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公益財団法人佐賀県国際交流協会は、世界に開かれた佐賀づくりをめ
ざして、県、市町村、民間企業、県民の方々の協力により、県民総参加の
国際交流を推進するための中核組織として平成 2 年（1990 年）2 月 7 日に
設立され、平成 25年 4月 1日に公益財団法人となりました。 

 
現在、佐賀空港からは、中国、韓国へ国際線航空便が発着し、アジア近

隣諸国とのつながりがますます密接になってきました。平成 30 年 1 月 1 日
時点で佐賀県には 5,665 人の外国人が生活しており、平成 28 年には全国
1位の増加率を記録するなど、ここ数年で大きく増加しています。  
このような中で、国籍や民族などの異なる人々がお互いの文化的な違い

を認め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として共に生き
ていく、いわゆる「多文化共生」の地域づくりを推し進める必要性が増してい
ます。 

 
また近年、全国的に自然災害が多発し、地域の自助力、地域住民の連

携が見直されています。当県も国籍を問わず万人にとって安全で住みよい
場所となるために、多文化共生を正しく理解し、これを地域づくりに活かして
いくことが当協会の使命と考えています。様々なセミナーやイベント等を通
し、在住外国人と県民が同じ地域構成員として、協働・協力体制を築いて
いくため事業を推進していきます。 
これからも民間団体等と連携・協働し、日本語教室や医療通訳サポータ

ーの派遣など、多文化共生事業を一層進めていきたいと考えていますの
で、皆様の温かい御協力・ご支援をお願いいたします。 

SPIRAのシンボルマーク 

「手をつなぎ、楽しくコミュ

ニケーションする人と人。緑

は佐賀平野、赤はお互いの熱

意、青は世界に広がる海のイ

メージです。」 
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4.5～6.28 英会話講座（ギャレス）～初級～（全 12 回） 

4.7～6.30 英会話講座（ギャレス）～中級～（全 12 回） 

4.7～6.16 韓国語講座～入門･初級 1･初級 2･中級～（全 10 回） 

4.7～6.16 タイ語講座（全 10 回） 

4.10～6.26 やさしい！スペイン語講座（全 11 回） 

4.10～7.3 英会話講座（モーガン）～初級・中級～（全 12 回） 

4.11～7.4  英会話講座（モーガン）～Morgan’s Team Talk～（全 12 回） 

4.15～6.24 中国語講座～初級 1・初級 2・中級～（全 10 回） 

4.18～6.27 インドネシア語講座～入門・初級～（全 10 回） 

4.25～3.27 ランチタイム English Seminars （全 12 回） 

5.9～7.11 フランス語講座～入門・初級～（全 10 回） 

5.10～7.12 フランス語講座～中級～（全 10 回） 

5.27 国際理解講座講師登録研修会 

5.31～6.28 医療通訳サポーター スキルアップ講座（全 5 回） 

6.6 (公財)佐賀県国際交流協会平成 29 年度 第 1 回理事会 

役 職 名 氏 名 団 体 名 ・ 職 名 
評 議 員 寺本 憲功 国立大学法人佐賀大学 国際交流推進センター長 
〃 飯盛 康登 佐賀県商工会連合会 会長 
〃 江島 秋人 佐賀県中小企業団体中央会 専務理事 
〃 古賀 孝博 佐賀県農業協同組合中央会 専務理事 
〃 中島 博文 一般社団法人佐賀県建設業協会 専務理事 
〃 青柳 直 一般社団法人佐賀県労働者福祉協議会 理事長 
〃 高島 忠平 公益財団法人佐賀県芸術文化協会 理事長 
〃 三苫 紀美子 佐賀県地域婦人連絡協議会 会長 
〃 白濱 百合子 佐賀生活文化交流会 代表 
〃 西岡 豊 佐賀県高等学校ＰＴＡ連合会 会長 
〃 前島 梅子 日本語ネットワーク佐賀 代表 
〃 鷲﨑 和徳 佐賀県地域交流部国際課 課長 

  12 名 

 

＜評議員＞ 

＜理事＞ 役 職 名 氏 名 団 体 名 ・ 職 名 
理 事 長 坂井 浩毅 佐賀県政策顧問 
副理事長 南里 隆 佐賀県地域交流部 部長 
〃 横尾 俊彦 佐賀県市長会 理事 
〃 多良 正裕 佐賀県町村会 理事 
〃 枝吉 恒則 佐賀県商工会議所連合会 専務理事 

専務理事 稲冨 正人 公益財団法人佐賀県国際交流協会 事務局長 
理 事 福地 昌平 佐賀県教育庁 副教育長 
〃 川嵜 和正 佐賀玄海漁業共同組合 組合長 
〃 江打 正敏 佐賀ユネスコ協会 会長 
〃 中尾 清一郎 株式会社 佐賀新聞社 社長 
〃 泉 俊彦 株式会社 サガテレビ 社長 
〃 中島 章夫 一般社団法人佐賀県観光連盟 常務理事 
〃 森 孝一 一般社団法人佐賀県貿易協会 代表理事 
〃 大野 博之 特定非営利活動法人地球市民の会 副理事長 

14 名 

役 職 名 氏 名 団 体 名 ・ 職 名 
監事 田原 和典 佐賀県市長会 事務局長 
〃 宮﨑 珠樹 佐賀県商工会連合会 専務理事 

2 名 

＜監事＞ 
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6.26 (公財)佐賀県国際交流協会平成 29 年度 第 1 回評議員会 

