
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

北海道
公益財団法人
パシフィック・ミュージック・フェス
ティバル（ＰＭＦ）　組織委員会

〒060-0052
北海道札幌市中央区南2条東1丁目1-
14
住友生命札幌中央ビル1階
TEL:011-242-2211
http://www.pmf.or.jp/

毎年夏、国際教育音楽祭「パシフィック・ミュー
ジック・フェスティバル(PMF)」を開催。世界各国・
地域にてオーディションを行い、選抜されたおよ
そ120名のアカデミー生に対し、世界屈指の一流
アーティストが、約1ヶ月に渡り指導を行うほか、
その間、およそ50回の演奏会を行い、アカデミー
生の発表の場を創出しており、また、これを安価
で提供することで、市民に対し還元している。
1991年に故レナード・バーンスタインの提唱によ
り創設。

北海道
公益財団法人
札幌市芸術文化財団

〒005-0864
北海道札幌市南区芸術の森2丁目75番
地
TEL:011-592-5114
http://www.sapporo-caf.org/

サッポロ・シティ・ジャズ事業の実施、札幌コン
サートホールの管理運営（指定管理者）、各種事
業（自主事業）の実施。

北海道
NPO法人
北海道国際音楽交流協会（ＨＩＭ
ＥＳ）

〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西3丁目
札幌MNビル6階　SIS内
TEL:011-232-7592
http://www.himes.jp/index.html

1988年に任意団体として活動を開始してから、
本道ゆかりの若い音楽家の成長を願い、支援の
ためにチャリティー ・コンサートによる資金でハ
イメスコンクール優勝者の海外留学研修資金を
助成。「海外のアーティスト」の招へいや当協会
アーティスト会員による「共演コンサート」「国際
フォーラム」等を共催、講演し、会員派遣により
国際交流を促し音楽活動の国際化を図るなどの
民間窓口を務める一方、地元会員アーティスト
の活動を促す各種コンサート、公開レッスンなど
を実施。

青森県 青森県日ロ交流協会

〒030-0902
青森市合浦1-2-4
JTSみちのく内
TEL:017-752-1705

みちのく銀行主導によるロシア支援活動のため
に設立。その後、子供の交流事業を行い、毎年
1,000人を超える日ロの子供交流事業を行った。

青森県 青森中国語の会
〒030-0941
青森市自由ヶ丘2-13-21
TEL: 017-742-7057

現代中国語を学習研究し、中国語に対する認識
の向上と普及を図るとともに中国を理解し日中
友好の一翼を担うことを目的とする。

青森県 日本赤十字社青森県支部
〒030-0861
青森市長島1-3-1
TEL:017-722-2011

赤十字事業を行うこと。

青森県 日本ユーラシア協会青森支部
〒038-0042
青森市新城字平岡109-411
TEL:017-788-9797

日本国民と旧ソ連邦を構成した諸国民との相互
の理解、親善を図り、世界平和に寄与することを
目的として結成された全国組織の青森支部。

青森県 浪岡国際交流協会(NIRA)
〒030-1311
青森市浪岡字細田17-2
TEL:017-262-3897

・会員自身が楽しめるボランティアであること。
・外国の方々との交流によって地球市民の意識
を高めること。
・基本的には、会員一人ひとりが抱く国際交流の
思いをかなえられる運営を目指す。

青森県 サムルノリ青森
〒038-0004
青森市富田2-21-25
TEL:080-3337-3192

まだ青森では知られていない韓国を代表する民
俗芸能「農楽」及び「サムルノリ」を「地域文化
祭」や「国際交流イベント」を通じて、一人でも多
くの県民へ紹介し、普及活動することで、韓国文
化理解の一助となるよう務め、韓国との友好・交
流を深める為に設立。

青森県
特定非営利活動法人
あおもりコリアネット

〒030-0841
青森市奥野4-13-18
TEL:080-6006-6500

青森県と韓国との交流推進を草の根から支援す
ることを目的とし、韓国人による青森ソウル便の
活用促進を図るとともに、経済交流の実現に資
する事業を行う。

青森県
一般社団法人
青森県ユネスコ協会

〒030-0823
青森市橋本3-4-15-2F
TEL:017-722-4472

・ユネスコ憲章の精神に基づきユネスコ活動の
推進を図る
・国際親善交流
・地域の教育的・文化的発展に関すること
・世界遺産等の保護保全に関すること
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青森県 おひさまプロジェクト
〒030-0945
青森市桜川2-3-1
TEL:017-744-5705

