一般財団法人東海テレビ国際基金

平成２９年度 事 業 報 告 書
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）
１． 当法人の現況
一般財団法人への移行後、基本財産の運用益が課税され収益が減るなど環境は厳しく
なったが、国際理解の促進と国際交流の推進のため、映像事業と助成事業を効率的に実
施し、目的を達成するよう努めた。
2．主要な事業内容
① 映像事業 （定款 第４条第１項第1号）
DVDソフト「日本を楽しもう！」 ～中国語・韓国語・ポルトガル語～の制作・配布
東海地方に在住あるいは訪問する外国人向けに、役立つ身近な生活情報を紹介。
日本人の生活習慣や作法をはじめ、交通・病院・学校等、生活でよくある困ったこ
との対処法などをわかりやすく紹介する。３ヶ国語版に翻訳し、この地方を中心に
国際交流団体・大使館・領事館・大学など約１００か所に寄贈した。
（予算２３０万円 決算２３０万円）
② 助成事業

（定款 第４条第1項第2号）

（１）「HeartsTree ラオス医療人材育成支援プロジェクト」への助成
「HeartsTree」は、主にラオスへの医療支援を行っている三重大学の学生国際
協力団体で、医療施設不足のラオスの医療従事者育成を促進した。
（平成２９年４月～平成３１年３月までの2年間 予算２０万円 決算２０万円）
（２）「外国語学習のプロセス～自立した学びへ～」への助成
名古屋市で留学生や在留外国人に日本語教育をしている人などを対象に、
第二言語の上達に必要な具体的な学び方について、慶応大学の今井むつみ
教授の講演を開催し、日本語教育にかかわる人たちの活動を支援した。
（平成２９年４月22日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（３）「岡崎さくら祭り家康行列 多文化共生すすめ隊」への助成
岡崎さくら祭りにおいて、外国人住民が忍者の衣装を着て「多文化共生すすめ
隊」として「家康行列」に参加し、日本人住民との交流を図り多文化共生への関心
を高めた。

（平成２９年４月９日実施 予算５万円 決算５万円）

（４）「第8回 留学生の主張 日本語弁論大会」への助成
東海三県の大学・大学院・専門学校・日本語学校で学ぶ留学生による「日本での
生活で体験したことや感じたこと」を日本語で発表する大会を開催し、日本語力の
向上を図り、相互理解を深めた。
（平成２９年５月2８日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（５）「青い目の人形と答礼人形里帰り展」への助成
昭和2年に行われた米国と日本の人形交流90周年を記念して、現在愛知県内
に残る10体の青い目の人形とアメリカに渡った答礼人形を愛知県内4か所に
展示し、日米人形交流の歴史を通して友好の大切さと平和の尊さを再認識し、
更なる親善を図った。
（平成２９年７月19日～９月10日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（６）「劇王Ⅸ アジア大会」への助成
「劇王」とは、毎年長久手市で開催される短編演劇の全国大会で、9回目の
今回はアジア大会として香港、韓国、シンガポールの劇団も招聘する。日本と
外国演劇の相互理解を深め、さらに相互交流を促進した。
（平成２９年９月１５日～９月1７日実施 予算２０万円 決算２０万円）
（７）「国際陶磁器フェスティバル美濃’１７」への助成
1986年から3年ごとに美濃で開催される国際的な陶磁器展で、国際作品コンペ
ティションも開催され、陶磁器文化の国際的交流と日本の陶磁器の国際化に寄
与した。
（平成２９年９月１５日～１０月２２日実施 予算２０万円 決算２０万円）
（８）「世界を遊ぼう！フレンドシップフェスティバル2017」への助成
一宮市のフレンドシップ国（イタリア、ニュージーランド、ウズベキスタン等）の
出身者やその他の在住外国人によるステージパフォーマンスや民族衣装体験
などのイベントを通して市民の国際交流推進と啓発を図った。
（平成２９年９月３０日～１０月１日実施 予算２０万円 決算２０万円）
（９）「世界の絵本を楽しもう」への助成
豊明市内の保育園、幼稚園、小学生低学年とその父母を対象に、13か国語
共通の絵本などの読み聞かせを行った。読み手は在住の外国人市民や大学生
ボランティアで、世界の文化を理解しながら外国人市民と日本人市民の交流を
図った。