7.4～9.26 インドネシア語講座～入門・初級～（全 10 回） 

7.7～9.22 韓国語講座～入門･初級 1･初級 2･中級～（全 10 回） 

7.7～9.29 タイ語講座（全 12 回） 

7.10～9.25 やさしい！スペイン語講座（全 8 回） 

7.15～9.23 中国語講座～初級 1・初級 2･中級～（全 10 回） 

7.29 Let’s go abroad! 海外でのワーキングホリデー制度説明・相談会 

8.6 在住外国人のための無料健康相談 第 1 回 

9.4～12.4  英会話講座（モーガン）～初級・中級～（全 12 回） 

9.5～12.5 英会話講座（モーガン）～ Morgan’s Team Talk ～（全 12 回） 

9.5～12.12 フランス語講座～入門・初級～（全 15 回） 

9.6～11.29 英会話講座（ギャレス）～初級～（全 12 回） 

9.6～12.13 フランス語講座～中級～（全 15 回） 

9.8～12.1 英会話講座（ギャレス）～中級～（全 12 回） 

9.23 王さんと本庄町民の料理交流会 

10.1～10.29 2017 さが国際フェスタ月間 

10.6～12.15 タイ語講座（全 10 回） 

10.8 あそまなぶ in 武雄 

10.13～12.22 韓国語講座～入門・初級 1・初級 2・中級～（全 10 回） 

10.14～12.23 中国語講座～初級 1・初級 2・中級～（全 10 回） 

10.15 在住外国人のための無料健康相談 第 2 回 

10.16～12.18 やさしい！スペイン語講座（全 10 回） 

10.17～12.19 インドネシア語講座～入門・初級～（全 10 回） 

10.17 外国につながる子ども支援セミナー 

10.22 医療通訳公開講座 講座 1:平等な医療を届けるために～なぜ医療通訳が必要なのか～ 

10.29 医療通訳公開講座 講座 2:多文化社会と外国人のこころの医療 

10.29 著名人から学ぶ多文化共生・国際理解セミナー 

10.22～12.21 医療通訳サポーター養成講座初心者コース英語・中国語（全 10 回） 

10.28 ハロウィンであそまなぶ 

12.17 第 2 回 佐賀さいこう！日本語スピーチコンテスト 

1.6～3.10 中国語講座～初級 1・初級 2・中級～（全 10 回） 

1.23～2.27 フランス語講座～入門・初級～（全 6 回） 

1.23～3.27 フランス語講座～中級～（全 10 回） 

1.16～3.20 インドネシア語講座～入門・初級～（全 10 回） 

1.11～3.15 英会話講座（ギャレス）～初級～（全 10 回） 

1.12～3.30 韓国語講座～入門・初級 1・初級 2・中級～（全 10 回） 

1.13～3.17 英会話講座（ギャレス）～中級～（全 10 回） 

1.15～3.12 やさしい！スペイン語講座～入門・初級～（全 8 回） 

1.15～3.19 英会話講座（ギャレス）～初級１～（全 9 回） 

1.17～3.14 英会話講座（ギャレス）～初級 2～（全 9 回） 

1.19～3.16 英会話講座（ギャレス）～中級～（全 9 回）） 

1.19～3.23 タイ語講座～初級～（全 10 回） 

3.23 (公財)佐賀県国際交流協会平成 29 年度 第 2 回理事会 

3.24 オランダティータイムセミナー 
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①国際交流・協力情報誌発行 
県・当協会及び県内の民間国際交流団体等のイベントの広報、国際交流・協

力を実践している県内の国際交流団体の紹介、各種研修会のお知らせ等を記載
し、県内の各市町に送付、設置協力頂き、国際交流・協力に関する情報の提供
を行いました。 
全カラー6ページ 2,500部 年 6回発行  
配布先：当協会賛助会員、各市町、公民館、教育機関、 

公共施設、国際交流団体等 
 

 

②情報収集・提供高度化 
インターネット・メールの活用のほかホームページで情報の発信を行いました。
新情報、イベントなどの更新を随時行い、常に新しい情報を提供できるよう整えま
した。必要に応じて佐賀県発信の情報を多言語で情報を配信しています。また、
Facebook を活用し、主にイベントの告知や協会の事業案内などを多言語で発信
し、外国人住民に有益な情報を素早く届けるよう努めています。 
 

 

③国際理解講座 

＜国際理解講座＞ 
国際理解講座を実施する学校、公民館、団体、PTA 等の依頼に応じて、

留学生、県内外国人住民の方を講師として派遣し、さまざまな国の歴史や文
化を学び交流を深め、国際交流や協力への関心を高めることができました。 

 

★ 利用者：唐津市立厳木小学校 

派遣講師国：韓国 

受講者：3,4年生 62名 
 
 
 
 
 

 

メキシコの文化を紹介している 

 
 
 
 
 
 

興味津々の子ども達 

 
                                            

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                             

受講者の児童がかいた作品 

 
 

 

派 遣 件 数 ： 48件 

派 遣 講 師 数 ： 63名（延べ） 

受 講 者 数 ： 3,609名 

※紹介講師数 ： 18名（延べ） 
 

講座のねらい  

外国語活動で、英語表現やアメリカの文化等は学んでいる児童ですが、国際理

解講座を通して、文化の違いを認めながら共生していく教育を深めていきたい。

児童への講話、体験活動を保護者参観していただくことで、家庭での会話がふく

らみ、身近な経験へとつなげていけたらと考えています。 

講座の内容（概要） 

・メキシコ紹介：パワーポイントで画像を見せながらクイズ形式で、食べ物・生き物・

有名なもの・自然・国旗の意味、小学生の暮らしの様子などについて教えてくださ

いました。表情、身体表現豊かにわかりやすく教えてくださり、児童は身を乗り出し

て聞いていました。質問タイムでは、「人気のスポーツは？」「海の生き物は？」な

ど進んでたずねる子が多く、講師が丁寧にお答えくださったので、メキシコについ

ての関心が高まりました。 

・ダンスタイム： 児童は初めて生で見るダンスを見よう見まねでおどっていました。

ラテンのリズムに乗って自由に体を動かす文化を感じることができました。 

・県内在住外国人の現状：「佐賀県在住外国人の現況」のパワーポイント資料を

通して、身近に外国人の方が住んでいらっしゃること、その数は増えていることを

知り、どうすれば仲良くできるかを考えました。 

受講者感想（抜粋）  

・「アメリカや外国の人に『ハロー』などの英語をならってあいさつしたら、相手もよ

ろこぶのでやってください」と教えてもらいました。だから、自分からあいさつをした

いと思いました。 

・外国の人に会ったら日本のすごいところやおもしろいことを教えてあげたいと思 

 いました。メキシコの言葉もしゃべりたいと思いました。 

・私は、日本に外国人がふえていると聞いたので、私が今知っている言葉だけで

はなく、なるべくいろんな言葉をおぼえたいです。外国の人にやさしくして、あいさ

つやわからないことをいっぱい教えてあげたいです。 

・戦争や争いをおこさず、平和で楽しくおもしろいことをして共に生きたいです。 
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★ 利用者：独立行政法人 