地域のイベントでフェアトレード商品を販売する
ことでバングラディシュやネパールの女性の自
立支援を行う身近な国際協力活動を行ってい
る。

青森県 市民による国際協力実行委員会
〒030-0945
青森市桜川2-3-1
TEL:017-744-5705

青森から出来る国際協力の実践、少しでも「遠
く」の世界や発展途上国のことを「近く」に感じて
もらえるようなきっかけづくりを目指す。

青森県 あおもりとベンガルをつなぐ会

〒030-8505
青森市浜館字間瀬58-1
青森県立保健大学千葉研究室
TEL:017-765-2075

インド国西ベンガル州の農村の人々との交流を
推進する。具体的には現地NGOであるサービス
センター(DRCSC)に協力し、村落開発の拠点と
なる多目的教育センターの活動を支援する。ま
た、ベンガルの農村の開発を通して、青森の開
発・発展を考える。

青森県
在日本大韓民国民団青森県地
方本部

〒030-0861
青森市長島3-18-6
TEL:017-776-3317

県内在住韓国人の親睦団体。1966年韓日親善
協会を結成し、韓日間の民間親善交流活動を支
援している。

青森県 青森県日中友好協会
〒030-0132
青森市大字横内字神田12
TEL:017-728-0121

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

青森県 青森県日韓親善協会連合会

〒030-0821
青森県青森市勝田1-3-1
みちのく銀行　営業戦略部内
TEL:017-774-1252

日韓両国の友好親善・経済協力・文化交流の促
進を図るための連携を目的に設立。

青森県 A.I.R.S　エアーズ
〒030-0823
青森市橋本1-9-16-602
TEL:090-7062-8848

エアーズ/AIRS(Artist in Residence Supporter)
は、2001年12月に開館した国際芸術センター青
森(ACAC)のアーティスト・イン・レジデンス事業を
サポートすることを目的として2004年4月に発
足。　アーティストの制作活動全般をサポートす
ることにより、まず自分が楽しみ、次にグローバ
ルな交流が生まれ、3番目に県内の文化芸術が
見直されていくことを目的にしている。

青森県 JICA帰国専門家青森県連絡会

〒030-8570
青森市長島1-1-1
青森県農林水産部農村整備課内
TEL:017-734-9554

JICA専門家として開発途上国で活動した経験を
持つ帰国専門家及びその他有志が、青森県に
おける国際協力活動や国際交流活動に対する
協力、支援を行うこと、並びに会員相互の交流
を図ることを目的として設立。

青森県
NPO法人
夢アジア

〒030-0802
青森市本町3-4-11-202
TEL:017-775-2480

在住留学生(アジア人)と地域住民との国際交
流、文化交流を実施。特に小学校、中学校、高
等学校との交流。

青森県 ハングル友の会
〒038-0058
青森市羽白字沢田492-2
TEL:017-787-3931

ハングル(韓国語)を学びながら異文化交流を深
める。

青森県
ジュニア・グローバル・トレーニン
グ・スクール

〒030-0801
青森市新町1-13-7
プランニングネットワーク東北内
TEL:080-3144-6407

国際交流事業などの企画運営を通して、子ども
たちのグローバルな感性を育むことにより、自発
的に協力し合い、誰にも不利益をもたらすことな
く、世界中の人々と共に世界を機能させる子ど
も、即ち地球市民ジュニアの健全育成を目的と
している。

青森県
青森市国際交流ボランティア協
会（ＡＩＶＡ）

〒030-0962
青森市佃1-14-14
TEL:090-3369-2793

「青森市国際交流ボランティア協会」は、平成5
年の設立以来、国際会議をはじめ、様々な機会
においてボランティア通訳を主な活動としてきた
一方で、外国人に対する日本文化（華道・茶道
など）の伝承ボランティアや、各地域のコミュニ
ティ団体と協力した料理教室の開催など、外国
人と地域の交流機会の創出をしている。
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青森県 青森日本語クラブ
〒038-0031
青森市三内字沢部397-16
TEL:017-782-1171