（平成２９年９月１７日実施 予算１０万円 決算１０万円）

（10）「第35回全日本中国語スピーチコンテスト愛知県大会
（日中国交正常化45周年記念大会）」への助成
愛知県在住の中学生以上の日本人を対象に、中国語での朗読とスピーチの
コンテスト。中国語の普及を通して日中友好の増進と国際理解を深めた。
また本年は、日中国交正常化45周年にあたり、友好関係継続の重要さを
再認識した。

（平成２９年１０月２８日実施 予算１０万円 決算１０万円）

（11）「伊賀市国際交流フェスタ２０１７」への助成
伊賀市在住の外国人と地域住民とで、各国の食や音楽などのイベントを
開催し、国際交流の場を通して多文化共生についての理解を深めた。
（平成２９年１０月８日実施 予算１５万円 決算１５万円）
（12）「DST 上映会を通して国際交流を図る」への助成
蟹江市在住の外国人の子供たちが、自分のルーツに誇りを持てるようにする
ため、その親たちがルーツの話を録音し、写真や絵でルーツを伝える映像を
DST（Digital Story Telling）で製作。地域の日本人と共に上映会をすることで、
多文化共生社会の構築につなげた。
（平成２９年７月～３０年１月実施 予算２０万円 決算２０万円）
（13）「第8回東三河日本語スピーチコンテスト」への助成
東三河の５市に在住する外国人市民による日本語スピーチコンテストを
蒲郡市で開催し、地域の多文化共生理解を深め、国際交流の推進を図った。
（平成３０年１月２８日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（14）「多文化共生事業」への助成
知多市在住の外国籍市民と日本人市民とで他県の国際交流団体を訪問する
体験バスツアーなどを行い、他県の外国人や地域住民との交流を通じて、
人種や国家を越えた友情を育み相互理解を促進した。
（平成２９年１２月１６日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（15）「ＳＴＯＲＹＴiＭＥ ～地域と世界とつながるプロジェクト～」への助成
知立市と西尾市内で、外国人ダンス講師による国際的青少年育成のセミナー
やダンスワークショップを開催する。さらにダンスメンバーの中から１名の若者を
カナダのNPO団体のボランティアスタッフとして１週間派遣し、国際感覚豊かな
人材を育成した。
（平成２９年４月～平成３０年３月実施 予算１５万円 決算１５万円）

（16）「鈴鹿国際交流フェスタ 2017

わいわい春まつり」への助成

鈴鹿市在住の外国人による民族衣装、音楽や、約１０か国屋台村などで異文
化理解と多文化共生を推進。市民と在住外国人による祭りの開催を通して、地
域で共に生きる社会づくりに貢献した。
（平成２９年４月２３日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（17）「中学生の英語および産業革命の歴史の研修と地元との交流」への助成
知多地域の中学生１５名を２週間にわたりイギリスへ派遣し、学校やホーム
ステイなどで英語研修および産業革命の歴史を学んだ。
（平成２９年７月３０日～８月１５日実施 予算１５万円 決算１５万円）
（18）「2017年度 ＣＩＳＶ国際交流プログラム ユースミーティング日本大会」への助成
世界５カ国から1２歳～１３歳の児童が集い、愛知県内で8日間の集団生活を
通じて交流。学習やレクレーション、ホームステイなど地域住民との交流を通じ
て、人種や国家を越えた友情を育み国際平和に貢献する人づくりを促進した。
（平成２９年８月１２日～８月１９日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（19）「国際理解教育、ＥＳＤ （持続可能な開発のための教育）講座」への助成
名古屋ＮＧＯセンターの主催で、誰もが安心して幸せに暮らせる社会の実現
に向け、世界で起きている様々な問題や課題をワークショップ形式で話し合
い国際交流の推進を図った。
（平成２９年１０月２４日～１１月１４日実施 予算７万５千円 決算７万５千円）
（20）「あいち国際女性映画祭 ２０１７」への助成
中部圏唯一の国際的な映画祭。世界で活躍する女性監督等を招待し、様々
なテーマの作品を上映するとともに、シンポジウム等によって、映像文化を通
じて女性の社会進出の支援や国際交流の推進を図った。
（平成２９年９月６日～９月１０日実施 予算２０万円 決算２０万円）
（21） 「ワールド・コラボ・フェスタ２０１７」への助成
持続可能な地域社会の実現を目指し、国際協力、多文化共生、環境などにつ
いて考え行動することを目的に、オアシス２１で各国の音楽や踊り、トークイベ
ント、並びに各国のブースを展開し交流を図った。
（平成２９年１０月１４、１５日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（22）「2017津市国際交流デー」への助成
「国際屋台村」「ワールドステージ」などを展開し、地域住民の国際感覚の涵養、
多文化共生のまちづくりを推進した。
（平成２９年１０月１５日実施 予算１０万円 決算１０万円）