国立病院機構嬉野医療センター 

派遣講師国：インドネシア 

受講者：病院職員 50名 

 

 
来日してすぐ母国の方と会え、 

候補者生もうれしい。 

 

 
インドネシア語について 

 
 
＜国際理解セミナー＞ 

「オランダ ティータイムセミナー～オランダの文化と佐賀のつながりを学ぼう♪～」    

  肥前さが幕末維新博覧会開催に伴いパビリオンのひとつとしてオープ 

ンしたオランダハウス（旧佐賀銀行呉服町支店）で、オランダと佐賀の 

縁を学ぶセミナーを実施しました。 

日  時：平成 29年 3月 24日 10:00～12:00 

会  場：オランダハウス 

講  師：モレ ハネカ 氏 

参加人数：19名 

 

＜ランチタイムセミナー＞ 

昨年度から引き続き、昼休みの時間に佐賀県国際課に所属している国際交流員が多彩なトピックを簡単な英

語で紹介しました。今年度は国際交流員だけでなくゲストスピーカーとして佐賀県在住の英語話者の方々にも

お話しいただたきました。 

 

講  師：ハナ・ウィンターズさん（アメリカ・ペンシルバニア州出身／国際交流員） 
ゲストスピーカー：チンタカ カラッリヤッダさん（スリランカ）、ドゥルテ レア アレクサンドラ アレクシンさん（フランス） 

期     間：4月 25日～3月 27日まで 第 4火曜日に実施（全 12回） 

参 加 者：延べ 160名 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座のねらい  

嬉野医療センターは、平成 29年度に初めて EPA（インドネシア）看護師候補者生 2名

を受け入れることとなった。受け入れる施設側として、インドネシアについての知識が無

く職員がサポートするにあたり、インドネシアについての理解が必要である。看護のみ

ならず、全職員においてインドネシアの歴史や文化を知り、病院職員一丸となって彼女

らと関われる体制を作りたい。 

講座の内容（概要） 
・インドネシアの地理について：地図を使って説明 

・言語について＞：インドネシア語が主体 

・宗教について： イスラム教・キリスト教・仏教という宗教があり、約 9 割が

イスラム教。イスラムではお酒・豚肉を食しない。日本の食材に使われている

原材料を確認する必要がある。基本的には手を使って摂取するが、箸やスプー

ンを使用することもできる。5 回/日のお祈りは 2 回のお祈りをまとめて実施す

ることもできる。お祈りの前には、手・口・足などを洗って身を清める必要が

あり、病棟で行うときには足などを洗うことができる環境を考える必要が 

ある。「断食」について、業務の内容など特別な調整は必要ないとのことであっ

た。ジルバブは両親や夫などの家族以外の場所では外さないのが基本である。 

・佐賀県に在住するインドネシア人について： 伊万里の企業に多数のインドネ

シア人が在住し、インドネシアの食材などを定期的に販売するサービスなども

ある。 

受講者感想抜粋 : 

・インドネシアという国の文化や生活習慣、ムスリムの方の断食、ハラールおよび佐賀で 

のインドネシア事情等、知らないことばっかりだったので大変勉強になりました。 

・インドネシアの方が日本や日本人についてどんなふうに思っているのか、文化や流行 

っていることなどの話も聞けたら良かった。 
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<Let’s go abroad! 海外でのワーキングホリデー制度説明・相談会＞ 参加者：6 名 

 一般社団法人ワーキングホリデー協会と共催で、留学・ワーキングホリデー 

に関する交流会・相談会を実施しました。  

 

 

 

＜国際料理交流会＞ 参加者：9 名 
様々な国の方に本場の美味しい料理を習い、食を通して国際交流を深めました。 

王さんと本庄町民の料理交流会 

日  時：平成 29年 9月 23日(土)  

講  師：王 育虹（おう いくこう）さん  

参 加 者：9名 

メニュー：スーワーワ 

 

 

 

 

 

    

    

 
 
 
＜あそまなぶ＞ 
様々な国の遊びや工作などを通して、他国の文化を楽しく遊びながら学ぶことができる機会を設けました。 

あそまなぶ in 武雄 Halloween で あそまなぶ 

日 時 ：平成 29年 10月 8日(日)  

会 場 ：武雄市文化会館 

講 師 ：モレ・ハネカ  

参加者 ：14人 

 

日 時 ：平成 29年 10月 28日(土)  

会 場 ：佐賀県国際プラザ 

参加者 ：94人 
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④国際交流フェスタ 

今年で 20 年目の節目を迎えた「2017 さが国際フェスタ」。 

初日の 10 月 1 日（日）は、佐賀商工ビル駐車場を貸し切り、駐車場全面に多国籍料理ブース、異文化体

験ブース、民俗雑貨販売、団体活動 PR ブース等、29 団体が出展しました。 

また、ステージプログラムでは、7 つの団体・個人による民族音楽・ダンスのパフォーマンスや、日本

の伝統文化を披露し、日本人、外国人両来場者に向けて異文化に触れる機会を提供しました。 

さらに、国際交流プラザ内では、外国人向けに日本文化が体験できるイベントも開催。県内で活動す

る国際交流団体 3 団体による、お茶や、お琴、書道の体験ができるプログラムを盛り込み、参加者は普

段なかなか体験出来ない日本文化に触れて楽しみました。 

加えて、このフェスタを機にニュージーランドとタイに関連する方々が集まり 2 つの CSO 団体が新た

に立ち上がり、団体主催で国際交流イベントを実施。ニュージーランドに関しては、その国の魅力を伝え

るに留まらず、県の協力を得て、2020 年のオリパラのホストタウン事業の紹介を盛り込むなど、ホスト

タウンの取り組みを広く周知・啓発する機会にもなりました。タイに関しては、タイ人留学生や在住タイ

人、タイに住んだことのある日本人の参加も多く、今まで同じ佐賀に住みながらも接点の無かった彼ら

を繋ぎ、タイ人コミュニティーの役割も担うことの出来る団体が設立し、また、武雄では「自分の暮らす

地域でも国際交流イベントを！」と地元のＡＬＴや Facebook交流会、国際交流団体が一体となり新設CSO

として自主企画による異文化体験イベント等々を開催。地域での国際交流に貢献しました。 

西部地区の武雄国際交流フェスタに始まり、北部地区では、からつ日本語教室が異文化交流事業を実

施するなど、地域展開が図られました。 

 