当時、青森県内において、国際交流事業は盛ん
でしたが、在住外国人の方々への日本語の学
習支援については、十分ではないのが実態でし
た。そのため、(財)青森県国際交流協会が長期
の「日本語教授法の実践講座」を開催しました。
その講座を修了したメンバーが、同協会から委
託を受けクラブを立ち上げ、開設以来１４年位な
りました。

青森県 青森県留学生交流推進協議会

〒030-0132
青森市横内字神田12番地
青森中央学院大学　国際交流課
TEL:017-728-0131

青森県内における留学生の円滑な受入れを促
進し、また地域住民との交流を通じて相互の国
際理解を深めることを目的とする。

青森県 青森日台交流協会
〒038-1311
青森市浪岡字稲村165-8

日本と台湾が共に歩んでいく「日台共栄」理念の
もと、新しい日台関係を構築するために、青森県
と台湾の交流を図ることを目的としています。

青森県 国際文化交流クラブ
030-0843
青森市浜田1-5-8
TEL:090-7660-1583

外国人と日本人が共に青森市民として、国際相
互理解、国際友好親善に努め、支えあい協力
し、地域社会の福祉と発展に貢献する。

青森県 日本語学習支援「青い森」 TEL:090-9426-6918

地域社会が多文化共生社会の進展に伴い変化
する中で、日本語学習支援を通して友好且つ地
域の発展に貢献する国際交流の推進に努める
ことや地域滞在経験のある外国人が帰国後、日
本と母国との友好の懸け橋として、更なる国際
交流発展に寄与できるよう支援することを目的と
している。

青森県 青森県国際農友会

〒036-8570
弘前市大字蔵主町4
中南地域県民局地域農村水産部
TEL:0172-33-2903

本県青年を海外に派遣し、海外農業体験を通
じ、世界農民との相互理解と協力を図り、以て本
県農業の発展と併せて国際協力に寄与すること
を目的として、昭和35年設立され現在に至って
いる。

青森県 ニーハオサークル
〒036-8093
弘前市城東中央2-5-4
TEL: 0172-28-3045

(財)青森県国際交流協会が弘前で主催し、実施
していた「中国語講座」を当時の受講生が引き
継ぎました。

青森県 見える国際イベントづくり
〒036-8275
弘前市城西4-3-11
TEL:090-9534-0848

私たちは第5回アジア冬季競技大会青森2003の
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが結成。県内全域各競技会場、各ﾎﾃ
ﾙ、各空港・駅、ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰ等々の各種業務の体
験レポートの作成等。

青森県 弘前イタリア文化愛好会

〒036-8003
弘前市駅前町13-3
サンデュエル弘前駅前2-502
TEL: 0172-34-0795

イタリア語の学習と普及につとめるとともに、イタ
リアやイタリア文化への関心を高め、日本とイタ
リアとの交流、親善をはかる。

青森県 青森県日仏協会

〒036-8003
弘前市駅前町13-3　サンデュエル弘前
駅前2-502
TEL: 0172-34-0795

関係機関と提携して広くフランス語を普及し、フ
ランス文化への関心を高め、日仏の交流を促進
して両国間の親善を図る。現在、本部・弘前支
部・青森支部があり、会の活動は支部を中心に
実施。

青森県 弘前市桔梗野町会

〒036-8227
弘前市桔梗野2丁目7-2
桔梗野町会事務局
TEL:0172-35-5721

町会と弘前大学留学生とのコミュニティ活動の
充実を図る。

青森県 弘前日本語ティールーム
〒036-8355
弘前市元寺町1-13
弘前市民参画センター内

弘前市および近隣市町村に住む外国人の日本
語学習支援を目的に設立。
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青森県 弘前韓国語勉強会
〒036-8127
弘前市大字小栗山字沢部200-4
TEL: 0172-87-0689

弘前大学に留学している韓国人を講師に、相互
交流を図りながら語学、文化を習得している。

青森県 弘前日本語クラブ
〒036-8355
弘前市元寺町1-13
弘前市民参画センター内

弘前市及びその周辺地域に住む日本語を覚え
る意欲のある外国人、またはその家族に日本語
をともに勉強するために設立された。

青森県 黒石ハングル会
〒036-0383
黒石市緑町4-136
TEL:090-9030-4071

黒石市主催の韓国語講座受講生有志により設
立され、韓国語の学習を中心に、韓国文化への
理解を深め、交流を図ることを目的とする。

青森県 国際交流会ワイワイクラブ
〒036-0356
黒石市ちとせ2-76
TEL:0172-53-9030

黒石市近郊の地域にいる国際交流に興味のあ
る日本人・外国人による国際交流クラブです。地
域の方々と外国人の方々と様々な活動を通じて
国際交流を深めることを目的とする。

