
時期 事業名 場所 主催者名 内容（その他） お問い合わせ先

2007年11月～2008
年11月

機内ビデオでの友好年の紹介
成田→ジャカルタ線
機内

ＪＡＬインターナショナル
ジャカルタ到着前に放映する機内ビデオで友好
年を紹介

JAL　ジャカルタ支店
TEL   : +62-21-572-3235
FAX   : +62-21-572-3236

2007年12月～ カレンダーを活用した友好年のＰＲ インドネシア 三菱東京ＵＦＪ銀行
両国のコインをテーマにした０８年度カレンダー
（記念ロゴ入り）の無料配布

三菱東京ＵＦＪ銀行　ジャカルタ支店
TEL   : +62-21-570-7626
FAX   : +62-21-573-5724

2007年12月～ 卓上カレンダーでの公式ロゴ使用 インドネシア PT.METBELOSA 顧客へ配る卓上カレンダーでの公式ロゴ使用

メトベローサ
TEL   : +62-21-471-4991
FAX   : +62-21-4788-1714
E-mail: asot@metbelosa.co.id

2008年通年 保険学校奨学金制度 ジャカルタ 東京海上インドネシア保険株式会社

トリサクティ大学保険学校の学業成績優秀で勉
学意欲はあるが、経済的理由で進学が難しい学
生を対象に授業料および勉学に必要な経費を支
給する奨学金制度

東京海上インドネシア保険株式会社
TEL   : +62-21-572-5772
FAX   : +62-21-572-4008
Web-site: http://www.tokiomarine.co.id

2008年通年 Ｊ－ＰＯＰ紹介ラジオ番組「東京ビート」放送 インドネシア 国際交流基金 J-POP紹介ラジオ放送

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

2008年通年 丸紅インドネシア奨学金 インドネシア 丸紅株式会社 インドネシアの国立大学学生向け奨学金供与

丸紅株式会社
TEL   : +81-3-3467-0760
FAX   : +81-3-3467-7170
Web-site: http://www.marubeni.co.jp

2008年通年 中小企業紹介Website構築支援プロジェクト インドネシア 三菱商事ジャカルタ駐在事務所 インドネシアの中小企業のウェブサイト構築支援
三菱商事ジャカルタ駐在事務所
TEL   : +62-21-515-1511
FAX   : +62-21-515-1504

2008年通年
会社カレンダー、手帳への日尼国交樹立５０周
年のロゴの表示

インドネシア ティフィコ
現地日系企業の手帳、カレンダーに日尼国交樹
立５０周年のロゴを入れることによる友好年の周
知

ティフィコ
TEL   : +62-21-5312-0773
FAX   : +62-21-5312-0774

2008年通年 インドネシア東レ科学振興財団（ＩＴＳＦ） インドネシア 東レ
インドネシアの科学・技術の進歩への貢献活動
の一環として、科学技術賞、科学技術奨励金、
理科教育賞を授与

東レ株式会社
TEL   : +62-21-522-0785
TEL   : +62-21-252-6841
FAX   : +62-21-520-2041
E-mail: itsf@ina.toray.co.id
Web-site: http://www.itsf.co.id

2008年通年 災害復興支援 ブカシ デンソー
災害発生時に従業員や関係企業から義援金を
集め赤十字やＮＧＯを通じた寄付

デンソーインドネシア
TEL   : +62-21-651-2279
FAX   : +62-21-651-0566

2008年通年 障害者への研修プログラム ブカシ デンソー
８人の障害者を対象とした工場内でのジョブト
レーニング

デンソーインドネシア
TEL   : +62-21-651-2279
FAX   : +62-21-651-0566

2008年通年 奨学金

ジャカルタ、ブカシ
チマヒ、バンドゥン
西ジャワ、ソロ
中央ジャワ

デンソー
３カ月毎に、１０の高校の高校生１６０人を対象と
した奨学金の支給

デンソーインドネシア
TEL   : +62-21-651-2279
FAX   : +62-21-651-0566

2008年通年
ジャカルタリトルリーグ野球協会メインスポン
サー

ジャカルタ
香港（アジア大会）

りそなプルダニア銀行
メインスポンサーとして資金面のサポートとセミ
ナーを実施

りそなプルダニア銀行
TEL   : +62-21-570-1958
FAX   : +62-21-570-1936

2008年通年 2008年度版会社案内ロゴ表記 ジャカルタ ＰＴ　メラピ・ウタマ・ファルマ
日本企業とインドネシアのつながりを示すため
に、会社案内の中にロゴを使用

ＰＴ　メラピ・ウタマ・ファルマ
TEL   : +62-21-391-5070
FAX   : +62-21-390-4227
Web-site: http://www.merapi.net

2008年通年 ガルーダ航空機でのロゴマークの使用
東京・大阪・名古屋
→デンパサール線
機内

ガルーダ・インドネシア航空 機内にロゴマークを貼付
在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

2008年通年
ガルーダ航空植樹キャンペーン（one
passenger one tree)

ガルーダ・インドネシア航空
インドネシアにおける植林のための乗客を対象
とした募金（３００円）活動

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

2008年通年 インドネシアの希少動物の公開

東京（上野・多摩）、
仙台（7月）、札幌（7
月）、横浜、神戸、群
馬、福山（4月）、名
古屋（7・9・10月）

在京インドネシア大使館
日本動物園水族館協会

各地の動物園におけるインドネシアの希少動物
（ゾウ、トラ、オラウータン等）の公開及びインドネ
シア・フェスティバル（文化事業、展示等）の実施

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

2008年通年
東南アジアと日本の大学とのネットワークづく
りを目指して

日本 日立国際奨学財団
インドネシア（その他の東南アジア諸国も含む）
の大学から奨学生を日本の大学・研究機関に招
聘

日立国際奨学財団
電話：０３－３２５７－０８５３
FAX： ０３－３２５７－０８５４
E-Mail: scholarship@hdq.hitachi.co.jp
Web-site:http://www.Hitachi-
zaidan.org/shogaku/index.html

2008年通年 50周年記念書道教室
メダン総領事館図書
室

メダン日本人会 月に２回、当地の学生達に書道教室を開催

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   : +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

2008年通年 三井物産インドネシア奨学金 日本 三井物産株式会社
インドネシアの高校生を対象とした日本語学校と
大学学部の５年半の奨学金。

三井物産株式会社CSR推進部社会貢献推
進室
TEL  : 3285-7757
FAX  : 3285-9030
Email : Em.saito@mitsui.com
Web-site:
http//www.mitsui.co.jp/csr/contribution/

日本インドネシア友好年イベントカレンダー

平成２０年１２月末日

通年



2008年通年 日本インドネシア文化交流イベント
東京
ジョグジャカルタ

日本インドネシア文化交流プロジェク
トこころ

ジョグジャカルタにおけるスタディツアーや日本
における講演・ワークショップ等の開催を通じた
日本人とインドネシア人の文化交流

日本インドネシア文化交流プロジェクトこころ
TEL  : +81-422-30-1050
FAX  :+81-422-30-1050
Email : kokoro.indonesia.japan@gmail.com

2008年通年 バンダアチェ地区への教育機材の助成 バンダ・アチェ （財）大阪ガス国際交流財団

インド洋大津波で被災したスマトラのバンダア
チェ地区に対する教育機材（移動図書館用図
書、防災する教育）の助成。

大阪ガス国際交流財団
TEL   : 06-6205-4700
FAX   : 06-6205-5112
E-mail : shinji-hotta@osakagas.co.jp
Web-site: http://www.osakagas.co.jp/com-
shtm/

2008年通年 奨学金の助成
アチェ州、東カリマン
タン州

（財）大阪ガス国際交流財団

アチェ州と東カリマンタン州の学生に対する奨学
金の助成。

大阪ガス国際交流財団
TEL   : 06-6205-4700
FAX   : 06-6205-5112
E-mail : shinji-hotta@osakagas.co.jp
Web-site: http://www.osakagas.co.jp/com-
shtm/

2008年通年 小中学校における音楽教育支援 インドネシア ヤマハミュージック
国家教育省と提携しての普通小中学校における
音楽教育支援.

ヤマハ・ミュージック
TEL   : +62-21-520-2577
FAX   : +62-21-520-2650
Web-site: http://www.yamaha.co.id

2008年通年 日本語ラジオ　電波さーる バリ バリ日本人会有志（高野洋一） バリ日本人会主催イベント等をラジオで広報。

バリ日本人会広報担当（担当：高野洋一）
TEL   :+62-81-2384-0677
FAX   :+62-361-760-019
E-mail: operation4@paradisebalitours.com
Web-site: http://www.japanclubbali.org/

２００８年通年 奨学生の記念増員枠の設置 日本 （財）インペックス教育交流財団
友好年を記念し、インドネシア及び日本の奨学
生の増員枠を設置。

インペックス教育交流財団
TEL   : +81-3-5448-1298
FAX   : +81-3-5448-1254
Web-site: http://www.inpex-s.com/

1月11日～28日 日本の玩具、伝統と現代展 ジャカルタ 国際交流基金
伝統的なものから現代的なものまで、様々な日
本のおもちゃの展示

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site:
http://www.jpf.or.id

1月15日 ＭＭ２１００奨学金 インドネシア
ﾒｶﾞﾛﾎﾟﾘｽ ﾏﾇﾝｶﾞﾙ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ ﾃﾞｨﾍﾞ
ﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ

５つの村にある１６小学校と２中学校の生徒５００
０人への奨学金と教材の寄付

メガロポリス・マヌンガル・インダストリアル・
ディベロップメント
TEL   : +62-21-898-1001
FAX   : +62-21-898-1002

1月16日～20日 折紙、生け花、盆栽、水石の展示会 ジャカルタ ホテル日航ジャカルタ ホテルロビーでの作品展示会
Hotel Nikko Jakarta
TEL   : +62-21-230-1122

１月19日～2月10日 日本現代写真展 バンドン 国際交流基金
11名の現代写真家によって撮影された作品の展
示

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

1月20日
日本インドネシア友好年オープニング記念式
典

ジャカルタ
インドネシア側実行委員会
インドネシア外務省　　　　　　　　　　日
本大使館

式典、記念DVD上映、文化公演、レセプション等

インドネシア側実行委員会
TEL   : +62-21-801-5703
FAX   : +62-21-801-5683
E-mail: ppij@cbn.net.id
Web-site:

1月21日 インドネシア森林保護募金記念植樹2008
西ジャワ州（於：グヌ
ン・グデ・パンランゴ
国立公園）

群馬サファリパーク
インドネシアの国立公園における植林のための
募金を活用した植林活動

群馬サファリパーク
TEL   : +81-274-64-2111
FAX   : +81-274-64-2112
E-mail: info@safari.co.jp
Web-site: http://www.safari.co.jp

1月22日 津軽三味線コンサート マカッサル
国際交流基金　　　　　　　在マカッサ
ル総領事館

津軽三味線のコンサート

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

1月24日 津軽三味線コンサート ジャカルタ 国際交流基金 津軽三味線のコンサート

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

1月24日
アイシャ・ムハマディヤ病院
「日本の日」記念式典

パダン アイシャ西スマトラ地区指導部
「西スマトラ州アイシャ病院に対する救急車及び
医療機材供与計画」実施1周年の記念式典

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   : +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

1月30日～31日 現代ダンス公演 ジャカルタ 国際交流基金
身体障害者の劇団「態変」によるソロ・ダンス公
演

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

2月2日～3日 日本・インドネシア友好親善キャンプ ジャカルタ
ジャカルタ日本人学校
ＪＪＣ

両国の生徒が活動を通じて相互の理解と友情を
深めることを目的としたキャンプ。今年で３０回
目。

ジャカルタ日本人学校
TEL   : +62-21-745-4130
FAX   : +62-21-745-4140
E-mail: jakarta@jjs.or.id

2月4日 日本研究ワンデーセミナー ジャカルタ 国際交流基金 日本研究に関するセミナー

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

2月4日 インドネシア共和国小中学校絵画交流
愛知県愛知郡東郷
町

東郷町役場
同町とスラバヤの小中学生が描いて交換した絵
画の展示

東郷町役場健康交流課
TEL:0561-37-5814
FAX:0561-37-5823

1月

2月（2月開始を含む）



2月5日～6日
東部インドネシアにおける日本のＯＤＡセミ
ナー

マカッサル
日本大使館
ＪＩＣＡ
ＪＢＩＣ

インドネシア政府、スラウェシ、マルクの州、市、
県政府の関係者、援助機関の関係者を対象とし
た東部インドネシア地域開発に関するセミナー。

在インドネシア日本大使館
TEL   : +62-21-3192-4308
FAX   : +62-21-3192-5460
Web-site: http://www.id.emb-japan.go.jp

2月6日～13日 子供絵画展 ジャカルタ 国際交流基金 日本とインドネシアの児童絵画展

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

2月9日 第4回アジア男声合唱祭 ジャカルタ
ジャカルタ・メール・クワイア
アジア男声合唱連盟

アジア各国の男性合唱団を招致し、ヌサンタラ・
コンサートホールにて第4回アジア男声合唱祭を
開催。日本とインドネシアに関連する名曲を演
奏。

ジャカルタ　メールクワイア事務局
TEL   : +62-21-230-1112 Ext.22406
FAX   : +62-21-390-6355

2月9日 平成１９年度日本留学フェア スラバヤ
独立行政法人日本学生支援機構
プルサダ

高校生、大学生等の日本留学志望者への留学
相談

日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）
TEL   : +62-21-252-1912
E-mail: info@jasso.or.id
Web-site: http://www.jasso.or.id

2月10日 平成１９年度日本留学フェア ジャカルタ
独立行政法人日本学生支援機構
プルサダ

高校生、大学生等の日本留学志望者への留学
相談

日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）
TEL   : +62-21-252-1912
E-mail: info@jasso.or.id
Web-site: http://www.jasso.or.id