タイフェア in SAGA 2017 

日 時 ：平成 29年 10月 21日(土) 、22日（日） 

会 場 ：佐賀大学 

県のオリパラ文化交流事業の一環として、県内の在住タイ人や、タイ関係

者を中心に発足したＣＳＯ団体「サワディー佐賀」を中心に開催されまし

た。在住タイ人や留学生、県内のタイ料理店等の協力を得て来場者にタイ

料理や、タイの文化を発信するプログラムを提供。多くの来場者と在住タ

イ人とがふれあうきっかけとなりました。 

行こう！知ろう！！ニュージーランド！ 

日 時 ：平成 29年 10月 15日(日)  

会 場 ：国際交流プラザ 

県内に住むニュージーランド人や、ニュージーランドに留学・ワーホリ経

験のあるメンバーによりＣＳＯ団体「Kia Ora Kiwi」が発足。イベントで

は、メンバーよりニュージーランドの自然や文化、教育環境などニュージ

ーランドの魅力について紹介がありました。実際にニュージーランドの

お茶や、お菓子を食べながら、参加者と交流を深めました。 

また、在日ニュージーランド大使の来佐に合わせ、団体との交流が図られました。 

リさんの英語で SAGAズンバ！！  

日 時 ：平成 29年 10月 17日(火)  

会 場 ：佐賀国際交流プラザ 

佐賀市在住のフィリピン人リ・ストライサンドさんによる英語でのズンバ

体験。参加者は、英語を交えての異国のエクササイズを体験しました。 

近年は外国人住民側からも、地元の方と交流をしたい！と声が上がること

が増え今回のイベントも、リさんの発案により開催となりました。 
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◎他市町で開催されたイベント 

 

Mini（みに）武雄国際交流フェスタ 

日 時 ：平成 29年 10月 7日(土)、8日（日）  

会 場 ：武雄市文化会館 

武雄市在住の ALT、市内の国際交流団体を中心に２日間に渡って開催さ

れ、初日は参加者同士が料理を持ち寄る「ポットラックパーティー」もあ

りました。二日目は、世界の遊びを体験出来るコーナーや、料理交流会、

多文化防災ワークショップ等を開催しました。 

唐津で国際交流！ベトナム、インドネシア、料理を通して胃文化交流～技能実習生ってどんな人？？～ 

日 時 ：平成 29年 10月 15日(日)  

会 場 ：古代の森（唐津市） 

唐津で外国人向けに日本語を教えている日本語教室主催で開催。市民の方 

向けに「技能実習生とは何か」を伝える講話や、地域に暮らす実習生による 

母国の文化・習慣の紹介、料理交流会を実施しました。 

マイネームスタンプ作り！～消しゴムスタンプで国際交流～ 

日 時 ：平成 29年 10月 14日(土)  

会 場 ：小城市牛津公民館 

小城在住の外国人と、佐賀大学留学生、小城市の住民との交流の促進を 

目的に牛津公民館の主催で開催されました。 

消しゴムでネームスタンプを作成。親子での参加も多く、参加者は自分の

名前スタンプを外国語で作成したり、地元の参加者同士で親睦が深まりま

した。 

ANTONIO’s Spanish kitchen 

日 時 ：平成 29年 10月 15日(日) 

会 場 ：ゆめぷらっと小城 

小城在住の外国人と、佐賀大学留学生、小城市の住民との交流の促進を 

目的に牛津公民館の主催で開催。 

小城市在住のスペイン人アントニオさんを講師に招き、参加者は料理を通

してスペイン文化に触れていました。  

アジア 3カ国 料理交流会 

日 時 ：平成 29年 10月 28日(土)  

会 場 ：ゆめぷらっと小城 

おぎ日本語教室主催による料理交流会を開催。インドネシア、中国、 

ベトナムの料理をムスリムの参加者に配慮した材料で作り、料理を通し参

加者間で交流を深めました。 
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実施日 時間 主催団体 内容 

1日（日） 

13:30～14:30 佐賀商業高校書道部 日本文化書道体験！ 

13:30～16:00 
佐賀生活文化交流会 

高遊外売茶流煎茶 筝曲穂波会 
世界を結ぶ茶・琴・花あそび 

7日（土） 
14:00～16:00 佐賀日仏協会、佐賀県ＥＵ協会 「ヨーロッパを魅了した有田焼～パリ万博からウイーン万博へ～」 

17:00～ 武雄国際交流フェスタ実行委員会 Mini（みに）武雄国際交流フェスタ 

8日（日） 
9:00～17:00 武雄国際交流フェスタ実行委員会 Mini（みに）武雄国際交流フェスタ 

10:00～14:00 日本語ネットワーク佐賀 李さんと点心を作ろう！ 

14日（土） 
10:00～12:00 小城市生涯学習課 牛津公民館 マイネームスタンプづくり！～消しゴムスタンプで国際交流～ 

14:00～15:00 佐賀県 地域交流部 国際課 青少年交流事業 成果報告会 

15日（日） 

10:00～13:00 小城市生涯学習課 牛津公民館 ANTONIO’S Spanish Kitchen 

11:00～15:30 からつ日本語教室 
唐津で国際交流！ベトナム、インドネシア、料理を通して胃文

化交流～技能実習生ってどんな人？？～ 

13:30～15:00 ラボ国際交流 佐賀地域会 世界の歌とおはなし広場 

10:30～13:00 Kia Ora Kiwi（キオラ キウイ） 行こう！知ろう！ニュージーランド 

10:00～12:00 佐賀県国際交流協会 済生会唐津病院 
「外国人無料健康相談会」 

in 唐津市すこやか健康ふれあい福祉まつり 

17日（火） 
14:00～17:00 佐賀県国際交流協会 外国につながる子ども支援セミナー 

19:00～20:30 リ・ストライサンドさん LEEさんの英語で SAGAズンバ 

21日 (土) 