青森県 ハングルと遊ぶ会
〒036-0356
黒石市ちとせ１-136
TEL:0172-52-3652

黒石市主催の「ハングル講座」を受講した第一
期修了生有志により設立。韓国語学習と韓国文
化をゆっくり楽しんで学んでいる。

青森県 日本の凧の会　津軽カイト支部
〒038-3802
南津軽郡藤崎町藤崎武元12-1
TEL:017-275-4020

1982年設立の津軽カイトクラブに賛同する16の
会の合流により、1991年、日本の凧の会支部が
結成される。凧を通じて日本の伝統文化を世界
に広め、交流を図ることによって、子どもたちの
育成に寄与する。今やTsugaru-dakoは国際的に
固有名詞となった。

青森県
青森県青年海外協力協会
（AOCA）

〒038-2712
西津軽郡鰺ヶ沢町長平町甲音羽山64-
70
TEL:0173-72-1539

青年海外協力隊事業及び国際協力事業に対す
る支援などを目的とする。活動をすることに賛同
した青年海外協力隊元隊員によって設立され
た。

青森県 ロシア語講座弘前

〒038-2761
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字東禿
51-1
TEL:0172-72-2610

弘前近郊ではロシア語に関する習いの場がな
く、これからは必要という声の元設立しました。

青森県 ハングルで行こう「アンニョン！」
〒038-2753
西津軽郡鯵ヶ沢町大字本町209-2
TEL: 0173-72-2111

町主催「韓国文化講座」の受講生が韓国語を学
ぶことを主な目的として設立した。

青森県 KECこども未来
〒038-2792
西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町209-2
TEL: 0173-72-2111

未来を担う若い世代の国際感覚の高揚を目的
に、保護者ボランティア有志が設立。

青森県 Hello英会話
〒038-2792
西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町209-2
TEL: 017-372-2111

コミュニケーション能力の向上と諸外国に関する
関心、理解を深めつつ、地域国際化への貢献、
相互間交流の発展に寄与する。

青森県
ロシア倶楽部『ドゥルーク・ナター
シャ』

〒038-2735
西津軽郡鰺ヶ沢町大字姥袋町字大磯
17-1
TEL: 0173-72-3229

町主催ロシア語講座（平成４～８年度）の受講生
が、講座終了後もロシア語を学び続けるととも
に、ロシアとの友好的な交流を進めることを目的
に創立した。

青森県 岩崎・ラヌア友好協会

〒038-2208
西津軽郡深浦町大字大間越字下小屋
野42-1
TEL:0173-78-2233

H2年７月に旧岩崎村に「サンタクロースランド」を
建設するにあたり、フィンランド国の類似施設を
持つ同郡と姉妹都市提携し、深浦町となった現
在も提携中。
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青森県 板柳町国際交流協会

〒038-3692
北津軽郡板柳町大字板柳字土井239番
地3　板柳町役場総務課内
TEL:0173-73-2111

国際交流活動の推進による諸外国との友好親
善及び相互理解に努めると共に、会員相互の連
携並びに研さんを通して、板柳町の国際化と個
性豊かな町づくりに寄与する。

青森県 フッドリバー市民と親しくする会
〒038-3595
北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1
TEL:0173-22-2111

『国際化に対応できる人づくり」を基本理念に、
鶴田町は昭和52年7月27日にアメリカ合衆国オ
レゴン州フッドリバー市と姉妹都市締結をしまし
た。これを受け、民間レベルで両市町との友好
親善を深めることを目的として本会は設立されま
した。