2月10日 歌舞伎舞踊レクチャーデモンストレーション ジャカルタ 国際交流基金
歌舞伎のレクチャー及びデモンストレーション（中
村京蔵、中村又之助）

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

2月11日
三菱東京ＵＦＪ銀行インドネシア進出50周年、
支店開設40周年パーティー

ジャカルタ 三菱東京ＵＦＪ銀行ジャカルタ支店
インドネシアと日本の国交50周年を祝賀するた
めのレセプションの開催

三菱東京ＵＦＪ銀行ジャカルタ支店
TEL   : +62-21-570-7626
FAX  : +62-21-573-5724

2月11日～
（3週間程度）

〈日本〉＋〈インドネシア〉
＝〈草の根交流〉

バンドン オージー（日本のNGO) バンドン外国語大学における日本語教育
オージー
TEL   : +81-4-2927-8877（午後2時以降）
E-mail: aussie@asa.email.ne.jp

2月12日～3月29日
NTT州サヴ島＆ロテ島
伝統イカット展

東京 インドネシア文化宮
東ヌサトゥンガラ州サヴ島とロテ島の伝統的織
物（イカット）約30点の展示

インドネシア文化宮
TEL   :03-3360-9171
FAX  :03-3360-7179
E-Mail: okawa@mxg.mesh.ne.jp
Web-site:
http://grahabudayaindonesia.at.webry.info/

2月12日～16日 日本の玩具、伝統と現代展 メダン
国際交流基金
在メダン総領事館

伝統的なものから現代的なものまで、様々な日
本のおもちゃの展示

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   : +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

2月13日 歌舞伎舞踊レクチャーデモンストレーション デンパサール
国際交流基金
在デンパサール総領事館

歌舞伎のレクチャー及びデモンストレーション

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

2月14日～16日 日本文化祭 メダン
北スマトラ大学
在メダン総領事館

学生企画文化祭、日本美容師のデモンストレー
ション、漫画翻訳家講演、日本留学セミナー、餅
つき大会等

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   :  +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

2月17日 第２１回気仙沼天旗まつりでの大凧揚げ 宮城（気仙沼）
気仙沼商工会議所
青年部

第２１回気仙沼天旗まつりにおいて本友好年の
ロゴ・マークの入った大凧を揚げる。

気仙沼商工会議所青年部 事務局
電話：０２２６－２２－４６００
FAX：０２２６－２４－３８１７
E-Mail: kicit006@k-macs.ne.jp
Web-site:http:// yyyeg.com/

2月20日
JIIA国際フォーラム：ギナンジャール・カルタサ
スミタ・インドネシア地方代表議会議長

東京 日本国際問題研究所
ギナンジャール議長による「インドネシアから見
た日イ両国関係の５０年と今後の展望－日本イ
ンドネシア友好年に際して」とのテーマの講演

日本国際問題研究所
TEL  :03-3503-7801
FAX  :03-3503-7186
E-Mail: oha@jiia.or.jp
Web-site:http://www.jiia.or.jp

2月20日 経済協力プレスツアー メダン
在メダン日本総領事館
北スマトラ記者協会

平成１９年度対インドネシア草の根・人間の安全
保障無償資金協力Ｇ／Ｃ署名式及びアル・ムナ
ワラ・イスラム寄宿学校「日本の日」視察。

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   : +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

2月23日 日本文化祭 バリ
ウダヤナ大学文学部日本語ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･
ｺｰｽ

日本語弁論大会、折り紙大会

ウダヤナ大学文学部日本語ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ｺｰｽ
TEL : +62-361-249458
FAX : +62-361-249458
e-mail : erika_mailjp@yahoo.co.jp

2月24日 プルサダとの懇談会 スラバヤ
プルサダ
在スラバヤ総領事館
東ジャワ日本人クラブ

元日本留学生とインドネシア在留邦人との交流
を実施

在スラバヤ日本総領事館
TEL   : +62-31-503-0008
FAX   :  +62-31-503-0037
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

2月29日 京都府・ジャワ島地震復興支援セミナー 京都 京都府
ジョグジャカルタのジャワ島中部地震で被災した
文化財、町並みの修復、復興支援等についての
意見交換

京都府国際課
電話：075-414-4313
FAX：075-414-4314
E-Mail:h-yamaguchi60@pref.kyoto.ne.jp
Web-site:http://

2月
JPR：第１回インドネシア・南カリマンタン州支
援

南カリマンタン州 JPR　日本国際救急救助技術支援会 南カリマンタン州への救急救助技術支援（１）

JPR　日本国際救急救助技術支援会
TEL   : +81-90-9627-7361
FAX   : +81-6-6308-4071
E-mail: hary399@yahoo.co.jp

2月下旬～3月上旬
8月下旬～9月上旬

グローバル・エクスペリエンス・スタディー・ツ
アー2008インドネシア

バリ島、ジャワ島 インドネシア教育振興会

日本からインドネシアへ大学生、学生、市民を派
遣し、現地の大学生や市民との交流やボラン
ティア活動を通じインドネシア文化を体験及び理
解

インドネシア教育振興会
TEL   : +81-90-3764-0583
TEL   : +81-76-493-3629
FAX   : +81-76-493-3629
E-mail: sb930jp@yahoo.co.jp
Web-site: http://www.baliwind.com/iepf/



2月～6月
国際ボランティア貯金の寄付金配分事業「農
民のための持続可能型農業の技術指導及び
牛銀行の実施」

南スラウェシ州 岩手県インドネシア友好協会

南スラウェシ州の稲作農家に対する所得向上対
策として肉牛の生産振興による農家の自立と地
域資源の有効利用や家畜ふん尿の適正処理等
環境負荷の低減に向けた地域ぐるみ農業を指
導

岩手県インドネシア友好協会
TEL  : 019-662-4968
FAX  :019-662-4968
E-Mail  :mm-chiba@jn5.so.net.ne.jp

2月～12月 ＬＮＧ輸送に関する漫画本製作 インドネシア 日本郵船株式会社
ＬＮＧ船によるＬＮＧ輸送についてインドネシア語
の漫画を作成し、分かり易く解説、理解を促進

日本郵船株式会社
TEL   : +81-3-3284-6043
FAX   : +81-3-284-6378
Web-site: http://www.nykline.co.jp

3月1日～16日 現代写真展 ジャカルタ 国際交流基金
11名の現代写真家によって撮影された作品の展
示

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

3月4日～7日 日本映画週間
メダン総領事館図書
室

メダン総領事館 毎日16時より、日本映画を上映

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   : +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

3月4日 一村一品セミナー ジャカルタ JETRO
一村一品運動の解説及び各国における導入事
例の紹介

JETRO
TEL   : +62-21-520-0264
FAX   : +62-21-520-0261
Web-site:
http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/oversea
s/idn_jakarta/

3月9日 第6回漢字カップ スラバヤ
在スラバヤ総領事館
プルサダ
国際交流基金

クイズ形式で漢字能力を競う競技会

在スラバヤ日本総領事館
TEL   : +62-31-503-0008
FAX   :  +62-31-503-0037
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

3月9日
インドネシア日本友好年
バレーボール親善試合

ジャカルタ ＪＪＣバレーボール部
ＪＪＣバレーボール部とインドネシア人バレー
ボール部との間の親善試合

JJCバレーボール部代表者
TEL   : +62-21-650-9130
FAX   : +62-21-650-9129

3月11日 海外直接投資アンケート結果報告セミナー ジャカルタ JBIC

JBICが取り纏めた2007年度(第19回)海外直接
投資アンケート結果のインドネシア政府関係者・
現地企業及び現地日系企業へのフィードバック、
直接投資対象としてのインドネシアの評価、課題
等について議論

JBIC
TEL   : +62-21-522-0693
FAX   : +62-21-520-0975
Web-site:http://www.jbic.or.id

3月14日 バイオ燃料セミナー ジャカルタ JETRO
インドネシアにおけるバイオ燃料開発政策に関
するセミナー

JETRO
TEL   : +62-21-520-0264
FAX   : +62-21-520-0261
Web-site:
http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/oversea
s/idn_jakarta/

3月15日 高校生弁論大会 メダン
ＭＧＭＰ
国際交流基金
メダン総領事館

当地で日本語を勉強する高校生を対象に行わ
れる弁論大会

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   :  +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

3月20日～5月6日
生物多様性特別企画
「インドネシアの自然と動植物」

名古屋 名古屋市（東山総合公園）
インドネシアの動植物を紹介したパネルの展示
及び研究者による講演会

名古屋市緑政土木曲東山総合公園管理課
TEL  : 052-782-2111
FAX  : 052-782-2140
E-mail : higashiyama-
park@rd.city.nagoya.lg.jp
Web-site : http://higashiyama.city.nagoya.jp/

3月23日 バリ州高校生日本語弁論大会 バリ バリ州高校日本語教師会 バリ州高校生による日本語弁論大会

バリ州高校生日本語弁論大会実施委員会
TEL : +62-361-468358
FAX: : +62-361-468358
e-mail : mika23366@yahoo.com

3月23日 シンポジウム日本インドネシア友好年に思う マカッサル NHKワールド「ラジオ日本」

日本とインドネシア両国の歴史を振り返り、今後
の交流に何を活かしていくかをテーマにしたシン
ポジウム。ダイジェスト版をNHKラジオ日本のイ
ンドネシア語放送で4月4日、5日の２日に分けて
放送

NHK国際放送局番組部
TEL  : 03-5455-5061
FAX  : 03-3481-0815
E-mail : yoshihara.t-jg@nhk.or.jp
 Web-site : nhk.or.jp/indonesian

3月27日 国際教育セミナー
ジャカルタ
インドネシア大学

インドネシア大学日本研究センター
立命館アジア太平洋大学

インドネシアの開発における日本、インドネシア
の教育分野での協力関係をテーマにしたワン
デー・セミナー

インドネシア大学日本研究センター
TEL  : +62-21-786-3547
FAX  : +62-21-786-3548

3月29日 Ombak　～うなり～ 東京 トゥラン・ブーラン　櫻田素子 バリガムランと舞踊の公演

トゥラン・ブーラン
TEL  : 03-3498-5790
FAX  : 03-3498-5765
Email : e.mcay@spiral.co.jp/
Web-site : http://www.spiral.co.jp

3月 インドネシア語弁論大会
北海道、本州、四
国、沖縄

在日インドネシア学生協会
日本のインドネシア語学習者のためのインドネシ
ア語弁論大会（決勝戦は東京で実施）

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

3月頃
電通社内報「電通人」での５０周年記念式典紹
介

日本ほか 電通
50周年記念式典の紹介記事を含む電通の社内
報「電通人」の3月号を、日本国内外含めた電通
社員６，３２９名に配布し、友好年をアピール

DENTSU Strat
TEL   : +62-21-527-3833
FAX   : +62-21-527-3955
E-mail: okb@strat.dentsu.co.id
Web-site: http://www.dentsu.co.jp

3月（3月開始を含む）

4月（4月開始を含む）



4月1日～11日 「Jepang」写真展 ジャカルタ 国際交流基金
現代写真展の関連事業で行った公募写真コンテ
ストの優秀作品の展覧会を開催する

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

4月2日～6日 海上自衛隊外洋練習航海部隊入港 ジャカルタ 海上自衛隊
海上自衛隊外洋練習航海部隊の練習艦「やま
ぎり」と護衛艦「はたかぜ」によるジャカルタ、タン
ジュンプリオク港への親善訪問

在インドネシア日本大使館
TEL   : +62-21-3192-4308
FAX   : +62-21-3192-5460
Web-site: http://www.id.emb-japan.go.jp

4月5日
インドネシア高校生日本語弁論大会　全国大
会

ジャカルタ 国際交流基金 地方予選を勝ち抜いた高校生による全国大会

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

4月5日～7日 インドネシア－南スラウェシの風－写真展 岩手県盛岡市 岩手県インドネシア友好協会 南スラウェシの風景についての写真展

岩手県インドネシア友好協会
TEL  : 019-662-4968
FAX  :019-662-4968
Email  : mm-chiba@Jn5.so-net.ne.jp

4月15日
ブナンメラ・リンタス・ブダヤ・インドネシア・ジュ
パン
（インドネシアと日本の文化を繋ぐ赤い糸）

ジャカルタ プルサダ

タマンミニ・インドネシア・インダー内の切手博物
館において、著作権関連セミナーの後、日本人
グループによるインドネシア舞踊、ソロ王宮舞
踊、及びインドネシアの曲に日本語の歌詞をつ
けた曲のコンサートの実施。

プルサダ
TEL   : +62-21-864-7373
FAX   : +62-21-8690-0241
E-mail: sadanet@indo.net.id

4月15日
インドネシアにおける50周年記念切手の発行
記念式典

ジャカルタ インドネシア郵政公社
インドネシアにおける友好年記念切手（インドネ
シア及び日本の図案各5種類）の発行及び発行
記念式典。

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

4月16日～6月6日 インドネシア中等教育日本語教師研修 日本 国際交流基金

インドネシア教育省と国際交流基金ジャカルタ日
本文化センターが実施する中等学校現職教員
の日本語教師講座の受講者を招聘し、日本語、
日本語教授法、日本文化の集中研修。

国際交流基金日本語国際センター
TEL  :048-834-1180（代表）
FAX  :048-834-1170
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/

4月17日～18日 いけばな展 ジャカルタ
国際交流基金
生け花インターナショナルジャカルタ
支部

生け花インターナショナル所属の7流派より70点
の作品展示及びデモンストレーション。

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

4月17日
インドネシア日本友好年、外交関係５０周年記
念セミナー

ジョグジャカルタ（ガ
ジャマダ大学他）

インドネシア外務省

日本、インドネシア両国の識者による、政治、経
済、社会・文化分野における日イ関係５０年を振
り返り、両国関係の今後を展望するセミナー、両
国の外交関係樹立５０周年及びジョグジャカルタ
州と京都府の姉妹都市関係樹立２５周年を記念
するレセプション、文化公演等。

インドネシア外務省
TEL:+62-21-344-1508
Web-site: http://www.deplu.go.id/

4月18日
りそなプルダニア銀行創業50周年記念パー
ティー

ジャカルタ りそなプルダニア銀行
当地での創業50周年を向かえたことに対する感
謝の意をこめ、パーティーを開催

りそなプルダニア銀行
TEL   : +62-21-570-1958
FAX   : +62-21-570-1936

4月18日～4月24日 第１４回日本・インドネシア美術文化交流展 東京 インドネシア美術研究会
インドネシアの油彩、パステル、水彩、バリ絵画
及び日本の油彩、水彩、写真、書、彫刻等の展
示