10:00～17:00 
佐賀県 文化・スポーツ交流局文化課 

サワディー佐賀 
タイフェア in SAGA 2017 

10:00～14:00 オイスカ佐賀県推進協議会 
ベトナムの研修生と料理交流 フィリピンの子どもたちとの植

林交流報告会 

14:00～15:30 認定ＮＰＯ法人 難民を助ける会 メディアで見ないシリア 

22日 (日) 

10:00～17:00 
佐賀県文化・スポーツ交流局文化課 

サワディー佐賀 
タイフェア in SAGA 2017 

10:00～14:00 YFU日本国際交流財団 おいしい食べ物は友達をつくる 

15:00～17:00 JICA九州（JICA佐賀デスク） （親子向け）おいしいフェアトレード・カフェ 

13:00～15:30 佐賀県国際交流協会 医療通訳公開講座 

9:30～15:00 
特定非営利活動法人 愛未来 

(共催)いきいきさが lab 
作って食べよう！スリランカカリー！ 

23日 (月) 18:30～20:30 JICA九州（JICA佐賀デスク） （大人向け）おいしいフェアトレード・カフェ 

24日 (火) 12:15～12:50 佐賀県国際交流協会 ランチタイム English セミナー 

26日 (木) 19:00～20:30 JICA九州（JICA佐賀デスク） JICAボランティア秋募集説明会 

28日 (土) 

10:00～15:00 おぎ日本語教室 アジア 3カ国 料理交流会 

10:00～12:00 佐賀県国際交流協会 （子ども向け）Halloweenであそまなぶ！！ 

17:00～18:30 ＮＰＯ法人ヒーリングファミリー財団 車いすプロジェクト活動報告会 

29日 (日) 
10:00～12:00 佐賀県国際交流協会 医療通訳公開講座 

13:30～15:00 佐賀県国際交流協会 著名人から学ぶ多文化共生・国際理解セミナー 

1～29日  

(月間) 
10:00～17:00 佐賀県国際交流協会 民族衣装 試着体験 

2017 さが国際フェスタ月間 スケジュール 
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① 国際交流団体等助成 
県内の民間団体が行う事業の進行を図り、本県の国際化推進に資するため、事業経費の一部を助成金と

して交付しています。「多文化共生事業」「国際交流事業」「国際協力事業」の 3 分野で活動した県内 11 の民

間団体に対して、助成しました。 

分野 団 体 名 事業名・事業内容 

多文化共生事業 

国際コミュニケーション

ネットワークかけはし 

「技能実習生を知ろう」セミナー 

「技能実習生とは何か。」年々増えゆく技能実習生の現状や、受

け入れ団体の抱える課題について、神戸大学の教授を招き、県民

向けにセミナーを開催。 

佐賀県産業医学協会 

「健康診断手順、心得 多言語化」 

企業に勤務する外国人向けに、定期検診で使用する問診票や、検査

の内容の説明する資料を 5 カ国語（英語、中国、韓国、ベトナム、イン

ドネシア）で作成。 

国際交流事業 

 

佐賀子ども劇場 

「インドネシアとの出会い！初めてのガムラン楽器！コロコロと

なれば心はひとつ！」 

インドネシアの文化・風習についての話を聞き、楽器演奏体験を

通して、子どもたちに異文化を体感してもらった。 

九州地区中国学友

会・佐賀分室 

「2017九州地区中国留学生体育大会・バドミントン大会」 

九州地区の留学生と日本人学生を対象に、スポーツを通して互い

に親睦を深めた。 

多久日本語教室 

「イギリスの先生と作ろう！クリスマス料理」 

イギリス出身の ALTによる文化・歴史の紹介があり、その後参加

者と共にクリスマスの伝統料理を作り交流を深めた。 

佐賀地区 
日中友好協会 

「佐賀春節パーティー」 

中国のお正月（春節）文化を知ってもらい、留学生と県民が交流・異文

化理解の出来る機会を設けるために春節パーティーを開催。 

特定非営利活動法人 

地球市民の会 

「TOMODACHI100（日中韓大学生交流事業）」 

中国と韓国の大学より大学生を招き、文化・学術等の交流や日本

での家庭体験してもらうホームステイを実施。 

特定非営利活動法人 

愛未来 

「スリランカ料理交流会」 

料理を通しスリランカの文化や食生活、生活習慣について学ぶ。 

また、環境問題を考える学生サークル「エコっぷ」と共同で開催

することで、日本と外国の環境問題についても学んだ。 

サワディー佐賀 
「タイ料理交流会」 

料理を通し、在住タイ人と県民の親睦を深めると共に、今年度設

立したばかりの自身の団体の活動を紹介。 

韓国重点交流地域    - 申請なし 

中国重点交流地域    - 申請なし 

国際協力事業 

オイスカ佐賀県 

推進協議会 

「第 22 回オイスカ佐賀ラブグリーンの翼」 

フィリピン・ヌエバエシア州にて植林交流。植林の他にも、現地

スタッフと小学校を回り植林等で交流を深めながら、現地の森林

保全に貢献。 

佐賀ユネスコ協会 

「2017佐賀ユネスコ協会 カンボジアスタディーツアー」 

現地寺子屋を訪問し、子どもたちへ文房具、ボール、生活品等の

支援物資を届け、交流を図った。 
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②在外県人会活動支援事業 
 国の海外移住送出事業は平成 5年をもって終了しましたが、高齢化した移住者の福利厚生、互助組織とし