（23）「シスターシティ・フェスティバル２０１７」への助成
名古屋市の友好姉妹都市を文化や芸術を楽しみながら紹介し、国際交流につ
いて理解を深めるフェスティバル。今年はメキシコ市と姉妹都市提携４０周年の
ため、メキシコにフォーカスしたステージやブース等を展開した。
（平成２９年１０月２１、２２日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（24）「三重県多文化共生啓発事業」への助成
外国人登録者が増加する三重県で、共に生きることのできる地域社会づくりを
目的とした啓発交流イベント。今年は桑名市内で音楽、舞踊、外国のパネル
展示、セミナーなど、フォーラムやステージ実演を中心に展開した。
（平成２９年１０月８日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（25）「とよはしインターナショナルフェティバル2017」への助成
豊橋市と周辺地域に在住する外国人住民との相互理解と交流を深めるため、
音楽演奏・民族舞踊などのステージショー、さらに外国人児童の絵画展、生け
花・折り紙といった日本文化体験などのイベントに市民と在住外国人が参加し
た。

（平成２９年１１月１９日実施 予算１０万円 決算１０万円）

（26）「国際交流デー」への助成
大府市で活動する外国人や地域グループによるダンスなどのステージや、外国
料理体験、日本文化体験などイベントを展開し地域の国際理解を深めた。
（平成３０年１月１４日実施 予算１０万円 決算１０万円）
（27）「第12回インターナショナルパーティー」への助成
清須市国際交協会主催。愛知県在住の約１０ヶ国の外国人と留学生が参加し、
各国の料理体験や民族舞踊の上演・音楽演奏などを通して市民レベルの交流
を深める。誰もが参加できる国際交流をさらに進展させた。
（平成３０年２月２４日実施 予算７万５千円 決算７万５千円）

助成事業 合計 335万円

事業費 合計 565万円

３．役員会等に関する事項
① 理事会
第１１回

平成２９年５月１２日開催
議事事項

平成２８年度事業報告案承認の件

可決

平成２８年度収支決算案承認の件

可決

平成２８年度公益目的支出計画実施報告書案承認の件
第５回評議員会開催の件
第１２回

可決

６月１３日の開催可決

平成２９年６月１３日開催
議事事項

第１３回

顧問選任の件

大島宇一郎顧問 可決

事務局長の人事案

代表理事に一任 可決

平成３０年３月１３日開催
議事事項

平成３０年度事業計画案承認の件

可決

平成３０年度収支予算案承認の件

可決

② 評議員会
第５回

平成２９年６月１３日開催
議事事項

平成２８年度事業報告案承認の件

可決

平成２８年度収支決算案承認の件

可決

平成２8年度公益目的支出計画実施報告書案承認の件
新理事選任の件

可決

評議員改選の件

可決

可決

４．役員に関する事項
①理事の選任
②評議員の改選

新任 鳥巣義文

退任 ミカエル・カルマノ

大塚錥子（重任）

田中敬一（重任）

山本亜土（重任）

春田亮介（新任）

中尾昭公（重任）

退任 高木卓司

以上