インドネシア美術研究会
TEL  : 03-3953-5489
FAX  : 03-3953-5489
E-mail : hirohino327@nifty.com

4月18日～5月18日 日本の若手アーティスト展
バンドン
ジョグジャカルタ
ジャカルタ

国際交流基金
日本とインドネシアの若手アーティストのパ
フォーマンス・作品展示

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

4月22日～
5月１日

２１世紀東アジア青少年大交流計画
壮行会（4月21日）

日本 日本国際協力センター（JICE)
インドネシアの高校生１００名の招聘（EASにて
発表）（第1陣）

JICE
TEL   : 03-5322-2548
FAX   : 03-5322-2590
Web-site: http://sv2.jice.org/

4月24日 わが社の経営戦略発表会 ジャカルタ ジャパン中小企業連合会
インドネシアで活動する会員各社の経営戦略発
表セミナー開催

ジャパン中小企業連合会
TEL   : +62-21-520-0264
FAX   : +62-21-520-0261

4月25日～5月19日 アジア漫画展 ジャカルタ 国際交流基金
「アジアの若者文化」をテーマとする10カ国の漫
画家の作品展

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

4月19日～20日 第3回ジャカルタ桜祭り ジャカルタ ホテル日航ジャカルタ
日本の伝統的な春の祭り「桜祭り」をイベントや
和食と共に紹介。収益金の一部をアチェの復興
支援に寄付。

Hotel Nikko Jakarta
TEL   : +62-21-230-1122



4月～5月 ヌサンタラ・テキスタイル  文化展 東京 インドネシア文化宮 インドネシア全域の伝統的織物約100点の展示

インドネシア文化宮
電話：03-3360-9171
FAX：03-3360-7179
E-Mail: okawa@mxg.mesh.ne.jp
Web-site:
http://grahabudayaindonesia.at.webry.info/

4月～5月 福祉友の会支援活動
日本
インドネシア

イ・日５０周年あしながおじさんの会
両国の友好関係５０周年記念シャツの販売収益
の福祉友の会への寄付。

PT. Indonesia EPSON Industry
担当：阿部栄一
TEL   : +62-21-897-0101
FAX   : +62-21-897-0218
E-mail: abe.eiichi1@exc.epson.co.jp

4月～12月
日本とインドネシアの共同制作　インドネ
シアの小学校の道徳・平和教材配布

ジャワ
バリ

インドネシア教育振興会
両国の大学・ＮＧＯ等教育関係者と共同で、イン
ドネシアの小学生向け道徳・平和教材の開発・
製本・無料配布を行う

インドネシア教育振興会
TEL   : +81-76-493-3629
FAX   : +81-76-493-3629
E-mail: sb930jp@yahoo.co.jp
Web-site: http://www.baliwind.com/iepf/

5月1日 日本インドネシア文化芸能祭 ジョグジャカルタ ジョグジャカルタ日本人会有志

マゲランGunungコミュニティーによる演奏と踊り、
日本人留学生とイモギリ村の子供たちによる「よ
さこい」と「ソーラン節」踊り、バティック展、バ
ザーを開催

担当者
TEL   : +62-293-78821
FAX  : +62-293-78821

5月4日
浦和レッズ・ハートフルサッカーinジャカ
ルタ

ジャカルタ近郊 浦和レッズ

日本人学校及び現地校の児童生徒を対象とし
たサッカースクールの開催を通じ、日本・インドネ
シアの子供達との交流と、サッカーを通じたス
ポーツマンシップと思いやりの心をはぐくむ

浦和レッズ
TEL   : +81-48-812-1001
FAX   : +81-48-812-1212
E-mail: and07992@nifty.com
Web-site: http://www.urawa-reds.co.jp/

5月5日～18日 現代陶磁器展 スラバヤ
国際交流基金
在スラバヤ総領事館
マリオット・ホテル

日本の現代陶器の展示

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

5月8日～9日 日本映画上映会 パダン 在メダン総領事館
ブンハッタ大学における日本文化祭にあわせ、
日本映画を上映

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   :  +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

5月10日 西スマトラ地区弁論大会 パダン
在メダン総領事館
国際交流基金　他

地区レベルでの日本語弁論大会

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   :  +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

5月15日
日本インドネシア友好交流竹楽器コンサー
ト

ジャカルタ
インドネシア元日本留学生協会
(PERSADA)

グループSwaraningや在留邦人グループLUNAが
ミニコンサートに参加

インドネシア元日本留学生協会(プルサダ)
TEL   : +62-21-864-7373
FAX   : +62-21-8690-0241
E-mail: sadanet@indo.net.id

5月16日～18日 日本祭
ジャカルタ
インドネシア大学

インドネシア大学文学部日本学学生
会

インドネシア大学日本学学生会による文化祭、
トークショー、餅つき実演、写真展、日本の伝統
玩具展示、武道実演、調理実演等

インドネシア大学文学部日本学学生会事務
局
実行委員会委員長
TEL  : +62-856-858-1921
E-mail: gelarjepang2008@yahoo.com
Web-site: http://www.gelarjepang2008.com

5月17日 こどもまつり
愛知県愛知郡東郷
町

東郷町役場
児童の交流会におけるインドネシアの文化や遊
びの紹介

東郷町役場健康交流課
TEL:0561-37-5814
FAX:0561-37-5823

5月17日 北スマトラ地区弁論大会 メダン

在メダン総領事館
国際交流基金
プルサダ
メダン日本人会

北スマトラ地区レベルでの日本語弁論大会

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   :  +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

5月17日 日本インドネシア友好年記念「日本セミナー」 マカッサル 在マカッサル総領事館他
南スラウェシ地区レベルでの日本語弁論大会及
び日本文化に関する講演

在マカッサル日本総領事館
TEL   : +62-411-871-030
FAX   : +62-4111-853-946
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

5月18日～11月14日 アジア農業高校拠点校づくり事業
群馬県、
ゲゲルカローン農業
高校（レンバン）

群馬県
群馬県の高い農業技術・知識を効率的に移転さ
せるため、アジアの国に国際協力の拠点となる
農業高校をつくる。

群馬県　国際課
TEL　: 027-226-3394
FAX　: 027-223-1692
E-Mail:kokusaika@pref.gunma.jp
Web-site:http://remembertsunami.

5月19日
立命館大学インドネシア学校再建支援プロ
ジェクト

ジョグジャカルタ
京阪神地域

立命館大学国際協力学生実行委員
会

ジョグジャカルタにおける支援活動、日本におけ
るインドネシアの文化紹介。

立命館大学国際部国際協力学生実行委員
会委員長
TEL　: 075-466-3320
FAX　: 075-466-3321
E-Mail:mtfuji-a@st.ritsumei.ac.jp
Web-site:http://remembertsunami.
web.fc2.com/index.html

5月20日 ヤンマー感謝祭 インドネシア ヤンマー株式会社
従業員と地位奇遇明代評者を招待した感謝祭
（スポーツ大会、ゲーム大会、食事会）開催、地
域への寄付（耕耘機、生活必需品、募金等）

ヤンマー株式会社
TEL   : +81-6-6376-6203
FAX   : +81-6-6372-8425
Web-site: http://www.yanmar.co.jp

5月23日
ＳＭＡムハマディヤ－1高校（インドネシア共和
国）と笠置中学との学生交流事業

京都府
京都府・笠置中学校（笠置町南山城
村中学校組合）

ジョクジャカルタ特別州ＳＭＡムハマディヤー高
等学校と京都の中学校との学生交流

京都府国際課
電話：075-414-4313
FAX：075-414-4314
E-Mail:h-yamaguchi60@pref.kyoto.ne.jp
Web-site:http://

5月（5月開始を含む）



5月24日 日本語弁論大会スラウェシ予選 マナド 在マカッサル総領事館他 スラウェシ地区レベルでの日本語弁論大会

在マカッサル日本総領事館
TEL   : +62-411-871-030
FAX   : +62-4111-853-946
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

5月25日 第５回バリ州日本語弁論大会 デンパサール
サラスワティ大学、
国際交流基金

バリ地区レベルでの日本語弁論大会
サワスワティ大学
TEL  :+62-361-228043
FAX :+62-361-228043

5月27日 永六輔氏　ライブトーク　イン　ジャカルタ ジャカルタ
ジャカルタ ジャパン クラブ広報文化
部会

作家、放送タレントとして多彩な活動で知られ、
これまでにＮＨＫ放送文化賞、都民文化栄誉章、
菊池寛賞、浅草芸能大賞、徳川夢声市民賞を受
賞した永六輔氏による講演会。

ジャカルタジャパンクラブ広報文化部会
TEL   : +62-21-315-0418
FAX   : +62-21-3192-5902
E-mail: jasmine@jjc.ntt.net.id

5月27日～29日
第32回インドネシア石油協会（ＩＰＡ）主催2008
年年次展示会への参加

ジャカルタ
国際石油開発帝石ホールディングス
株式会社

ＩＰＡが主催するインドネシアの石油・ガス業界に
おける一大展示会への参加

国際石油開発帝石ホールディングス
TEL   : +62-21-570-0557(ex300)
FAX   : +62-21-570-0575
E-mail: ikameya@inpex.co.jp
Web-site: http://www.inpexhd.co.jp

5月28日
京都府・ジャワ島地震復興に向けたワーク
ショップとてこらぼ展

京都 京都府
ジャワ島地震で被災した伝統産業の復興に向け
た国レベル、地方レベル、伝統産業者等の関係
者が参加する記念講演、展示等。

京都府国際課
電話：075-414-4313
FAX：075-414-4314
E-Mail:h-yamaguchi60@pref.kyoto.ne.jp
Web-site:http://

5月28日 ジョグジャカルタ特別州知事歓迎夕食会 京都 京都府
ハメンク・ブウォノ同州知事の訪日にあたり歓迎
夕食会を開催。

京都府国際課
電話：075-414-4313
FAX：075-414-4314
E-Mail:h-yamaguchi60@pref.kyoto.ne.jp
Web-site:http://

5月31日
6月1日

第７回三都市親善スポーツ大会 バリ
JJC
BALI JAPAN CLUB
東ジャワ日本人会

ジャカルタ、スラバヤ、バリの三都市の在留邦人
が参加するスポーツ親善大会。 バリ日本人会スポーツ振興部

TEL   : +62-361-765-514
FAX   : +62-361-765-514
E-mail: enjii@partenza.jp
Web-site: http://www.Partenza.jp

5月31日～
7月21日

ドラえもん　ロードショウ

ﾌﾟｶﾝﾊﾞﾙ､ｽﾗﾊﾞﾔ
ｼﾞｬｶﾙﾀ､ﾁﾌﾞﾌﾞﾙ
ﾎﾞｺﾞｰﾙ､ﾁｶﾗﾝ
ﾊﾞﾝﾄﾞﾝ､ｽﾏﾗﾝ
ﾏｶｯｻﾙ

アイエムエムジー

インドネシア主要都市のショッピングモール他で
行われる着ぐるみショー他、7月劇場公開予定の
「のび太の恐竜」先行映像の上映や、恐竜が
テーマの各種アトラクション等。

アイエムエムジー
TEL   : +62-21-718-3311
FAX   : +62-21-718-3322
E-mail: crayon@immg.co.id

5月31日～9月15日
世界の何？！これ！？昆虫大集合　岐阜の自
然と世界の大昆虫展

岐阜
岐阜の自然と世界の大昆虫展実行
委員会

インドネシアを含め世界各地及び岐阜の昆虫の
展示

岐阜の自然と世界の大昆虫展実行委員会
TEL  : 0577-34-6511
FAX  : 0577-34-6065
Web-site:www.yoshimuratakuzo.jp及び
http://www.h-am.jp

5月
JPR：第１回インドネシア・南カリマンタン州支
援

南カリマンタン州 JPR　日本国際救急救助技術支援会 南カリマンタン州への救急救助技術支援（２）

JPR　日本国際救急救助技術支援会
TEL   : +81-90-9627-7361
FAX   : +81-6-6308-4071
E-mail: hary399@yahoo.co.jp
Web-site: http://www.jpr.gr.jp

6月6日
ミナ・パディ病院医療機材・救急車供与式（平
成１９年度草の根無償資金協力） 北スマトラ州 ミナパディ病院、在メダン総領事館 日本政府からの医療機材及び救急車供与式典

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   :  +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

6月7日
日本インドネシア国交樹立50周年記念
福岡・インドネシア　バンブーコンサート

福岡
日本インドネシア国交樹立５０周年イ
ベント実行委員会

インドネシア伝統の竹楽器アンクルン演奏中心
に両国の友好を深めるイベントの開催

九州・インドネシア友好協会（㈱九電工内）
TEL  : 092-523-1691
FAX  : 092-524-3269
E-mail  : s-take@kyudenko.co.jp

6月8日
日本インドネシア国交樹立50周年事業「茶道
デモンストレーション」

マカッサル 在マカッサル総領事館 茶道裏千家ジャカルタ支部講師による茶道デモ

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

6月8日～20日 現代陶磁器展 マカッサル
国際交流基金
在マカッサル総領事館

日本の現代陶器の展示

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

6月8日 第29回東ジャワ地区日本語弁論大会 スラバヤ
在スラバヤ総領事館
プルサダ
国際交流基金

地区レベルでの日本語弁論大会

在スラバヤ日本総領事館
TEL   : +62-31-503-0008
FAX   :  +62-31-503-0037
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

6月9日、10日
（一般公開は10日）

日本インドネシア・フレンドシップ・コンサート ジャカルタ
日本インドネシア・フレンドシップ・コン
サート実行委員会

両国を代表する楽団である「東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団」と「ヌサンタラ・シンフォ
ニー・オーケストラ」によるコンサート。