ての県人会を支援しています。県人会は、現地における国際交流や佐賀からの学生の受入れ等、海外から佐

賀の国際化を応援する役割も担われています。 

 

 

 

 

 

 

①日本語グループ支援 

＜日本語グループ支援＞ 
外国人住民のコミュニケーション支援、多文化共生の地域づくり、生活者支援を目的として、地域で活動してい

る日本語指導のボランティアグループ 13団体に対して会場費や教材費等の活動費の補助や広報協力等を行

い、その運営を支援しました。 

市町 グループ名 活動場所／時間 

佐賀市 

日本語ネットワーク佐賀 国際交流プラザ／水曜日 18:30～20:00 

どようび日本語 in SAGA 国際交流プラザ／土曜日 10:00～12:00 

にほんごすいもく 国際交流プラザ／水･木曜日 10:00～12:00 

こんにちワーク Saga 国際交流プラザ等／週一回 90分（個人レッスン） 

国際コミュニケーション 

ネットワークかけはし 
国際交流プラザ／日曜日 14:00～17:00 

小城市 おぎ日本語教室 
ゆめぷらっと小城／ 

火曜日 9:00～20:00、土曜日 10:00～11:00 

多久市 多久日本語教室 
南多久公民館 等 

土曜日 10:00~12:00、日曜日 10:00～12:00 

唐津市 

唐津日本語教室 
唐津市都市コミュニティセンター／ 

水曜日 10:00～11:00、水曜日 19:00～20:00 

にほんご晴 大手口センタービル／月曜日 19:00～20:00 

伊万里市 日本語教室いまり 生涯学習センター2F／日曜日 14:00～16:00 

鹿島市 かしま日本語教室 
鹿島市市民交流センターかたらい／ 

火曜日 19:00～21:00、土曜日 10:00～12:00 

武雄市 たけお日本語教室 武雄市文化会館／水曜日 19:30～20:30 

基山町 にほんご「きいまん」 
基山モール商店街まちなか公民館／ 

水曜日 13;00～14:30、19:00～20:00 

 

・ブラジル佐賀県文化協会 ・ペルー佐賀県人会 ・ボリビア国佐賀県人会 

・アルゼンチン佐賀県人会 ・南カリフォルニア佐賀県人会 
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＜第 2 回 外国人による佐賀さいこう！日本語スピーチコンテスト＞ 

伊万里市との共催により開催。13名の日本語学習者が日頃の成果を発表す

る貴重な機会であると同時に、佐賀県民と外国人住民の相互理解・交流が促

進され、双方に新たな視点を与えるいい機会となりました。 

 

＜外国につながりを持つ子ども支援＞ 

 県内の小中学校に通う外国につながりを持つ児童生徒及びその保護者、学校関係者を対象に、子どもサポー

ター等を派遣しました。学校からの依頼に応じて、当協会のボランティア登録者からサポーターを選定し、県内の

小学校、中学校で日本語指導や通訳としてご活躍いただきました。 

・活動内容 

① 児童本人に対する日本語指導や学習のサポート（こども日本語サポーター） 

② 児童本人やその保護者と学校間での通訳（ことば多言語ボランティア） 

③ 児童本人やその保護者へ母語でのメンタルケア（こども日本語サポーター） 

④ 上記のサポーター派遣についてのコーディネート（こども日本語コーディネーター） 

 

平成 29 年度 派遣実績 

子ども日本語サポーター 14件（459時間） 小学校 9校、中学校 5校 

ことば多言語ボランティア 25件（35時間） 小学校 2校 

子ども日本語コーディネーター 1件 小学校 1校 

 

 

②ボランティア啓発・推進 

ことば多言語、医療通訳、ことば日本語、歴史・文化紹介、

ホストファミリー、子ども支援の 6 つの分野でボランティア登録

を行い、各種イベント、日本語指導や来佐の外国人受け入れ

等で協力していただきました。ボランティア登録者のメールア

ドレス等を管理し、情報を提供するとともに、地域外国人住民

の方々への支援に協力していただきました。また、国際交流・

協力活動を希望する人向けに、新たに「国際交流・協力ボラ

ンティア部門」を設立しました。 

 

 

＜日本語支援ボランティア養成講座＞ 

◎外国につながる子ども支援セミナー 

日 時：平成 29年 10月 17日 14：00～17：00 

会 場：佐賀商工ビル 7F大会議室 

講 師：群馬大学教授 結城 恵 氏 

参加者数：36名 

＜医療通訳サポーター養成講座＞ 

◎「医療通訳サポーター養成講座スキルアップコース」 

日 時：平成 29年 5月 31日～6月 28日(全 5回) 

講 師：佐賀県医療センター好生館MSW 山口 可奈 氏  

佐賀大学保健管理センター所長 佐藤 武 氏 

通訳技術指導講師 英語 土井 美智子 氏 

会 場：佐賀県国際交流プラザ研修室 

参 加 者：受講生 英語 8名、中国語１名 

 

ボランティア登録者数 

（平成 30年 3月 31日現在）  

☆歴史・文化紹介 10名 

☆ホストファミリー 57家庭 

☆ことば多言語 154名 

★うち医療通訳 34名 

☆ことば日本語 80名 

★うちこども支援 27名 

☆国際交流・協力 

ボランティア 
166名 

 

【登録者数    合計    528名】 
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◎「医療通訳サポーター養成講座初心者コース」 

日  時：平成 29 年 10 月 6 日～12 月 15 日(全 10 回) 