青森県 外国人のための日本語教室
〒037-0069
五所川原市若葉1-7-1
TEL: 0173-34-2920

外国人に日本語学習支援を行う目的で設立。

青森県 五所川原市国際交流市民の会

037-0024
五所川原市みどり町6-87
TEL:0173-33-3306
 FAX:0173-33-3306

国際交流を行うため、市民ボランティアで会をつ
くった。

青森県 八戸市日中友好協会

039-1166
八戸市根城8-6－11
（株）近田会計事務所内
TEL: 0178-43-7051
FAX: 0178-44-8149

日本中国両国民の相互理解と友好を深め、活
動を通して日本と世界平和と繁栄に貢献するこ
とを目的とする。

青森県 八戸国際交流協会

031-8686
八戸市内丸1-1-1
八戸市市民連携推進課内
TEL: 0178-43-9257
FAX: 0178-47-1485

国際交流事業を通じて、国際社会の相互理解の
増進と国際親善への貢献をするとともに、八戸
地域の国際化を図り、もって新たな地域づくりに
寄与することを目的とする。

青森県 八戸日独協会

〒031-8588
八戸市美保野13-98
八戸大学気付
TEL:  0178-30-2604

学術・文化等を通じて、八戸地域とドイツ語文化
圏諸国の間の理解と親善を深めること。

青森県
みちのく国際日本語教育セン
ター

〒039-1111
八戸市東白山台3-1-21
TEL:080-6051-3109

八戸市国際交流協会で、日本語教育教室のボ
ランティアとして従事していたメンバーが中心と
なって、幅広い支援活動を行うために、NPOを設
立。

青森県 U.S.N国際交流協会
〒039-1161
八戸市河原木字見立山5-28
TEL：0178-28-9113

諸外国との親善交流を行い、その感動体験から
人生設計に役立て、国際人育成を目指す。

青森県 五戸国際友好クラブ
〒039-1518
三戸郡五戸町字下モ沢向8-1
TEL:0178-82-3069

五戸町は古くから、三沢海軍との交流があり、ま
たフィリピンバヨンボン市との姉妹都市関係も38
年になりました。これを支えてきた人や通訳とし
て協力してきた人たちが集まり、それまでの関係
者との友好を保ち、また、新たなお付き合いを進
めている。

青森県 五戸町国際交流協会

〒039-1518
三戸郡五戸町字下モ沢向18-2
五戸町立公民館内
TEL: 0178-62-5111

五戸町の活性化を図り、姉妹都市等との文化、
産業経済、スポーツ交流等を推進することを目
的とする。五戸町姉妹都市友好協会から五戸町
国際交流協会となる。

青森県
財団法人
田子町にんにく国際交流協会

〒039-0201
三戸郡田子町大字田子字田子11
TEL: 0179-32-3165

米国ギルロイ市とにんにくが縁で姉妹都市の締
結がなされ、青少年を中心とする国際交流の推
進と、にんにく産業の振興を目的に設立された。

青森県 国際ソロプチミスト十和田
〒034-0001
十和田市三本木字間遠地55-1
TEL: 0176-23-8231

国際的視野に立った奉仕活動への熱い思いか
ら、恵まれない方々への支援を目的としその活
動を通じた自分自身の資質の向上を目指して、
考えを同じくする人たちと設立。
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青森県
NPO法人
プロ・ワークス十和田

〒034-0011
十和田市並木西429-4
TEL: 0176-22-8067

地域住民に対して、まちづくり、文化芸術、国際
協力、子どもの健全育成等に関する事業を行
い、共生と生きがいのある社会づくりに寄与す
る。

青森県
特定非営利活動法人
十和田国際交流協会

〒034-8691
十和田市西二番町4-11
TEL:0176-24-1230

任意団体としての設立は平成7年10月、以来世
界の人々と友好親善を深め、文化の相互理解を
通して地域の国際化に寄与、新渡戸稲造博士
の意をくみ、心豊かな市民からなる国際文化都
市として発展に寄与することを目的に活動を続
けてきた。

青森県 ウェナッチ市親善友の会

033-0032
三沢市緑町2-1-3
TEL:0176-53-2556
FAX:0176-53-1936

姉妹都市に派遣された中学生大使とその親を中
心として設立。姉妹都市交流の支援活動。

青森県
公益社団法人
三沢青年会議所

〒033-0011
三沢市幸町2-1-1
三沢市商工会館3階
TEL:0176-53-3231

本会議所は青年の英知と勇気と情熱を結集し、
地域社会及び国家の発展をはかり、会員の連
携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理
解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを
目的とする。