日本インドネシア・フレンドシップ・コンサート
実行委員会
E-mail:info@udiusa.com

6月11日～30日 アジア漫画展 スラバヤ 国際交流基金
「アジアの若者文化」をテーマとする10カ国の漫
画家の作品展

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

6月12日～30日 「踊りにいくぜ！！」インドネシア公演

デンパサール
ジャカルタ
ジョグジャカルタ
バンドン

Japan Contemporary Dance Network
国際交流基金
Kelola財団
ゲーテハウス
文化庁（助成）　ほか

インドネシア国内4ヵ所における、日本のコンテン
ポラリーダンス紹介事業

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

6月（6月開始を含む）



6月12日
竹が奏でるクラシック
～インダプトゥリ・ベストアルバムコンサート～

川崎 インダ　プトゥリ
インドネシアの伝統楽器（アンクルン）によるクラ
シックの2大交響曲「運命」と「新世界より」の演
奏。

office　遊音企画
TEL　:045-303-0456
FAX　:045-303-0456
E-mail:assm@juno.dti.ne.jp
Web-site:http://www.juno.dti.ne.jp/~assm

6月14日又は15日
デンパサール下水道整備事業完成式典（落成
式）

バリ
ＪＢＩＣ
インドネシア公共事業省居住総局

円借款事業で行われているバリ島南部（デンパ
サール地区、サヌール地区、クタ地区）を網羅す
る下水道施設の完成を祝し、式典を開催

JBIC
TEL   : +62-21-522-0693
FAX   : +62-21-520-0975
Web-site:http://www.jbic.or.id

6月16日 創業５０周年記念セミナー ジャカルタ
りそなプルダニア銀行
エヌ・エヌ・エー

インドネシアの政治事情に関するセミナー。
りそなプルダニア銀行
TEL   : +62-21-570-1958
FAX   : +62-21-570-1936

6月17日
日インドネシア国交樹立５０周年事業「ハサヌ
ディン大学に於ける日本セミナー」

マカッサル
在マカッサル総領事館、ハサヌディン
大学

日本・インドネシアの５０年をテーマにした講演会

在マカッサル日本総領事館
TEL   : +62-411-871-030
FAX   : +62-4111-853-946
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

6月17日 じゃかるた新聞の日本語教育 ジャカルタ じゃかるた新聞社

ウィディヤタマ大学の学生を対象としたじゃかる
た新聞のインタビューや紙面製作過程の紹介、
日本語での交流、留学制度や日本企業の紹介、
同大大学生や社内インドネシア人職員によるス
ピーチ、ビデオ「じゃかるた新聞ができるまで」の
上映等。

じゃかるた新聞
TEL   : +62-21-230-3830
FAX   : +62-21-230-3831
E-mail: news@jkshimbun.com
Web-site: http://www.jakartashimbun.com/

6月17日
森林火災対策に関する日インドネシア共同調
査ワークショップ

ジャカルタ
日本大使館、インドネシア林業省、ＪＩ
ＣＡ

両国の政府、学界の関係者を対象としたインド
ネシア森林火災対策に関するワークショップ。

在インドネシア日本大使館
TEL:+62-21-3192-4308
FAX:+62-21-3192-5460

6月19日
日インドネシア国交樹立５０周年事業「サム・ラ
トゥランギ大学に於ける日本セミナー」

マナド
在マカッサル総領事館、サム・ラトゥラ
ンギ大学

日本・インドネシアの５０年をテーマにした講演会

在マカッサル日本総領事館
TEL   : +62-411-871-030
FAX   : +62-4111-853-946
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

6月20日、23日、24日
日本インドネシア友好年及び茶道裏千家淡交
会インドネシア協会20周年記念茶会

ジャカルタ 茶道裏千家淡交会インドネシア協会
日本インドネシア友好年及び茶道裏千家淡交会
インドネシア協会20周年記念茶会。

茶道裏千家淡交会インドネシア協会
TEL   : +62-21-573-2019
FAX   : +62-21-573-2019

6月20日～29日 DORAEMON DREAMLAND ジャカルタ インドネシア日本友好協会(PPIJ)
日本のドラえもん版権業者と連携した、子供向け
ドラえもんショー（２３のアトラクションを計画）

インドネシア日本友好協会(PPIJ)
TEL   : +62-21-801-5703
FAX   : +62-21-801-5683
E-mail: ppij@cbn.net.id

6月21日
ＴＶＲＩ日本・インドネシア国交樹立50周年記念
番組「ＳＩＰＡＫＡＩＮＧＡ］

マカッサル
在マカッサル総領事館、南スラウェシ
日本人会、ラグラグ会マカッサル支部

友好年をテーマにしたテレビ番組の放映（総領
事館・日本人会等の活動の紹介、ラグラグ会に
よる歌の披露）。

在マカッサル日本総領事館
TEL   : +62-411-871-030
FAX   : +62-4111-853-946
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

6月21日～9月20日 中カリマンタン州文化展 東京 インドネシア文化宮
中カリマンタン州のダヤク民族の文化（籐編み絵
画、木彫り、仮面、楽器等）の紹介。

インドネシア文化宮
TEL  : 03-3360-9171
FAX  : 03-3360-7179
E-Mail: okawa@mxg.mesh.ne.jp
Web-site:
http://grahabudayaindonesia.at.webry.info/

6月22日～26日
第15回インドネシア国際親善ベテランテニスツ
アー

ジャカルタ インドネシアベテランテニス協会 日本・インドネシア親善ベテランテニス大会

インドネシアベテランテニス協会
TEL   : +62-21-3193-0538
FAX   : +62-21-3193-7274
E-mail: jkt@ramatours.com
Web-site: http://www.ramatours.com

6月23日
日本における50周年記念切手の発行記念式
典

東京 日本郵政
日本における友好年切手（インドネシア及び日
本の図案各5種類）の発行。発行に際し記念式
典を実施。

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

6月23日～7月4日 インドネシア三井物産インターンシップ ジャカルタ インドネシア三井物産
インドネシア大学の学生12名のインターンシップ
生として受け入れ。

インドネシア三井物産：勝西
TEL   : +62-21-390-6565
FAX   : +62-21-310-0595
E-mail: N.Katsunishi@mitsui.com

6月25日 知的財産セミナー ジャカルタ JETRO 知的財産の重要性を啓蒙するためのセミナー

JETRO
TEL   : +62-21-520-0264
FAX   : +62-21-520-0261
Web-site:
http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/oversea
s/idn_jakarta/

6月25日
第4回デワ・ニョマン・イワラン来日公演～日イ
友好年50周年特別企画～
東京公演『舞・万華鏡』

東京
デワ・ニョマン・イラワン来日公演実行
委員会

バリ舞踊家デワ・ニョマン・イラワン等によるバリ
伝統舞踊の公演。

デワ・ニョマン・イラワン来日公演実行委員会
TEL　:0191-26-1623
FAX　:0191-26-1623
E-mail:jun_ichi_mori@ybb.ne.jp
Web-site:http://blog.livedoor.jp/
dewanyoman_rainiti/

6月28日 和菓子デモンストレーション マカッサル
在マカッサル総領事館
国際交流基金

島根県・松江市の和菓子職人によるデモンスト
レーション

在マカッサル日本総領事館
TEL   : +62-411-871-030
FAX   : +62-4111-853-946
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

6月29日 Ｕｔａｎ　～コダマ～ 東京 トゥラン・ブーラン　櫻田素子 バリガムランと舞踊の公演

トゥラン・ブーラン
TEL  : 03-3498-5790
FAX  : 03-3498-5765
Email : e.mcay@spiral.co.jp/
Web-site : http://www.spiral.co.jp



6月30日 和菓子デモンストレーション メダン
在メダン日本総領事館
国際交流基金

日本より和菓子職人を招き、講演及びデモンスト
レーションを行う

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   :  +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

6月 バリ・ロード・マップ（気候変動）に関する対話 （東京・大阪） 在京インドネシア大使館
世界の気候の観点から日本・インドネシア関係
の今後について議論（１）

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

6月～12月 小学校支援活動 ジャカルタ デンソー
近隣小学校において５Ｓの訓練と実践に向けた
支援

デンソーインドネシア
TEL   : +62-21-651-2279
FAX   : +62-21-651-0566

6月29日 エバラ・インドネシア環境絵画展 インドネシア PT. エバラインドネシア
地球環境問題に対するインドネシア国内の認識
を高めることを目的とした児童絵画展。２００８年
度開催で１１回目

PT. エバラ・インドネシア
TEL   : +62-21-874-0853
FAX   : +62-21-874-0033
Web-site:
http://www.ebara.co.jp/environment/commu
nication/

7月1日～10日 ２１世紀東アジア青少年大交流計画 日本 日本国際協力センター（JICE) インドネシアの高校生１００名の招聘（第二陣）

JICE
TEL   : 03-5322-2548
FAX   : 03-5322-2590
Web-site: http://sv2.jice.org/

7月1日
～9月14日

インドネシアの民族衣装展Ⅰ 群馬 （財）桐生地域地場産業振興センター
桐生市が所有する「世界の民族衣装（桐生市染
織資料約2000点）」のインドネシアの衣装の展示
公開。

桐生地域地場産業振興センター
TEL　:0277-46-1011
FAX　:0277-46-1014
E-mail:ubu@kiryujibasan.or.jp
Web-site:http://www.kiryujibasan.or.jp

7月2日

第4回デワ・ニョマン・イワラン来日公演～日イ
友好年50周年特別企画～
京都公演『日本・インドネシア伝統芸能の調べ
～古都の夕』

京都
デワ・ニョマン・イラワン来日公演実行
委員会

舞踊家デワ・ニョマン・イラワンによる伝統舞踊、
日本の伝統楽器の演奏等

デワ・ニョマン・イラワン来日公演実行委員会
TEL　:0191-26-1623
FAX　:0191-26-1623
E-mail:jun_ichi_mori@ybb.ne.jp
Web-site:http://blog.livedoor.jp/
dewanyoman_rainiti/

7月4日～9日
もしもしスマラン

スマラン 国際交流基金 スマランでの映画、漫画、折り紙等の日本文化
紹介。

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

7月5日 第6回スラバヤよさこい祭り スラバヤ
スラバヤ市
高知市
在スラバヤ総領事館

チームごとに「よさこい踊り」を競うコンテスト形式
の大会。

在スラバヤ日本総領事館
TEL   : +62-31-503-0008
FAX   :  +62-31-503-0037
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

7月5日
バンドン工科大学との協力提携協定に基づく
活動（日本・インドネシア天文学研究教育事
業）

群馬、バンドン 群馬県立ぐんま天文台
群馬県立天文台とバンドン工科大学との共通
データ処理システムの構築、共同研究等

群馬県立ぐんま天文台
TEL　:0279-70-5300
FAX  :0279-70-5544
E-mali:ishi-m@astron.pref.gunma.jp
Web-site:http://astron.pref.gunma.jp

7月5日 日本語弁論大会 ジャカルタ 国際交流基金
インドネシア各地で開催される国内予選弁論大
会の勝者のための全国大会

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

7月6日
音緒・スアールアグン　ジョイントコンサート～
日本・バリ民謡・ロックちゃんぷる～

バリ 音緒　関　将

バリ島アートフェスティバルにおける、音緒、ス
アールアグンそれぞれの独奏と、特別ゲストWidi
Widiana氏、Bintangを迎えたコラボレーション演
奏

音緒
TEL   : 080-5195-6394
FAX   : 048-737-8818
E-mail: show@v09.itscom.net
Web-site: http://www.hero.com/neo

7月7日～11日 日立ヤングリーダーズ・イニシアチブ ジャカルタ （株）日立製作所

次世代のリーダー育成のために選ばれた日本、
インドネシアを含む東南アジア7カ国の大学生、
大学院生28名が、関心の高いテーマに関する
フォーラムに参加。

日立製作所
TEL   : +81-3-4564-5577
FAX   : +81-3-4564-1443
Web-site: http://www.hitachi.com/
society/global/hyli

７月8日 地方教育行政改善計画（REDIP)博　"REDIP
EXPO"

ジャカルタ JICA／「イ」教育省
過去9年間にわたるインドネシアに対するJICAの
REDIP（地方教育行政改善計画）協力について
展示と協議

JICA 館山
TEL   : +62-5795-2112
FAX   : +62-5795-2116
Web-site:
http://www.jica.go.jp/indonesia/english/inde
x.html

7月8日～17日 ２１世紀東アジア青少年大交流計画 日本 日本国際協力センター（JICE) インドネシアの高校生１００名の招聘（第三陣）

JICE
TEL   : 03-5322-2548
FAX   : 03-5322-2590
Web-site: http://sv2.jice.org/

7月9日
日イ経済連携協定セミナー ジャカルタ JETRO

日インドネシア経済連携協定の目的、内容、効
果等についてのセミナー

JETRO
TEL   : +62-21-520-0264
FAX   : +62-21-520-0261
Web-site:
http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/oversea
s/idn_jakarta/

7月12日 メダン日本人会（ＭＪＣ）映画上映会 メダン メダン日本人会
第６回文化社会活動報告会・交流会での映画
「マス・エンダン」の上映。

メダン日本人会
理事長　田中　秀穂

7月13日 インドネシア日本文化祭 バンドン

インドネシア元日本留学生協会西
ジャワ州支部
浜松インドネシア友好協会
在インドネシア日本国大使館

両国の文化紹介。

在インドネシア日本大使館
TEL:+62-21-3192-4308
FAX:+62-21-3192-5460
Web-site: http://www.id.emb-japan.go.jp/

7月（7月開始を含む）



7月15日
アニサ幼稚園及び小学校校舎増改築計画署
名式（平成20年度草の根・人間の安全保障無
償資金協力）

メダン
在メダン日本総領事館
アニサ幼稚園・小学校

平成20年度草の根・人間の安全保障無償資金
協力案件であるアニサ幼稚園及び小学校校舎
増改築計画の署名式。

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   :  +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

7月15日～17日 AOTSインドネシア海外研修 ジャカルタ
（財）海外技術者研修協会、（社）関西
経済連合会、（財）太平洋人材交流セ
ンター

インドネシアの食品産業関係者を対象とした日
本の食品産業のトレンド、安全性・環境への取り
組み等について理解を深めるための研修

財団法人太平洋人材交流センター
TEL　:06-4395-2650
FAX  :06-4395-2640
E-mail:prexmail@prex-hrd.or.jp
Web-site:http://www.prex-hrd.or.jp