講  師：医療通訳研究会 MEDINT代表 社会福祉士 村松 紀子 氏 

明治学院大学 心理学部教授・四谷ゆいクリニック院長 精神科医 阿部 裕 氏 

佐賀大学医学部国際医療学講座  

国際医療・臨床感染症学分野 教授 青木 洋介 氏 

佐賀市保健福祉部健康づくり課  保健師 山本 ますみ 氏 

佐賀県医療センター好生館 MSW 山口 可奈 氏 

通訳技術指導講師 英語 渡辺 育子 氏 

通訳技術指導講師 中国語 蒋 晶 氏 

佐賀県国際交流員 ハナ ウィンターズ 氏 

佐賀県国際交流協会 陳 孝仁 

会  場：佐賀県国際交流プラザ研修室 

参 加 者：公開講座 延べ 83名、養成講座 英語 15名、中国語 2名 

協 力 者：県内在住外国人 

③在住外国人生活支援（佐賀県からの委託事業） 

＜生活相談＞ 
県内の外国人住民が抱える生活上の問題や疑問に答えるため、窓口を常設し職員が対応しました。相談内容

に応じて、職員が悩みを聞いたり、情報提供を行うほか、当協会登録ボランティア、各市町、行政書士、民間国際

交流団体等に引き継ぐなど、連携を図りながら対応しました。また、他県の自治体国際化協会や NPO 等民間団

代と連携し、より良い解決方法について情報収集を図りました。 

H29年度相談の件数 延べ 266 件 

相談内容の区分 外国人住民に関係、外国に関係のある内容、その他 

困っている人の国籍 20 ヵ国 (延べ数) 

相談内容のカテゴリー 結婚/離婚 出入国/在留資格 国籍/帰化 

 就労/労働・賃金・解雇 交通事故・損害賠償 運転免許/外免切替 

 医療/保健/福祉/心理相談 子どもの学校教育 住宅/不動産 

 語学指導/語学講師紹介 日本語学習 通訳/翻訳 

 ホームステイ 国際協力/国際交流 イベント/サークル紹介 

 観光/文化紹介 暮らし一般 その他 

 留学・ﾜｰｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞｰ・奨学金 

＜専門家相談＞ 
生活相談の中で弁護士による対応が必要と判断される件については、佐賀県弁護士会の協力を得て相談

を実施しています。 

また、相談者が継続して問題解決に努めることができるよう、法テラス佐賀やアバンセ等他機関と密接に連

携をとりました。 

 

＜健康相談＞ 
済生会唐津病院の協力を得て、健康面や医療制度・手続きに関する相談を年に 2 回実施し、外国人住民

の相談対応をしました。H29年度は週末やイベントに合わせて開催し、より多くの参加を促しました。 

 

＜医療通訳ボランティア派遣＞ 
在住外国人の医療面に関する支援として、「医療通訳サポーター」を保健・医療機関等（17 箇所）へ延べ

136 件（うち英語 120 件、中国語 14 件、インドネシア語 2 件）派遣しました。また、医療機関に働きかけて、言

葉にバリアがある人への理解と医療通訳サポーター派遣の一層の利用を促しました。 
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＜在住外国人の日本語スキルアップ支援＞ 
生活に困らない程度の日本語レベルは持っているがこれから更なるレベルアップを目指す者を対象と

した日本語講座を開催し、より上級の日本語を学ぶ機会としました。 

日本語能力試験 N2合格を目指す日本語講座 

日 時：前期 6月 11日～7月 30日（全 8回／毎週日曜日） 

             後期 10月 8日～11月 26日（全 8回／毎週日曜日） 

会 場：佐賀県国際交流プラザ研修室等 

 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：カスタネット 貞松 明子 氏、有瀬 尚子 氏 

講 師：日本語教師有資格者 9名 

参加者数：延べ 18名(前期：11名、後期：7名) 

 

 

 

＜多文化共生・国際理解セミナー＞ 

外国籍住民と日本国籍住民がお互いの文化や考え方などを理解し、尊重すると共に、安心して快適に暮らす

ことのできる地域社会（多文化共生社会）づくりの推進を目的としたセミナーを実施しました。国際交流・国際協力

等の分野の著名人を講師として迎え、実際の国際交流活動の経験等を紹介していただき、楽しく異文化交流を

図りながら、参加者（行政職員、民間団体、ボランティア等の県民）の交流活動及び多文化共生社会作りに対す

る気づきを与えることに寄与しました。 

 

 

◎留学生のための就活セミナー／留学生・企業交流会 
日  時：平成 29年 5月 13日～6月 15日(セミナー5回、交流会 1回)  

会 場：佐賀県国際交流プラザ研修室 

講 師：福岡国際大学准教授 占部 匡美 氏 

参加者：延べ 80名（日本人ボランティア等含む） 

 

 

◎外国人のためのすぐに役立つ体験型防災セミナー 
    協力機関：佐賀県消防学校 

日   時：平成 29年 9月 30日（日） 

会    場：佐賀県消防学校 

講  師：佐賀消防学校教官 

参 加 者：48名 

 

 

◎自転車で世界一周！「坂本達
たつ

さんの異文化体験から学ぶ多文化共生」 
日  時：平成 29年 10月 29日（日） 

会 場：佐賀県国際交流プラザ研修室 

講 師：株式会社ミキハウス社長室 坂本 達 氏 

参加者：91名 
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① マルチリンガル養成講座 
多文化共生社会で活躍できるボランティア人材を育成するため、県国際交流プラザ研修室で外国の言葉や

文化を学ぶ機会を提供するとともに、在住外国人との交流の場を提供しました。講座終了後はボランティア登録

やボランティア養成講座受講の案内をしました。 

韓国語講座 

講師:アン・ソンヘ 氏 

 

 

 

 

期 日： 

(1期)平成 29年 4月 7日～6月 16日(入門・初級 1・初級 2・中級：全 10回) 

(2期)平成 29年 7月 7日～9月 22日(入門・初級 1・初級 2・中級:全 10回) 

(3期)平成 29年 10月 13日～12月 22日(入門･初級 1･初級 2・中級:全 10回) 

(4期)平成 29年 1月 12日～3月 30日(入門･初級 1･初級 2・中級:全 10回) 

中国語講座 

講師:孫 丁玲 氏 

 

 

 

講師:劉 珊珊 氏 

 

 

 

期 日： 

(1期)平成 29年 4月 15日～6月 24日(初級 1･初級 2・中級:全 10回) 

(2期)平成 29年 7月 15日～9月 23日(初級 1･初級 2・中級：全 10回) 

