遍路の世界遺産登録を目
指した活動にも協力している。

香川県
特定非営利活動法人
遍路とおもてなしのネットワーク

〒761-0104
香川県高松市高松町2306-3
イーグルビル3F
TEL：087-814-5459
URL：http://www.omotenashi88.net

2006年設立。設立以前より、親子遍路ウォーキ
ングやおもてなしステーションの設置など、四国
遍路の活性化に関する取組みを進めており、世
界遺産登録推進協議会の構成んとして、四国遍
路の世界遺産登録に関しても積極的に活動して
いる。2006年よりスペインの「サンティアゴ・デ・コ
ンポステーラの巡礼路」との交流を進め、海外か
らの遍路のガイド等も行っている。

愛媛県
（公益財団法人）
愛媛県国際交流センター

〒790－0844
愛媛県松山市道後一万1番1号
TEL：089-917-5678

①国際交流・国際協力に関する情報収集・提供
事業
②国際交流・国際協力に関する普及啓発事業
③在県外国人等に対する支援事業
④地域における国際交流推進事業
⑤海外人材交流・協力事業

高知県 高知よさこい連

〒781-8102
高知県高知市高須本町12-12
TEL:088-883-0660
http://www.geocities.jp/yosakoiren435
10/

本家高知の「よさこい踊り」をＰＲすると共に青少
年の国際交流を図る

グアム

高知県 奥村多喜衛協会

〒781-0013
高知市薊野中町1-22
Tel＆Fax : 088-820-2285
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_j-10.html

●ホノルルのマキキ聖城基督教会と高知の若者
の交流・研修（キャンプ、ホームステイなど）
●高知県内各地にて浅井力也（マキキ聖城基督
教会員）の作品展実施
●高知お城まつりの雪洞をマキキ聖城基督教
会と合同で提供

ハワイ
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高知県 安芸市文化協会

〒784-8501
高知県安芸市矢ノ丸1-4-40
安芸市教育委員会　生涯学習課内
TEL:0887-35-1020
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_h-01.html

●芸術祭・文化祭・展覧会等の開催
●安芸市の芸術文化団体との協力提携
●安芸市の芸術文化の振興に資する事業
●特別自主事業として映画上映会の開催

高知県
ボランティアグループ
あかつき会

〒783-0071
高知県南国市亀岩339
TEL:088-862-3002
http://www.kochi-
kia.or.jp/organization/org_h-05.html

●異文化理解講座
●料理交流会【毎年、留学生のテントを確保し外
国料理を販売】
●まほろば祭り(南国市)への参加【自転車、こた
つ、ベッド、ふとん等の無料貸し出し】

中国、ネパール、イン
ド、タイ、インドネシア、
フィリピン　ｅｔｃ

高知県 ウェルカムジョン万の会

〒787-0305
高知県土佐清水市天神町6-18
TEL:0880-82-0210
http://mungero.net/

●ホームステイの受け入れ
●土佐清水を訪れる米国交換留学生と一般人
の交流推進
●制作事業　　　ｅｔｃ

アメリカ・フェアへブン
ニューベッドフォード等

高知県 土佐ジョン万会

〒780-0952
高知県高知市塚ノ原37
TEL:088-843-6007
http://johnmung.org

●中・高校生による弁論大会「ジョン万次郎英語
弁論大会」を開催
●高知日米協会との連携
●ジョン万サミットin沖縄の開催
●高知市へ「中濱万次郎館」を！
●ジョン万次郎の沖縄上陸地点に碑を建立
●大河ドラマ化、映画化の推進
●ホームページの公開
●ニューズレターの発行

高知県 高知県フラ協会
〒780-0985
高知県高知市南久万103-1
TEL:088-872-5824

●発表会、講習会、おさらい会、研究会等の実
施
●相互発展のために、他団体と交流会等を実施
●より良いフラや鑑賞参考資料の紹介及び会報
の発行
●地域のイベントや施設等へボランティアとして
参加
●その他、この会の目的に寄与する事業
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