7月17日
貿易協力強化に関するセミナー及びインドネシ
ア物産展

東京 在京インドネシア大使館
両国の貿易協力強化に関するセミナーの開催と
インドネシアの物産の展示。

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

7月17日

ガロガ第２中学校給排水施設整備計画完成式
（平成１９年度草の根・人間の安全保障無償資
金協力）

北スマトラ州
在メダン日本総領事館
ガロガ第２中学校

平成１９年度草の根・人間の安全保障無償資金
協力案件であるガロガ第２中学校排水施設整備
計画の完成式。

在メダン日本総領事館
TEL   : +62-61-457-5193
FAX   :  +62-61-457-4560
Web-site: http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

7月18日～8月4日 現代陶磁器展 ジャカルタ 国際交流基金 日本の現代陶器の展示

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

７月19日～20日 テリマカシ日本、ありがとうインドネシア 東京
インドネシア内務省、
本事業日本側実行委員会

代々木公園でのインドネシアにおける両国の市
民レベルの社会活動の紹介、食の祭典、ジャワ
島から派遣された舞踊家・演奏家による公演
等。

C.P.I.教育文化交流推進委員会
TEL　:0422-49-3808
FAX　:0424-84-1132
E-Mail: cpimate@gmail.com
Web-site:http://www.cpi-mate.gr.jp

7月22日～24日 再生可能なエネルギーに関するワークショップ ジャカルタ ダルマ・プルサダ大学
ＡＳＥＡＮ諸国における再生可能エネルギーの利
用及び発展をテーマとしたワークショップ

ダルマ・プルサダ大学
TEL   :+62-21-864-9051
FAX   :+62-21-864-9052
Web-site: http://www.unsada.ac.id/

7月23日～24日
社団法人日本機械学会インドネシアチャプター
開所式及び学術講演会

バンドン
財団法人日本機械学会／JSMEイン
ドネシアチャプター

バンドン工科大学での日本機械学会インドネシ
アチャプター（支部）の開所式、学術講演会、日
系及び現地企業関係者と大学教員の学術交
流、、学生の研究発表等。

財団法人機械学会総合企画グループ
TEL   : 03-5360-3505
FAX   : 03-5360-3509
E-mail:  kosaka@jsme.or.jp
Web-site: http://www.jsme.or.jp

7月24日
日本インドネシア政治家間対話セミナー「より
良い共通の未来に向けた日本インドネシア戦
略的パートナーシップの強化」

ジャカルタ
インドネシア国会第一委員会
在インドネシア日本国大使館

日本インドネシア国交樹立50周年を記念し、両
国の議員間の交流を通じた両国間の協力関係
を強化するためのセミナー。

在インドネシア日本大使館
TEL:+62-21-3192-4308
FAX:+62-21-3192-5460
Web-site: http://www.id.emb-japan.go.jp/

7月27日 日本・インドネシア友好フェスティバル ジャカルタ
財団法人　ジャカルタ・ジャパン・クラ
ブ

今後も良好な日本とインドネシアのパートナー関
係の継続を図ることを目的に、両国民の心と心
の交流の場として開催。文化事業（柔道、空手、
バリダンス、コーラス、ガムラン、太鼓）、テレビ公
開放送、ポップスコンサート等を予定。

ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC)
TEL   : +62-21-315-0418
FAX   : +62-21-315-0817
Web-site: http://www.jjc.or.id/

7月27日～8月6日 第9回「国際参加プロジェクト（インドネシア）」 メダン、ニアス島 天理大学

スマトラ沖地震・津波の被災地であるニアス島を
訪問し、小学校でのスポーツ・音楽指導、ホーム
ステイを通じた住民との交流、メダン市において
北スマトラ大学学生との文化交流

天理大学
TEL　:0743-63-9077
FAX　:0743-63-9077
E-mail:icrs@sta.tenri-u.ac.jp
Web-site:http://www.tenri-
u.ac.jp/icrs/index.html

7月31日～8月13日 アジア農業高校拠点校づくり事業
群馬県、
ゲゲルカローン農業
高校（レンバン）

群馬県
群馬県の高い農業技術・知識を効率的に移転さ
せるため、アジアの国に国際協力の拠点となる
農業高校をつくる。

群馬県　国際課
TEL　: 027-226-3394
FAX　: 027-223-1692
E-Mail:kokusaika@pref.gunma.jp
Web-site:http://remembertsunami.

7月～12月 日イ友好ゴルフコンペ ジャカルタ近郊
ジャカルタジャパンクラブ　女子ゴルフ
部

友好促進のためのゴルフコンペ。

ジャカルタジャパンクラブ　女子ゴルフ部
TEL   : +62-21-2750-6194
FAX   : +62-21-2750-6194
E-mail: yuichimami@telkom.net

7月から1年間 日本インドネシア友好記念奨学金授与 タンゲラン インドネシア帝人グループ各社
Yayasan Tificoで毎年実施している既存の奨学
金対象者を、50人増加する。奨学金対象者は、
小学生、中学生、高校生、大学生

Yayasan Tifico
TEL   : +62-21-5312-0773
FAX   : +62-21-5321-20774
E-mail : k-heny@teijin.co.jp

7月 割礼式 ブカシ デンソー 貧しい村人の子供たちを対象とした割礼式
デンソーインドネシア
TEL   : +62-21-651-2279
FAX   : +62-21-651-0566

7月 ひろしまフラワーフェスティバル 広島
在大阪インドネシア総領事館
ジュンブラナ郡政府（バリ）

インドネシアの伝統音楽の演奏、伝統舞踊のパ
レード等

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

8月3日
第58回気仙沼みなとまつり「YEGガムラン隊バ
リパレード2008」

宮城 気仙沼商工会議所青年部
気仙沼みなとまつりでの市民参加型パレード
「YEGバリパレード」。

気仙沼商工会議所青年部
TEL　:0226-22-4600
FAX　:0226-24-3817
E-mail:kicit006＠k-macs.ne.jp
Web-site:http://yyyeg.com/

8月3日～9日 アジアサイエンスキャンプ2008 バリ スルヤ・インスティテュート
約500名のアジアの学生を対象に、物理学、化
学、生物学等の分野でのノーベル賞受賞者を始
めとする一流の講師による講義等。

インドネシア・スルヤ・インスティトゥート
TEL   : +62-21-7168-0499
E-mail: asc-2008@suryainstitute.org
Web-site:
http://www.suryainstitute.org/asc2008

8月



8月6日～8日
アジア・コンピュテーショナル・マテリアルズ・デ
ザイン・ワークショップ

バンドン

日本学術振興会「二国間交流事業
（インドネシア）」
大阪大学
バンドン工科大学

第一原理計算に基づきナノマテリアルズやこれ
を用いたナノデバイスの設計を行うための量子
シミュレーション手法を修得することを目的とした
集中講義（講義とチュートリアルの併用）。

大阪大学大学院工学研究科精密化学・応用
物理学専攻　笠井研究室
TEL   : 06-6879-7858
FAX   : 06-6879-7859
E-mail: asia.cmd@dyn.ap.eng.osaka-u.ac.jp
Web-site: http://cmdqe.tf.itb.ac.id/

8月8日～9日
ジャパンフェアー2008「“祭り”から見た日本」

ジャカルタ プルサダ大学日本語学科学生会
ダルマ・プルサダ大学での盆踊り、
料理、書道、太鼓等の日本文化のデモンスト
レーション、日本の音楽紹介等。

ダルマ・プルサダ大学
TEL   :+62-21-864-9051
FAX   :+62-21-864-9052
Web-site: http://www.unsada.ac.id/

8月18日～30日 インドネシア交流セミナー 兵庫県西宮市 関西学院大学
同大学とサトヤ・ワチャナ・キリスト教大学の学生
を対象としたセミナー（講義、フィールドワーク、
文化紹介等）。

関西学院大学　国際教育・協力センター
TEL　:0798-54-6115
FAX　:0798-51-0954

8月19日 アチェにおける子ども文化祭 アチェ州
国際交流基金、コミュニタス・ティカー
ル・パンダン

2007年に実施したアチェにおける子供向けワー
クショップのフォローアップ事業として、ワーク
ショップに参加した子どもの発表等を盛り込ん
だ、小規模な文化祭を実施。

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

8月19日
インドネシア語であそぼう！
（子どもの読書に関する研修会）

香川 （財）三木町文化振興財団

（財）三木町文化振興財団
TEL　:087-898-9222
FAX　:087-898-9666
E-Mail:mklibrary@gaea.ocn.ne.jp
Web-site:http://www4.ocn.ne.jp/
￣meta/public_html/

8月20日～25日
日本インドネシア友好交流竹楽器コンサー
ト

ジャカルタ
インドネシア元日本留学生協会
(PERSADA)
（国際交流基金助成事業）

20日にグループSwaraning、Yoyon Dharsono、在
留邦人グループLUNA、日本から尺八アンサンブ
ル「般若帝国」等が参加するコンサート及びワー
クショップ（21日～25日）。

インドネシア元日本留学生協会(プルサダ)
TEL   : +62-21-864-7373
FAX   : +62-21-8690-0241
E-mail: sadanet@indo.net.id

8月22日～30日
第二回 日芸祭
～Across Asia～

インドネシア各地 藝想

インドネシア各地での日本の伝統芸能（和太鼓、
舞踊等）の紹介。
8月22日　アンダラス大学
8月23日　パダン
8月26日　アトマジャヤ大学
8月27日　トマジャヤ大学
8月30日　バンドン工科大学

山路優加
TEL   : 080-5326-6721
E-mail: yukaya06@hotmail.com

8月23日 アジア・エレクトーン・フェスティバル ジャカルタ ヤマハミュージック エレクトーン・コンサート

ヤマハ・ミュージック
TEL   : +62-21-520-2577
FAX   : +62-21-520-2650
Web-site: http://www.yamaha.co.id

8月23日
JICA兵庫映画鑑賞会(第7回)「二つの故国をつ
なぐ歌～Diva早春賦をうたう」

兵庫
独立行政法人国際協力機構　兵庫国
際センター（JICA兵庫）

ドキュメンタリー映画「二つの故国をつなぐ歌～
Diva早春賦をうたう」上映及びプロデューサー、
監督による講演。

JICA兵庫
TEL　:078-261-0341
FAX　:078-261-0342
E-Mail:Minamitani.Taichi@jica.go.jp
Web-site:http://www.jica.go.jp/hyogo

8月23日 ＩＪＭＳＣセミナー ジャカルタ 日本インドネシア医療勉強会
インドネシアの若手医師、医療従事者を対象とし
たインドネシアに適した疾病治療に関するセミ
ナー。

PT.Otsuka Indonesia　中村幸子
TEL   : +62-21-782-7669
FAX   : +62-21-782-7663

8月23日～24日 日本語弁論大会 ジャカルタ ダルマ・プルサダ大学
ジャボタベック地域の高校生及び国内大学生を
対象とした日本語弁論大会。拓殖大学との共催
事業。

ダルマ・プルサダ大学
TEL   :+62-21-864-9051
FAX   :+62-21-864-9052
Web-site: http://www.unsada.ac.id/

8月23日～31日 日本とインドネシア子供の絵交流展 バリ、ウブド 日本とインドネシア子供の絵交流展
第29回ウブド小学生と幼稚園児絵画コンテスト
の優秀作品と東京都荒川区の小学生、幼稚園
児の絵画の交流展。

サクティ・ビンタン・ダリ・コテージ
TEL   :
FAX   :
E-mail: bintanglima@indo.net.id

8月24日 第5回フレンドシップカップ囲碁大会 ジャカルタ
国際交流基金、ジャカルタ囲碁将棋
クラブ

国際交流基金とジャカルタ囲碁将棋クラブの共
催で、両国の囲碁プレーヤーによる親善試合。

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

8月24日～
9月７日

ＪＡＹＳＥＳ：　アジア理工系学生交流プログラ
ム2008

ジャカルタ、バンド
ン、ジョグジャカルタ

東京工業大学

東京工業大学の学生とインドネシアの学生が、
現地の企業、政府機関、大学等を視察し、日本
の科学技術のアジアにおける影響等につき意見
交換し提言を発表。

東京工業大学
TEL   : 03－5734-2237
FAX   : 03－5734-3677
E-mail:ｔshimura@jim.titech.ac.jp
Web-site:
http://ttot.ipo.titech.ac.jp/JAYSES2008/

8月25日～26日
在日インドネシア留学生協会第17回研究発表
大会・インドネシア日本友好フォーラム

東京 在日インドネシア留学生協会
インドネシア人留学生による科学、技術、経済等
に関する研究についての会合、両国研究機関の
関係者によるフォーラム等。

ムハマド　サフラン
TEL　:080-3494-4223
E-mail:temuilmiah2008@gmail.com

8月26日 日本インドネシア国交５０周年記念祭 ジョグジャカルタ
広島経済大学　興動館
インドネシア国際貢献プロジェクト

村落住民を対象とする日本のお祭りを通じた日
本の文化紹介、各種イベント（盆踊り、各種屋台
等）。

広島経済大学　興動館
インドネシア国際貢献プロジェクト
TEL   :082-832-5010
FAX   :082-832-5011
E-mail: koudoukan@hue.ac.jp
Web-site:
http://koudoukan.hue.ac.jp/index.html

8月26日～27日 東京インドネシア共和国学校交流事業 東京 東郷町・東郷町国際交流協会
東郷町の小中学生による東京インドネシア共和
国学校への交流訪問。

東郷町役場健康交流課
TEL　:0561-37-5814
FAX　:0561-37-5823

8月27日 記念レセプション 東京 在京インドネシア大使館 レセプション、文化公演、展示等。
在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697



8月28日
JIIA国際フォーラム：
ハッサン・ウィラユダ　インドネシア外務大臣

東京
財団法人
日本国際問題研究所

外務省賓客として訪日したハッサン・インドネシ
ア外相による「日本・インドネシアの50年：地域・
国際社会における二国間関係」と題する講演。

財団法人日本国際問題研究所
TEL  : 03-3503-7801
FAX  : 03-3503-7186
Email : oha@jiia.or.jp
Web-site: http://www.jiia.or.jp