青森県 みさわ国際交流協会

〒033-0022
三沢市園沢230-1
三沢市国際交流教育センター内
TEL: 0176-51-1255

国際交流事業を基軸とした活動を行うことによ
り、国際社会の相互理解と国際親善への貢献を
する。このことにより、三沢市及び周辺地域との
国際化を図り、多文化共生を実現し、以って「人
とまち、みんなで創る国際文化都市」づくりに寄
与することを目的とする。

青森県 三沢基地内大学就学協議会

〒033-0022
三沢市園沢230-1
三沢市国際交流教育センター
みさわ国際交流協会内

三沢基地内大学の在校生及び卒業生により、会
員の相互支援、親睦、情報交換を目的として作
られた。

青森県
特定非営利活動法人
たすけあい・さわやか青森

〒039-2222
上北郡おいらせ町下前田2
TEL:0178-52-8067

この法人は、おいらせ町及び周辺市町村の高齢
者、障害者及び在日外国人などに対して福祉
サービスに関する事業、また国際交流に関する
事業を行い、人々が心豊かに安心して暮らせる
地域社会づくりに寄与することを目的とする。

青森県 おいらせ国際交流協会

〒039-2222
上北郡おいらせ町下前田145-1
みなくる館内
TEL:0178-52-3900

国際交流事業を通して、広く世界の人々と友好
を・親善を深め、相互理解を図り地域の国際化
に寄与するとともに、新たな地域づくりに寄与す
ることを目的とする。

青森県 横浜町国際親善協会
〒039-4151
上北郡横浜町字向平20-20
TEL: 0175-78-2205

広く海外に目を向け、人種にこだわらず心を開き
交流、親善を図る。

青森県 むつ国際交流協会
〒035-0094
むつ市桜木町5-38
TEL: 0175-29-3663

広く世界各国の人々と友好・親善を深め、異文
化を知り合うことを通して、国際性豊かな人材の
育成をめざす。

岩手県
一般財団法人
新渡戸基金

〒020-0024
岩手県盛岡市菜園1-4-10
第2産業会館ビル6階
TEL:019-654-3279
http://www.nitobe.com/

新渡戸稲造に関する研究・発刊、国際交流等を
行っている団体。

宮城県
公益社団法人
宮城県芸術協会

〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町16-1
TEL:022-261-7055
http://miyagiart.com/

韓国大邱との文化交流（各年で訪問・派遣）を
行っている。2014年度は，芸術協会創立50周年
を迎え，同じく会館設立50周年を迎えた宮城県
民会館と韓国芸術文化団体総連合会大邱広域
市連合会と3団体共催により舞台公演を宮城県
民会館で開催。

韓国

秋田県
公益財団法人
秋田県国際交流協会

〒010-0001
秋田県秋田市中通2-3-8
TEL:018-893-5499
http://www.aiahome.or.jp/

国際交流活動の実施
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福島県 ふくしま・ベトナム友好協会
〒960-0241
福島県福島市笹谷字葭野15-16
TEL：024-558-7550

日本（福島県）とベトナム間の友好関係を増進
し、両国民の交流を通じて相互理解を深め、世
界平和に寄与する。

ベトナム

福島県
特定非営利法人
ふくかんねっと

〒960-2261
福島県福島市町庭坂字荒町59番地の1
TEL024-563-1614
http://fukukan-net.sakura.ne.jp/

韓国の言語、文化、歴史等について学び、韓国
市民との交流を通じて、お互いの理解を深める
ことを目的とする。

韓国

福島県
一般社団法人
福島日仏協会

〒960-8043
福島県福島市中町5-18
一般財団法人福島県林業会館事務局
内
ＴＥＬ024-522-2407
http://www.fukufrancais.blogspot.jp/

日仏両国民の相互理解と友好を深め、友好交
流を通じて両国の平和と繁栄、世界平和に貢献
する。

フランス

福島県 福島県日中文化交流会

〒960-0613
福島県伊達市保原町字内町21-5
024-575-2071
http://www.rizhongwenhua.com/

日本と中国両国間の相互理解と平和友好に寄
与するため、日中両国の友好交流を推進し、中
国語をはじめとする中国文化の学習および地域
の日中文化交流活動を仲良く楽しく実践すること
を目的とする

中国
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