2. 平成24年度 事業報告（平成24年4月1日〜平成25年3月31日）
公益財団法人 目黒区国際交流協会
実績（実施内容）

（１号事業） 国際交流事業

（単位：円）
H24 予算額 H24 実績額 H23 実績額
1,126,000
769,705

（１） 留学生の交流と社会参加
留学生が日本社会に参加し 活動実施回数：32回
地域住民と交流できるよう、 主な活動：浅草ツアー、和食交流、ホー
ボランティアと一緒にプログ ムビジット、留学生文化大使プレゼン
ラムを企画実施する。あわせ テーション（2回）、留学生料理（2回）、
て留学生による文化の発信 東京メトロツアー、ゆかたでお祭り、
ミーティング等
や意見発表も行う。
参加者：のべ693名（内、留学生154名）

560,000

368,200

353,578

4月7日（土）「目黒の花見散策」41名参
① 目黒区散策
外国人と日本人が目黒区近 加（内、外国籍28名）、6月9日（土）「地
郊の文化財などを散策し、交 震の学習館見学」38名参加（内、外国
籍28名）、11月24日（土）駒場公園和洋
流する。
館見学＆茶道体験」37名参加（内、外
国籍18名）、3月23日（土）「目黒の花見
散策」25名参加（内、外国籍13名）

46,000

29,211

2,720

10月8日（月祝）「弓道実射体験」 51名
② スポーツ交流
外国人と日本人がスポーツ 参加（内、外国籍37名）
を楽しみ、交流する。

16,000

6,650

1,650

生け花 41回 174名参加（内、外国籍
① 伝統文化教室
外国人に、いけ花や茶道な 87名）、茶の湯 11回 175名参加
(内、外国籍 63名）
どを体験してもらう。

354,000

276,059

324,354

国際料理教室
② 文化理解講座
区内大使館や関係団体、ボ 5月17日（木）「グアテマラ料理」29名参
ラ ン テ ィ ア な ど の 協 力 を 得 加（内、外国籍4名）、11月22日（木）「外
て、各国の文化や料理を紹 国人のための日本料理」18名参加
（内、外国籍 4名）、12月23日(木)「蕎
介する。
麦の紹介・蕎麦打ち体験」23名参加
（内、外国籍17名）、2月21日（木）「イン
ド料理」26名参加（内、外国籍1名）

150,000

89,585

64,043

3,472,317

3,383,508

168,000

122,219

86,738

3,254,317

3,211,692

3,274,000

（２） 文化、スポーツ、経済にわたる国際交流

（３） 外国人住民の日本文化体験や各国の文化紹介

（２号事業） 外国人支援事業
（１） 日本語学習の支援
日本語会話サロンを運営し、 日本語会話サロン（毎週水曜日午前1
在住外国人の日本語習得を 回・午後2回と毎週木曜日夜1回を開
催）
支援し交流する。
年間学習者とボランティアのべ約5,006
名（内、外国籍2,025名）が参加。

（２） 外国人住民の各種相談と生活情報の提供
在住外国人の来庁時の通訳 英語 週5日
を含め、情報提供や生活上 中国語 週4日
の問合せに外国語で対応で ハングル 月2日
タガログ 月2日
きる相談員を配置する。
年間相談件数 3,094件
実績（実施内容）
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H24 予算額 H24 実績額 H23 実績額

（３） 通訳者派遣及び翻訳の協力
25,000

25,000

39,903

在住外国人と日本人が、英 6回開催 のべ39名参加（内、外国籍
語で気軽に交流、情報交換 17名）
し、在住外国人に情報を提
供する。

25,000

24,597

0

(３号事業） 国際交流並びに外国人支援に関する調査、研究、広報活動

799,620

627,317

700,000

596,237

665,296

20,000

0

28,950

79,620

31,080

0

11,500

10,105

11,500

10,105

行政サービスや地域活動に 通訳ボランティア 71名派遣（のべ人
必要となる通訳・翻訳ボラン 数）、翻訳ボランティア 93名依頼（の
ティアを派遣する。
べ人数） ※謝礼は依頼者である各
所管が負担。MIFA事業については各
事業予算より支出

（４） 土曜トークカフェ【新規】

（１） 広報・会報
協会事業を各媒体でＰＲす 会報
る。会報（MIFA NEWS）の発 MIFA NEWS（月刊） 年間のべ19,600
行 、 ホ ー ム ペ ー ジ の 運 営 、 部発行
メールマガジンの配信を行 広報
う。
ホームページ：毎週1回更新
日本語・英語・中国語
閲覧件数：月平均 2,109件、年間
25,310件
日本語のメールマガジン（会報の電
子版）：月1回発行
購読者数 1,035名(1回あたり平均)、
年間のべ 14,492名
英語のメールマガジン(外国人向け）：
随時発行 購読者数 171名(1回あた
り平均)、年間のべ 6,323名

（２） 資料室
情報コーナーにある資料を 資料の整理
整備し、外国人に役立つ情
報を多言語で提供する。

（３） 災害時多言語支援（調査研究）【臨時】
災害時における多言語での 報告書「災害時の多言語支援につい
情報収集、情報提供、問合 て―目黒区災害多言語支援センター
せ対応など、協会の役割と 設置の提言―」を作成
構築すべきシステムを調査
研究する。

(４号事業） 地域の国際交流活動団体との連絡、調整及び支援
（１） 活動支援
登録団体の活動を協会広報 東京国際交流団体連絡会議に出席
誌等を通じて区民に広く紹介 登録団体への広報協力
する。また協会会議室を団体
に貸し出す。

3

321,000

実績（実施内容）

(５号事業) 国際交流ボランテイアの発掘と支援

H24 予算額 H24 実績額 H23 実績額
150,000
91,091

（１） ボランティア講座
外国人との交流に意欲的な 4回開催、参加者122名
ボランティアを募り、国際理 6月9日（土）「外国人の目から見た日
解や外国人支援に関する講 本のサブカルチャー」33名参加、2月
座を開講する。
23日（土）「外国人に町を案内しましょ
う」（ワークショップ）42名参加、3月2
日（土）「外国人を自宅でもてなしま
しょう」23名参加、3月9日（土）「ボラン
ティア説明会」24名参加

(６号事業) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

150,000

91,091

825,200

825,200

825,200

825,200

6,384,637

5,706,926

92,664

（１） 20周年記念事業【臨時】
協会設立20年を迎えるにあ * 記念誌：500部作成
たり、活動を振り返り記録・ * ボランティア顕彰：記念フェスティ
顕彰する。 あわせて、２０周 バルにて16名顕彰
年にふさわしい催事を行う。 * 目黒区国際交流協会20周年記念
フェスティバル
2013年2月3日（日）にめぐろパーシモ
ンホール大ホール、目黒区民キャン
パス公園にて、区内9カ国大使館、9
国際交流団体が出店出演、ボラン
ティア249名が様々な国際交流プログ
ラムを運営し、MIFAの活動を紹介。
来場者のべ1400名（内、外国籍200
名）
24年度事業費予算合計

0

収入
H24 予算額 H24 実績額 H23 実績額

会員登録制度

協力会員

外国人：271名
日本人：342名
平成11年度から、協力会員制度を 団体：18団体
定め、自主財源の確保に努める。 賛助会員
個人：7名
団体：1団体
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600,000

494,000

547,000

50,000

26,000

46,000