8月30日 第４０回東京ラグラグ会パーティ 東京 東京ラグラグ会 インドネシアの歌を通じた国際交流

（財）日本インドネシア協会
TEL  : 03-3661-2956
FAX  : 03-3661-4597
Email : japinda@proof.ne.jp

8月30日 平成20年度日本留学フェア スラバヤ
独立行政法人日本学生支援機構
プルサダ

高校生、大学生等の日本留学志望者への留学
相談

日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）
TEL   : +62-21-252-1912
E-mail: info@jasso.or.id
Web-site: http://www.jasso.or.id

8月31日 平成20年度日本留学フェア ジャカルタ
独立行政法人日本学生支援機構
プルサダ

高校生、大学生等の日本留学志望者への留学
相談

日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）
TEL   : +62-21-252-1912
E-mail: info@jasso.or.id
Web-site: http://www.jasso.or.id

8月31日
バリ・ガムラン・グループ・スワ・ギタ・プルティ
ウィ・ジャパン１０周年記念公演

兵庫 スワ・ギタ・プルティウィ・ジャパン
日本人の婦人からなる同団体によるバリ・ガムラ
ンの演奏、舞踊の公演

スワ・ギタ・プルティウィ・ジャパン
TEL：０８０－３１３６－９４１２
FAX：０７２－７２０－２９９４
E-Mail: swagitajapan@yahoo.co.jp
及びyumichigo98@m9.dion.ne.jp
Web-site: http://swagitajapan.web.fc2.com/

8月31日
日本－インドネシア友好50周年記念インドネシ
アフェア（KIS&神戸生活創造センタータイアッ
プ事業）

神戸 神戸インドネシア友の会
インドネシア料理の調理・試食、伝統楽器（アン
クルン）の演奏、インドネシアで撮影した写真の
展示等。

神戸インドネシア友の会事務局
TEL:078-811-3405
FAX:078-811-3855
E-mail:wakuta@ares.eonet.ne.jp
Web-site:
http://www.7b.biglobe.ne.jp/￣kis/

8月 日本インドネシア柔道大会 バリ インドネシア柔道協会
日本から柔道チームを招いての柔道大会の開
催

8月
インドネシアの独立記念日の祝賀 & MM2100
工業団地スポーツ大会

インドネシア
ﾒｶﾞﾛﾎﾟﾘｽ ﾏﾇﾝｶﾞﾙ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ ﾃﾞｨﾍﾞ
ﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ

インドネシア独立記念日のセレモニー及びス
ポーツ大会（入居企業対抗団体戦：バトミントン、
バレーボール、フットサル）（個人参加：10kmマラ
ソン）

メガロポリス・マヌンガル・インダストリアル・
ディベロップメント
TEL   : +62-21-898-1001
FAX   : +62-21-898-1002

8月 献血支援
ジャカルタ
ブカシ

デンソー
赤十字を工場に招いての従業員を対象とした献
血支援

デンソーインドネシア
TEL   : +62-21-651-2279
FAX   : +62-21-651-0566

8月
JPR：第１回インドネシア・南カリマンタン州支
援

南カリマンタン州 JPR　日本国際救急救助技術支援会 南カリマンタン州への救急救助技術支援（３）

JPR　日本国際救急救助技術支援会
TEL   : +81-90-9627-7361
FAX   : +81-6-6308-4071
E-mail: hary399@yahoo.co.jp
Web-site: http://www.jpr.gr.jp

8月
インドネシア・日本高等教育に関するフォーラ
ム

東京 在京インドネシア大使館
在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

8月 バリ・ロード・マップ（気候変動）に関する対話 （東京・大阪） 在京インドネシア大使館
世界の気候の観点から日本・インドネシア関係
の今後について議論（２）

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

8月末 日イラグビー友好年記念試合 ジャカルタ JJC ラグビー部
JJCラグビー部と、インドネシア人ラグビーチー
ム（ｼﾞｬｶﾙﾀﾊﾞﾝﾃﾝ）との記念試合

ＪＪＣラグビー部
TEL   : +62-21-252－1243
FAX   : +62-21-252－1249
E-mail: yuji.kato@sumitomocorp.co.jp
Web-site: http://jakartabanteng.com/

9月3日～26日
「幻のバリ舞踊とガムラン～ジョゲッ・ピンギタ
ン」日本公演

松江、大阪、名古
屋、京都、東京、甲
府、山形

バリ芸能研究会
バリの伝統的女性舞踊「ジョゲッ・ピンギタン」の
舞踊家の初来日公演。

バリ芸能研究会
TEL　/ FAX :03-3812-2536
E-mail:mmbali@attglobal.net

9月6日 日本インドネシア友好の集い 浦安 浦安在住外国人会
講演、両国市民によるアンクルン合奏、バリダン
ス、プンチャクシラットの紹介等。

浦安在住外国人会
TEL　:047-353-3891
FAX　:047-353-3891
E-mail:hiroindo@kdp.biglobe.ne.jp

9月9日 インドネシア共和国独立記念祭 広島 広島インドネシア協会
インドネシア人留学生と広島市民の交流のため
のインドネシア独立記念レセプション。

広島インドネシア協会
TEL　:082-252-3000
FAX　:082-252-3090

9月14日 日イ友好音楽会 神戸
世界民族音楽
伝統楽器研究所

在大阪インドネシア総領事館関係者、神戸大学
の留学生、一般のインドネシア音楽の愛好家に
よるインドネシア伝統楽器（アンクルン）の合奏を
通じた交流。

世界民族音楽伝統楽器研究所
TEL　:078-621-5104
FAX　:078-621-5104
E-mail:wakuta@ares.eonet.ne.jp

9月16日～17日 「アートトライ」インドネシア公演 ジャカルタ
国際交流基金
アートトライ実行委員会
文化庁（助成）

ジャカルタ芸術劇場が主催する国際演劇フェス
ティバル「Schouwburg Festival」に日本の公演団
4団体が参加。

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

9月



9月18日～19日 オールジャパン協力会議 ジャカルタ 在インドネシア大使館
政府関係者、政府関係機関、在留邦人等による
オールジャパンの日インドネシア関係に関する
意見交換。

在インドネシア日本大使館
TEL:+62-21-3192-4308
FAX:+62-21-3192-5460
Web-site: http://www.id.emb-japan.go.jp/

9月30日～
12月16日

アジア理解講座「インドネシア芸術を巡る旅：
音楽・舞踏・演劇の多様性」

東京 国際交流基金

インドネシアの芸術に関する基本的な知識・情
報を体系的に提供することを目的とした一般市
民向け講座。

国際交流基金
TEL　:03-5562-0756
FAX　:03-5562-4423
E-mail:Masashi_Beppu@jpf.go.jp
Web-site:http://www.jpf.or.id

9月 金融支援レセプション ジャカルタ ＪＢＩＣ

ＪＢＩＣ改編の機会に、旧基金及び旧輸銀時代か
ら実施してきたインドネシア向け支援に関して、
インドネシアの投資促進や経済社会開発への貢
献に関する発表。

JBIC
TEL   : +62-21-522-0693
FAX   : +62-21-520-0975
Web-site:http://www.jbic.or.id

9月 孤児への寄付 ジャカルタ デンソー
孤児を対象とした食べ物・衣類等の支給及びお
祝い会

デンソーインドネシア
TEL   : +62-21-651-2279
FAX   : +62-21-651-0566

9月 記念レセプション 大阪 在大阪インドネシア総領事館 レセプション、文化事業、展示の開催
在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

10月1日
～12月28日

インドネシアパネル展 横浜
横浜市立よこはま動物園
ズーラシア

インドネシアの動物のパネル展及び西バリ国立
公園スタッフによる絶滅の危機にあるカンムリシ
ロムクに関する講演会。

横浜市立よこはま動物園ズーラシア
TEL   : 045-959-1297
FAX   : 045-959-1450
E-mail :  nagakura@hama-midorinokyokai.or.jp
Web-site: http://www.zoorasia.org/

10月10日～25日
Sister City Jakarta- Tokyo  Culture Festival "
Gado-gado Jakarta Show

ジャカルタ
ジャカルタ州政府
日本インドネシア文化財団

東京都とジャカルタ州の姉妹都市交流事業（現
代・伝統舞踊・音楽公演）。

日本インドネシア文化財団
TEL   :+62-21-3911-861
FAX   :+62-21-390-4411
E-mail : romoharie@yahoo.com
Web-site: http://www.nihindo.org

10月11日 第１７回　盆踊り大会 デンパサール バリ日本人会 盆踊り、生け花のデモンストレーション等。

盆踊り実行委員会
TEL   : +62-81-2384-0677
FAX   : +62-361-760-019
E-mail: operation4@paradisebalitours.com
Web-site: http://www.japanclubbali.org/

10月11日、12日 日本インドネシア友好年記念剣道大会 ジャカルタ ジャカルタ剣友会 親善試合、親善稽古、親善レセプション。

ジャカルタ剣友会
TEL   : +62-21-3983－9737
FAX   : +62-21-315-7152
E-mail: ttkuma1977@yahoo.co.jp

10月13日、26日
11月9日、23日、24日

第20回留学生秋のスポーツフェア
東京 留学生スポーツ交流協会

日本滞在の外国人留学生と日本人青年・学生が
一堂に会し、スポーツ及び文化交流を通じて交
流し合い、国際理解を深め、留学生等の日本滞
在を支援。

留学生スポーツ交流協会
TEL　:03-3663-5707
FAX　:03-3663-8869
E-mail:info.fsea.gr.jp
Web-site:http://www.fsea.gr.jp/

10月14日、16日 日本インドネシア映画人シンポジウム
東京
大阪

日本映画撮影監督協会
日本とインドネシアの映画関係者による講演・パ
ネルディスカッション、インドネシア映画の上映
等。

日本映画撮影監督協会
TEL　:03-3356-7896
FAX　:03-3356-7897
E-mail:info@jsc.or.jp
Web-site:http://www.jsc.or.jp

10月14日～27日
「復活の日」
－イプセン最後作「私たち死んだものが目覚め
たら」による現代能－

ジャカルタ
ソロ
バリ

（有）名取事務所 能の様式を踏まえたイプセン劇の上演。

（有）名取事務所
TEL   : 03-3428-8355
FAX   : 03-3428-8355
E-mail: thntr123@ybb.ne.jp
Web-site: http://www.nato.jp

10月14日～12月21
日

インドネシアの民族衣装展Ⅱ 群馬 （財）桐生地域地場産業振興センター
桐生市が所有する「世界の民族衣装（桐生市染
織資料約2000点）」のインドネシアの衣装の展示
公開。

桐生地域地場産業振興センター
TEL　:0277-46-1011
FAX　:0277-46-1014
E-mail:ubu@kiryujibasan.or.jp
Web-site:http://www.kiryujibasan.or.jp

10月18日及び25日
（シンポジウム）

10月18日～25日（写
真展）

日本・インドネシアの交流の過去・現在・未来
日本・インドネシア国交正常化
５０周年記念シンポジウム

東京 和光大学総合文化研究所
主にエネルギー及び人材育成をテーマとするシ
ンポジウムの開催（２回）及び両国の交流関係に
おける歴史的な写真を公開する展示会。

和光大学経済経営学部バンバン研究室
TEL　:090-2237-1169
FAX　:044-52-8262
E-mail:bambang@wako.ac.jp
Web-site:http://www.wako.ac.jp/

10月20日～25日 チャリティー絵画展”インドネシアの思い出” 東京 渡邊ゆかり インドネシアに関するチャリティー絵画作品展
ルクス　ギャラリー
TEL / FAX : 03-3563-0128
Email    : luxe-gallerie@w7.dion.ne.jp

10月21日
DinyiosとBimo Danceによる芸術コラボレーショ
ン

Gessa Production ジャカルタ芸術劇場
京都の芸術団体Dinyiosとジョグジャカルタの
Bimo Danceによる芸術コラボレーション。

Gessa Production
（担当：フェルディナンド・モジョ）
TEL   :+62-21-8378-5689
FAX   :+62-21-8378-5688
E-mail: ferylubis@gessaproduction.com
Web-site: http://www.gessaproduction.com

10月24日～26日 日本インドネシア友好50周年記念柔道大会 プンチャック インドネシア柔道協会、JJC柔道部

 インドネシア柔道協会と共同で全国柔道クラブ
対抗団体戦を開催。優勝チームと招聘TORAY
日本チームとの交歓試合、子供たちへの技術指
導等。

担当：芦本
TEL   :+62-811-173-034
FAX   :+62-21-898-1154
E-mail: t-yoshimoto@posmi.co.jp

10月25日～26日 ジャカルタ祭り ジャカルタ ジャカルタ祭りの会
おみこし、よさこいソーラン、バンド演奏、縁日の
再現

ジャカルタ祭りの会
TEL   : +62-21-570-7600
FAX   : +62-21-570-0077
E-mail: akai@biz.net.id

10月25日 日本・インドネシア友好コンサート ジャカルタ ジャパンクラブ・コール・ムティアラ
インドネシア人による和太鼓、日本人によるアン
クルン演奏、ＪＪＣコール・ムティアラによる合唱、
プルサダ大学合唱団による合唱

JJCコール・ムティアラ
TEL   : +62-21-765-8373
FAX   : +62-21-765-8373

10月（10月開始を含む）



10月29日

LEARNING FROM JAPAN” 2nd
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2008‘IN
SEARCH OF A NEW CULTURE FOR URBAN
MOBILITY IN INDONESIA

ジャカルタ インドネシア大学日本研究センター
日イの専門家によるシンポジウム。プレゼンテー
ション及びディスカッション、及び都市交通に関
する展示。

インドネシア大学日本研究センター
TEL  : +62-21-786-3547
FAX  : +62-21-786-3548

10月 中高教員グループ招聘 東京、大阪（予定）
国際交流基金
インドネシア国家教育省

インドネシアの中学校及び高校教師の日本招聘
及び日本の教育現場等の状況の視察。

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

10月 御堂筋パレードでの文化紹介 大阪 在大阪インドネシア総領事館
パレードへの参加を通じたインドネシアの文化紹
介

在京インドネシア大使館
TEL  :03-3441-4201
FAX  :03-3447-1697

10月
物流マネージメント・セミナー ジャカルタ JETRO 物流マネージメントに関するセミナー

JETRO
TEL   : +62-21-520-0264
FAX   : +62-21-520-0261
Web-site:
http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/oversea
s/idn_jakarta/

2008年10月～
ハニーココナツの購買を通じた
奨学金支援

東京、横浜、浦和、
浜松、伊東、岐阜等

（株）マリンスポーツ・
オフィス

同社が経営するレストランがインドネシアの奨学
金支援事業を推進するNGOを通じてハニーココ
ナツを購買し、同NGOがその収益からインドネシ
アの児童へ奨学金を提供。

（株）マリンスポーツ・オフィス
TEL   : 0557-47-1700
FAX   : 0557-47-4179
E-mail : jerry@marispo.co.jp
Web-site: http://www.surabaya.jp/

10月～12月
インドネシア熱帯雨林再生植林プロジェクト支
援　フィールディングの森づくり

東カリマンタン州クタ
イカルタヌガラ県

ＮＥＣフィールディング株式会社

インドネシア国立ムラワルマン大学の演習林で
あるブキットスハルト保護林地区が火災被害に
より劣化している。現地森林を回復するために
再生植林のプロジェクト支援を実施。

ＮＥＣフィールディング株式会社
(担当：環境推進室　菊池博明）
TEL   :03-3769-5645
FAX   :03-34577106
E-mail. kikuchi-h@star.fielding.nec.co.jp
Web-site: http://www.fielding.co.jp

10月～12月 ＪＪＣ公開講座 ジャカルタ 財団法人ジャカルタ ジャパン クラブ

日本企業の過去の対インドネシア投資状況と、
その両国・両国国民への貢献及び将来への展
望を産業毎に紹介。インドネシア大学等の大学
生の他、一般聴講希望者を受け入れた公開講
座。

ジャカルタジャパンクラブ事務局
TEL   : +62-21-315-0418
FAX   : +62-21-3192-5902
E-mail: jasmine@jjc.ntt.net.id

10月～12月
インドネシア　地域住民のためのアグロフォレ
ストリーモデル造成支援

東カリマンタン州
バリックパパン市

株式会社協和木工所

植林苗を農民へ提供し、管理・育成のためのサ
ポートを行い、農業と林業を組み合わせた「農林
混合」モデルを普及させ、農民の収入向上を目
指す。

株式会社協和木工所
TEL   :042-597-3853
FAX   :042-597-3858
E-mail: masatoshi@kyowa-m.co.jp
Web-site:http://www.kyowa-m.co.jp

10月～12月 日本語短期留学(研修)の助成 大阪 大阪ガス国際交流財団
インドネシアの大学の日本語学科生を対象とし
た日本における日本語研修。

大阪ガス国際交流財団
TEL　:06-6205-4700
FAX　:06-6205-5112
E-mail:shinji-hotta@osakagas.co.jp
web-site:http://www.osakagas.co.jp/com-sh
ｔｍ/

11月1日～2日 インドネシア　アニメーション　フェスティバル ジャカルタ アイエムエムジー

インドネシア未公開日本アニメーションの上映を
核とするサブカルチャーイベント。ライブショー、
アニメーション関連品展示等も併設予定。

アイエムエムジー
TEL   : +62-21-718-3311
FAX   : +62-21-718-3322
E-mail: crayon@immg.co.id

2008年11月1日
～2009年１月25日

インドネシアの伝統文化 京都 観峰美術館
インドネシアの染め物、織物の展示、音楽、舞踊
の実演等。

観峰美術館
TEL   : 075-771-7130
FAX   : 075-771-8441
E-mail: kampomuseum@kampo.co.jp
Web-site: http://www.kampo.co.jp

11月1日～9日 インドネシア・日本博覧会2008 ジャカルタ
日本経済新聞社
コンパス・グラメディアグループ

両国関係の未来像を掲げ、日本の最先端の科
学技術・製品から、若者に人気の文化までを幅
広く紹介

日本経済新聞社
TEL   : +81-3-5255-2847
FAX   : +81-3-5255-2860
E-mail: akihiko.morita@nex.nikkei.co.jp

11月1日 インドネシア－日本シンポジウム ジャカルタ インドネシア日本友好協会（PPIJ）
食糧問題、農業問題、エネルギー、環境、社会・
文化、政治問題に関するセミナー。

インドネシア日本友好協会（ＰＰＩＪ）
TEL   : +62-21-801-5703
FAX   : +62-21-801-5683
E-mail: ppij@cbn.net.id
Web-site:

11月1日～9日 インドネシア・日本博覧会への参画 ジャカルタ JICA（新ＪＩＣＡ）
JBIC

JICA（新JICA)、JBICによる同博覧会でのロボッ
ト・コンテストへの参加、市民警察プロジェクトに
ついての展示。

JICA
TEL   : +62-5795-2112
FAX   : +62-5795-2116
Web-site:
http://www.jica.go.jp/indonesia/english/inde
x.html

11月2日 奨学金合同授与式 ジャカルタ
ジャカルタ ジャパン クラブ
（ＪＪＣ）

ＪＪＣ会員企業各社の奨学金活動を広くインドネ
シア国民各層へ紹介し、日本企業のイメージ
アップと次世代を担うインドネシアの学生達の勉
学への動機付けを目的に開催。

ジャカルタジャパンクラブ事務局
TEL   : +62-21-315-0418
FAX   : +62-21-3192-5902
E-mail: jasmine@jjc.ntt.net.id

11月2日 三菱商事奨学金制度MOU調印式 ジャカルタ 三菱商事ジャカルタ駐在事務所

バンドン工科大学、ボゴール農業大学(SBRC、
CREATA)でジャトロファをテーマに研究している
大学生・大学院生等、年間12名を対象とする奨
学金制度、及びインドネシア大学経済学部の学
部生、年間10名を対象とする奨学金制度につい
てのMOU調印式(JJC主催によるインドネシア・
日本国交50周年記念「奨学金合同授与式」にて
実施）。

三菱商事ジャカルタ駐在事務所（担当：久
米）
TEL   : +62-21-5795-1108
FAX   : +62-21-5795-1109
E-mail: masato.kume@mitsubishicorp.com

11月



11月2日～8日
日本-インドネシア修好５０周年記念第８回アイ
ム・ジャパン・インドネシア訪問団

ジャカルタ
バリ

財団法人中小企業国際人材育成事
業団（アイム・ジャパン）

国際相互理解の促進、海外投資の促進、及び、
開発途上国に対する経済協力を目的として最近
のインドネシア事情を体感するための視察（労働
移住省訪問、投資関係機関による講演、インド
ネシア・日本博覧会視察、工業団地・日系企業
訪問、職業訓練校視察等）。

アイム・ジャパン　(担当：小阪）
TEL   :03-5600-5627
FAX   :03-5600-5638
E-mail: kosaka@imm.or.jp
Web-site: http://www.imm.or.jp/

11月3日 日本インドネシア50周年記念セミナー ジャカルタ
在インドネシア日本大使館
戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）

両国の過去５０年の戦略的パートナーシップを振
り返り、将来の展望についての両国の有識者に
よる意見交換を行う。

在インドネシア日本大使館
TEL   : +62-21-3192-4308
FAX   : +62-21-3192-5460
Web-site: http://www.id.emb-japan.go.jp

11月4日
ＪＢＩＣ・ＬＰＥＭパートナーシップ・セミナー＆
ワークショップ

ジャカルタ
ＪＢＩＣ
インドネシア大学経済学部経済社会
研究所（ＬＰＥＭ－ＦＥＵＩ）

インドネシアにおける持続可能で競争力のある
産業発展の道筋について、産学官関係者と議論
するセミナー（日本インドネシア博覧会場で開
催）。関連行事として、11月3日にインドネシアの
産業競争力強化のための方策についてのワー
クショップを開催。）。

JBIC
TEL   : +62-21-522-0693
FAX   : +62-21-520-0975
Web-site:http://www.jbic.or.id

11月4日 東南アジア鋼構造建設セミナー （社）日本鉄鋼連盟 ホテルボルブドゥールジャカルタ 日本の鋼構造専門家によるセミナー。

（社）日本鉄鋼連盟（担当：松本眞司）
TEL   :03-3669-4815
FAX   :03-3667-0245
E-mail: shinji@jisf.or.jp
Web-site: http://www.jisf.or.jp

11月5～6日 第6回熊本大学フォーラム

スラバヤ市内
スラバヤ工科大学お
よびシェラトンスラバ
ヤ

熊本大学、JICA

熊本大学とスラバヤ工科大学を中心とする東
部インドネシア地域の大学との学術交流、並
びに学生交流を推進するための熊本大学及び
関係機関の参加による学術講演（ＴＶ会議
等）を中心とするフォーラム。

熊本大学研究・国際部国際課
s-kikuchi@jimu.kumamoto-u.ac.jp
Tel. +81-96-342-2431

JICA インドネシア事務所　割石
wariishi.shunsuke@jica.go.jp

11月5日～18日 インドネシア物流管理研修コース（ＩＤＬＭ） 横浜 AOTS
インドネシア企業の物流業務に関わる管理者、
経営幹部を対象に物流の効率化、高品質化のノ
ウハウについての研修。

AOTS
TEL　:021-522-6776
FAX　:021-522-6661
E-mail:hsuzuki@aots.or.id
Web-site:http://http:wwww.aots.or.jp

11月7日～12日
Sister City Jakarta- Tokyo  Culture Festival "
Gado-gado Jakarta Show

東京
ジャカルタ州政府
日本インドネシア文化財団

東京都とジャカルタ州の姉妹都市交流事業（現
代・伝統舞踊・音楽公演等。）。

日本インドネシア文化財団
TEL   :+62-21-3911-861
FAX   :+62-21-390-4411
E-mail : romoharie@yahoo.com
Web-site: http://www.nihindo.org

11月8，9日 日本の祭り ジャカルタ
ジャカルタ祭りの会
日本大使館
国際交流基金

インドネシア日本博覧会会場にて、秋田竿燈会
による竿燈祭りや女性太鼓グループ炎太鼓によ
る太鼓演奏の他、伝統文化、ポップカルチャー、
食文化、音楽等の日本の様々な文化を紹介。

在インドネシア日本大使館
TEL   : +62-21-3192-4308
FAX   : +62-21-3192-5460
Web-site: http://www.id.emb-japan.go.jp

11月10日～
12日

バリ・ディープ2008 ウブド
タイムアンドゴールド株式会社
バリ・ディープ・プロジェクト

ウブドのスカワティ家とのARTコラボレーションイ
ベント。

タイムアンドゴールド株式会社
TEL   : 045-911-4001
FAX   : 045-911-4020
E-mail: kakehashi@paradisejam.jp
E-mail: info@balideep.jp
Web-site: http://www.balideep.jp

2008年11月10日
～2009年2月28日

江上幹幸コレクション
　布と暮らす人たち
－東部インドネシアのイカット－

東京 杉野学園衣裳博物館
インドネシア東ヌサ・トｩンガラ州の伝統的な織物
の紹介，講演

杉野学園衣裳博物館
TEL   : 03-6910-4413
FAX   : 03-3491-8728
E-mail: sumida@sugino.ac.jp
Web-site: http://www.costumemuseum.jp

11月10日
創立３０周年記念式典 ジャカルタ 東陶機器 TOTO発足３０周年を記念した記念式典。

PT. SURYA TOTO INDONESIA
TEL   : +62-21-568-0024
FAX   : +62-21-560-1458

11月11日～12日
日本インドネシア友好５０周年記念　ビモ＆
ディニオス　ダンス公演

京都
ダンスカンパニー
ディニオス

相互の伝統文化を織り込んだ新しい現代舞踊作
品を共同で創造制作しインドネシア（10月）と日
本で公演。

ダンスカンパニー　ディニオス
TEL  : 075-312-6249
FAX  : 075-312-2604
Email : kyotosjc@dream.com
Web-site: http://www33.ocn.ne.jp/~kyotosjc

11月11日～17日
ガムラン
～青銅のオーケストラの響き～

静岡
静岡大学キャンパスミュージアム運営委
員会

静岡大学で所有するガムランの展示、インドネシ
ア人講師によるガムラン奏法のワークショップ、
両国の学生による合同演奏等。

静岡大学
TEL  : 054-238-4264
Email :kenkyu2@adb.shizuoka.ac.jp
Web-site:
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/sum/

11月14日～20日 アジア楽園芸術祭バリ2008 バリ 株式会社アートコミュニケーション

友好年を記念した現在日本芸術とバティックアー
トとの交流展。日本は絵画、書道、陶工芸、詩歌
陶板を300点展示。出展者による双方の芸術の
実演等。

株式会社アートコミュニケーション
TEL   : +81-3-3261-5712
FAX   : +81-3-3261-5752
E-mail: shimizu@artcommunication.jp
Web-site: http://www.artcommunication.jp

11月15日
インドネシアと日本友好2008年からくまちゃん
とカンチルである

ジャカルタ ダルマ･プルサダ大学
ダルマプルサダ大学学生による、演劇、盆踊り
等。

プルサダ大学（担当：ファイサル・アンワー
ル）
TEL   :+62-817-886-157
E-mail: cross2the_light@yahoo.com

11月15日
サンハート区民企画事業「サンハート　秋のス
ペシャルコンサート　インダ　プトｩリ」

横浜
財団法人　横浜市芸術文化振興財団
株式会社　横浜アーチスト共同事業
体

インドネシア民族楽器アンクルン演奏グループ
「インダ　プトゥリ」による演奏及び来場者による
アンクルン演奏の体験。

横浜市旭区民文化センター　サンハート
TEL   : 045-364-3810
FAX   : 045-391-6930
E-mail: sunheart@yaf.or.jp
Web-site: http://www.yaf.or.jp/sunheart/



11月15日～16日 ボゴール夏祭り ボゴール Different and Amemachi

日本文化紹介を目的に行われる夏祭りイベント
（金魚すくい、日本料理デモンストレーション、着
物、浴衣ファッションショー、折り紙、武道デモン
ストレーション、盆踊り、花火等）。

Different and Amemachi
TEL   :+62-251-342-467
FAX   :+62-251-342-467
E-mail: diffajasindo@gmail.com

11月15日～17日 合気道国際セミナー・シンポジウム ジャカルタ Indonesia Aikikai Foundation
約5カ国からの参加者による合気道に関するセミ
ナー・シンポジウム。

Indonesia Aikikai Foundation
（担当：イマヌエル・ハキム）
TEL   :+62-21-576-2720

11月15日～12月末 バリ島ウブドゥ王宮舞踊芸術写真展 東京 インドネシア文化宮
バリ島のウブドの王宮の舞踊団にスポットをあて
た写真展。

インドネシア文化宮
TEL   :03-3360-9171
FAX  :03-3360-7179
E-Mail: okawa@mxg.mesh.ne.jp
Web-site:
http://grahabudayaindonesia.at.webry.info/

11月20日～22日 日本文化祭 マカッサル JICA

南スラウェシ州で活動中の青年海外協力隊員15
名が「マカッサル観光専門学校」において観光専
門学校の教師、生徒300名を相手に空手、書道、
折り紙、福笑い等の日本の文化を紹介。

JICAインドネシア事務所（担当　福田）
Tel: +62-21-5795-2112 ext.511
Fax: +62-21-5795-2116

11月26日～30日
留学生と交流しよう　インドネシア・カルチャー・
デー

福岡 日本インドネシア国交樹立
　５０周年イベント実行委員会

「ミトラセニ・インタン・デワンガ舞踊団」によるイ
ンドネシアの伝統舞踊のパフォーマンス、インド
ネシアのろうけつ染め（バティック）の実演及び体
験ワークショップ、パネルディスカッション等。

九州・インドネシア友好協会
TEL   :092-523-1691
FAX   :092-524-3269
E-mail: k-kawatsu@kyudenko.co.jp

11月28日～12月1日 ジョグジャカルタ世界遺産ウォーク ジョグジャカルタ ジョグジャカルタ・ウォークング協会

プランバナン寺院、ボロブドゥール寺院、カリウラ
ン高原周辺でウォーキングを行う。両国国民が
共に歩くことで、健康と国際親善の増進を図り、
さらに植林活動を通じて環境緑化を促進。

nDalem Wironegaran
TEL   :+62-274-419-370
FAX   :+62-274-419-370
E-mail: jogjawalking@yahoo.com
Web-site: http://www.jogjaheritagewalk.com

11月30日～12月6日 インドネシア植林研修 東カリマンタン 株式会社松栄堂

東カリマンタン地方の国立公園内での同社社員
による植林研修を通じ、現地の林業公社と協同
して熱帯多雨林原生種を植林し、現地の熱帯多
雨林再生プロジェクトに協力。

株式会社　松栄堂　（担当：井上健司）
TEL   :075-212-5585
FAX   :075-212-5596
E-mail: koh-iken@shoyeido.co.jp

11月上旬 インドネシア　ハンドブック２００８年版の刊行 ジャカルタ ジャカルタ ジャパン クラブ
インドネシアの歴史、地理、政治、経済、文化に
亘る幅広い分野の専門家が執筆。

ジャカルタジャパンクラブ事務局
TEL   : +62-21-315-0418
FAX   : +62-21-3192-5902
E-mail: jasmine@jjc.ntt.net.id

11月 Kudan Project「美藝公」公演 ジャカルタ
Kudan Project
国際交流基金
文化庁（助成）

ジャカルタ芸術劇場において日本の現代演劇を
上演。

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

11月 留学生の集い ジャカルタ ＪＢＩＣ
過去の留学生借款による日本留学生、あるい
は、ＪＢＩＣでの研修生が参加しての日本の留学
経験に関するワークショップ

JBIC
TEL   : +62-21-522-0693
FAX   : +62-21-520-0975
Web-site:http://www.jbic.or.id

11月
インドネシア日本博覧会2008でのヤマハアー
ティストによるコンサート

ジャカルタ ヤマハミュージック インドネシアのヤマハアーティストの紹介

ヤマハ・ミュージック
TEL   : +62-21-520-2577
FAX   : +62-21-520-2650
Web-site: http://www.yamaha.co.id

11月
JPR：第１回インドネシア・南カリマンタン州支
援

南カリマンタン州 JPR　日本国際救急救助技術支援会 南カリマンタン州への救急救助技術支援（４）

JPR　日本国際救急救助技術支援会
TEL   : +81-90-9627-7361
FAX   : +81-6-6308-4071
E-mail: hary399@yahoo.co.jp
Web-site: http://www.jpr.gr.jp

11月
パネルディスカッション
「日本及びインドネシアでの留学生活と両国の
相互理解・協力の増進について」

ジャカルタ 財団法人　インペックス教育交流財団

各年代層を代表するパネリストから、当時又は
現在の両国での留学生活について紹介し、その
意義や今後の相互理解増進について議論を行
う

インペックス教育交流財団
TEL   : +81-3-5448-1298
FAX   : +81-3-5448-1254
Web-site: http://www.inpex-s.com/

11月
ASEAN、東アジア経済統合セミナー ジャカルタ JETRO

ASEAN＋αの経済統合の動きの概括及び今後
の展望の紹介

JETRO
TEL   : +62-21-520-0264
FAX   : +62-21-520-0261
Web-site:
http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/oversea
s/idn_jakarta/

11月
ジャカルタＭＲＴ事業イベント ジャカルタ ＪＢＩＣ

ＭＲＴ有識者懇談会開催の機にイベント広報を
実施

JBIC
TEL   : +62-21-522-0693
FAX   : +62-21-520-0975
Web-site:http://www.jbic.or.id

12月1日 日本インドネシア経済フォーラム 東京
（社）日本経済団体連合会、(財)経済
広報センター、在京インドネシア大使
館、インドネシア商工会議所（KADIN)

日本インドネシア経済連携協定の発効を記念し
今後の両国の経済連携の拡大と深化について
意見交換。

日本経済団体連合会
TEL　:03-5204-1642
FAX :03-5255-6268
E-mail:k-nakaji@keidanren.or.jp
Web-site:http://www.keidanren.or.jp/
indexj.html

12月1日 日本インドネシア50年交流史の発表 日本 日本・インドネシア友好年事務局
日本経済団体連合会主催「日本インドネシア経
済フォーラム」にて発表。

日本・インドネシア友好年事務局
TEL:03-5501-8265
FAX:03-5501-8264
E-mail:japan-indonesia2008@mofa.go.jp
Web-
site:http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indon
esia/yukou_2008/index.html

12月3日

“New Paradigm for Better Society: New
Business Model for Private, NGO and
Academy on Development”

ジャカルタ JICA
開発における両国の民間企業のCSR活動、ＮＧ
Ｏ、大学との連携等についてのワークショップ。

JICAインドネシア事務所（担当　リンガ）
Tel: +62-21-5795-2112 ext.444
Fax: +62-21-5795-2116
e-mail: KartikaLingga.IN@jica.go.jp

12月



12月5日、6日 将棋・チェス交流デモンストレーション バリ
バリ日本人会文化部
日本将棋連盟バリ支部

日本将棋連盟バリ支部会員及び日本将棋連盟
の棋士をバリ島に招待し、将棋デモンストレー
ションを行うとともに、現地の小中学生のチェス
上級者と草の根交流を図る。

バリ日本人会文化部
TEL   :+62-361-970-736
FAX   :+62-361-976-176
E-mail: bintanglima@indo.net.id

12月7日 インドネシアへようこそ！ 宮城 美里町国際交流協会
インドネシアの風土や歴史に関する講演会、伝
統舞踊、民族歌謡の鑑賞等を通じた市民レベル
での交流事業。

美里町国際交流協会
TEL　:0229-33-2113
FAX :0229-33-2402
E-mail:kikaku@town.misato.miyagi.jp
Web-site:http://www15.ocn.ne.jp/¯mifa/

12月11日～13日 インドネシア流エコスタイル展 東京
財団法人
日本インドネシア協会

 友好年クロージング事業として、「スローライフ」
と「エコロジー」をテーマにインドネシアの自然、
文化、伝統工芸品等の紹介、討論会、バティック
のワークショップ等を行う。

財団法人　日本インドネシア協会
TEL   : 03-3661-2956
FAX   : 03-3661-4597
E-mail: japinda@proof.oce.ne.jp

12月13日、14日 第50回ＪＪＣテニストーナメント ジャカルタ ＪＪＣ個人部会テニス部
日本インドネシア関係50周年を記念する第50回
記念大会として、インドネシア人の参加も得てテ
ニス・トーナメントを開催。

濱田伸
TEL   :+62-21-572-3041
FAX   :+62-21-572-3337
E-mail: shin_hamada@orix.co.jp

12月18日
愛媛・インドネシア友好協会設立総会及び記
念シンポジウム

愛媛 国立大学法人 愛媛大学

愛媛とインドネシアの学術、経済、文化の交流を
通じて、友好関係を構築することを目的として、
愛媛・インドネシア友好協会を設立するにあた
り、設立総会及び記念シンポジウムを開催。

国立大学法人 愛媛大学 国際交流センター
TEL   : 089-927-8104
FAX   : 089ｰ927-8967
E-mail: keiko@stu.ehime-u.ac.jp
Web-site: http://www.stu.ehime-u.ac.jp/

12月22日～28日
コミュニティ・エンゲージメント・プログラム 2008
インドネシア

ジャカルタ
ジョグジャカルタ
メダン

特定非営利活動法人
ミュージック・シェアリング

学校・小児病院・児童施設等にて西洋音楽のコ
ンサートを開催し児童等との交流を図る。

特定非営利活動法人
　ミュージック・シェアリング
TEL   : 03-3261-1855
FAX   : 03-3261-1856
E-mail: musicsharing@dolphin.ocn.ne.jp
Web-site: http://www.musicsharing.jp/

12月 ジャパン・ウィーク ジャカルタ
JICA
国際交流基金

インドネシア大学等による研究成果発表

JICA
TEL   : +62-21-390-7533
FAX   : +62-21-390-7536
Web-site:
http://www.jica.go.jp/indonesia/english/inde
x.html

12月 歌舞伎舞踊+錦絵原画展示 ジャカルタ他1都市
国際交流基金
国立劇場

国立劇場の協力を得て、江戸時代の浮世絵原
画の展示、浮世絵に描かれている舞踊の公演を
実施。

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

12月 国際囲碁大会 ジャカルタ 国際交流基金
在インドネシアの日中韓及びインドネシア人囲碁
愛好家による囲碁大会

国際交流基金
TEL   : +62-21-520-1266
FAX   : +62-21-525-5159
E-mail: pkj@jpf.or.id
Web-site: http://www.jpf.or.id

12月 E-mail: bintanglima@indo.net.id インドネシア
ﾒｶﾞﾛﾎﾟﾘｽ ﾏﾇﾝｶﾞﾙ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ ﾃﾞｨﾍﾞ
ﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ

５つの村に位置する１６小学校と２中学校の生徒
５０００人への奨学金と教材の寄付

メガロポリス・マヌンガル・インダストリアル・
ディベロップメント
TEL   : +62-21-898-1001
FAX   : +62-21-898-1002

12月 バリ島に記念の桜植樹。緑と花の森再生
バリ島
（バドゥン県）

バリ日本人会文化部
両国国交樹立50周年記念のモニュメントとして、
50本のカワズ桜を植える。

バリ日本人会文化部
TEL   :+62-361-970-736
FAX   :+62-361-976-176
E-mail: bintanglima@indo.net.id

12月20日～24日 足踏みミシン贈呈・技術交流
西ジャワ州
（スカブミ）

大分工業高校／JICA／文部科学省
大分工業高校学生がインドネシアの地方で足踏
みミシンの修理を行い、また日本からミシンを持
参して贈呈。

インドネシア：JICA　水野
HP 0812-1036042
日本：大分工業高等専門学校
准教授　田中　孝典
TEL: 097-552-7652

12月26日
『〈インドネシアの伝統音楽 ガムランとバリ舞
踊〉コンサート』
『こども　ガムラン　ワークショップ』

市川市文化会館
（大ホール）

千葉県　市川市
バリ舞踊の鑑賞とガムラン楽器に触れるワーク
ショップを通して、来場者にインドネシア文化に
触れてもらう。

市川市
TEL   : 047-334-1109
FAX   : 047-336-8022
Web-site:
http://www.city.ichikawa.lg.jp/index.html

1月6日～1月15日 アジア農業高校拠点校づくり事業
群馬県、
ゲゲルカローン農業
高校（レンバン）

群馬県
群馬県の高い農業技術・知識を効率的に移転さ
せるため、アジアの国に国際協力の拠点となる
農業高校をつくる。

群馬県　国際課
TEL　: 027-226-3394
FAX　: 027-223-1692
E-Mail:kokusaika@pref.gunma.jp
Web-site:http://remembertsunami.

2009年3月
第３回 アジアンキッズ・ジャズコンファレンス
                                       in　旭川 2008

旭川市大雪クリスタ
ルホール音楽堂　他

ジャズマンスイン旭川実行委員
バリより伝統楽器を学ぶ音楽学生を招聘し、子
ども達の相互理解の場を作る。

ＪＭＩＡ実行委員会
TEL   : 0166-22-3567
FAX   : 0166-22-3567
Web-site: http://jazzmonth.net/

2009年5月23日

KANSAI YAMAMOTO PRODUCES "FESTIVAL OF
LIFE ～いのちの祭り～"in INDONESIA -
FRIENDSHIP SUPERSHOW FOR THE NEXT 50
YEARS-

バリ 株式会社　山本寛斎事務所
地元住民などの参加も得て、両国の伝統楽器の演
奏、伝統的な祭りを取り入れたショーを行う。

株式会社　山本寛斎事務所
TEL   : 03-5772-2462
E-mail: info@kansai-inc.co.jp
Web-site: http://www.kansai-
inc.co.jp/news/index.html

【改訂に際しての留意点】　英数字は半角半角で入力してください。

２００９年

（合計：302事業）