(3期)平成 29年 10月 14日～12月 23日(初級 1･初級 2・中級:全 10回) 

(4期)平成 30年 1月 6日～3月 10日(初級 1･初級 2・中級：全 10回) 

インドネシア語講座 

講師:ｽﾘ・ﾌﾞﾃﾞｨ・ﾚｽﾀﾘ 氏 

 

 

 

期 日： 

(1期) 平成 29年 4月 18日～6月 27日(入門・初級全 10回) 

(2期) 平成 29年 7月 4日～9月 26日(入門・初級：全 10回) 

(3期) 平成 29年 10月 17日～12月 19日(入門・初級：全 10回) 

(4期) 平成 30年 1月 16日～3月 20日(入門・初級：全 10回) 

フランス語講座 

講師:ラミ・デルベル 氏 

 

 

 
 

講師：ﾄﾞｩﾙﾃ・ﾚｱ・ 

ｱﾚｸｻﾝﾄﾗ・ｱﾚｸｼﾝ 氏 

 

 

 

 
期 日： 

(1期) 平成 29年 5月 9日～7月 11日 (入門・初級:全 10回) 

(1期) 平成 29年 5月 10日～7月 12日(中級：全 10回) 

(2期) 平成 29年 9月 5日～12月 12日(入門・初級：全 15回) 

(2期) 平成 29年 9月 6日～12月 13日(中級：全 15回) 

(3期) 平成 30年 1月 23日～2月 27日(入門・初級：全 6回) 

(3期) 平成 30年 1月 23日～3月 27日(中級：全 10回) 
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スペイン語講座 

講師:ﾍﾟﾚｽﾎﾞﾃﾘｮ・ｱﾝﾄﾆｵ 氏 

 

 

 

期 日： 

(1 期)平成 29年 4月 10日～6月 26日(入門・初級：全 11回) 

(2 期)平成 29年 7月 10日～9月 25日(入門・初級：全 8回) 

(3 期)平成 29年 10月 16日～12月 18日(入門・初級：全 10回) 

(4 期)平成 29年 1月 15日～3月 12日(入門・初級：全 8回) 

英会話講座 

講師:モーガン・ボーマン 氏 

 

 

 

 

期 日 ： 

(1 期)平成 29年 4月 10日～7月 3日(初級・中級:全 12回) 

平成 29年 4月 11日～7月 4日(Morgan’s Team Talk:全 12回) 

(2 期)平成 29年 9月 4日～12月 4日(初級・中級:全 12回) 

平成 29年 9月 5日～12月 5日(Morgan’s Team Talk:全 12回) 

 

英会話講座 

講師:ｷﾞｬﾚｽ・ﾆｭｰﾎﾞｰﾙﾄﾞ 氏 

 

 

 

 

期 日 ： 

(1期)平成 29年 4月 5日～6月 28日(初級:全 12回) 

平成 29年 4月 7日～6月 30日(中級:全 12回) 

(2期)平成 29年 9月 6日～11月 29日(初級:全 12回) 

平成 28年 9月 8日～12月 1日(中級:全 12回) 

(3 期)平成 30年 1月 15日～3月 19日（初級 1：全 9回） 

平成 30年 1月 17日～3月 14日（初級 2：全 9回） 

平成 30年 1月 19日～3月 16日（中級：全 9回） 

タイ語講座 

講師:カヌム・アネック 氏 

 

 

 

 

期 日 ： 

(1期)平成 29年 4月 7日～6月 16日(初級:全 10回)  

(2期)平成 29年 7月 7日～9月 29日(初級:全 12回)  

(3 期)平成 29年 10月 6日～12 月 15日(初級:全 10回) 

(4期)平成 30年 1月 19日～3月 23日(初級:全 10回) 

  

②海外使節団派遣事業費補助 

 南カリフォルニア県人会が実施する、佐賀県出身の大学生等をアメリカ西海岸に派遣し、これからの佐賀県、日

本を担う国際的な人材を育成する事業に対して経費の助成を行いました。 

 

派 遣 先 ：サンフランシスコ、ロサンゼルスなど 

研修内容 ：現地で活躍する起業家、実業家、技術者等による 

セミナー、現地企業・ＮＰＯ団体、現地大学の訪問 

（研究者や学生との意見交換） 

派遣人数 ：10名(うち大学生 5名) 

派遣期間 ：平成 30年 3月 5 日～3月 18日 

 

報 告 会 ：平成 30年 3月 25日  

参加人数 ：約 50名 
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①インターンシップの受入 

一年を通してインターンシップ受入れを行い、学生の就職先選びやキャリアビジョンの構築を支援しています。

各種研修会・イベントの準備や運営補助、翻訳作業、JICAデスク佐賀国際協力推進員や国際交流員との対談な

ど、さまざまな業務に参加してもらい、国際交流・協力や異文化理解、多文化共生についての理解も深めてもら

いました。 

 

＜インターン生の感想（一部抜粋）＞ 

・今回のインターンシップでは、業務を行うだけでなく、職員の皆さんと面談する機会を設けていたた

き、私が学びたかったことをたくさん学ぶことができました。ひとつのイベントを開催するまでには

大変な道のりがあり、大切なことは、何のためにそのイベントをするのかの目的を決めることでし

た。 

・ 実際に業務に携わらせていただくと、国際交流という言葉からは想像できなかった事務的な作業が

多くて驚きました。また、職員の方々との面談の時間も設けてもらったのですが、毎日多くのことを

見たり聞いたりして、自分の視野が広がっていくのを実感しました。 

・面談では、業務に関することだけでなく、仕事に対する考え方も教えていただきました。話の中で、

軸を持つことが大切という話がありました。今、明確な軸は持っていませんが、これからまだまだ学

ぶことが多いので、その中で自分の軸を作っていきたいと思いました。 

・ここで学んだことは将来、就職をしてからとても役に立つと思います。インターンシップは今日で最

終日ですが、ここで学んだことは忘れないようにして、残りの学生生活でも意識するようにして、こ

こで成長を止めずにさらに頑張っていこうと思います。 

・社会に出る前に自分を見つめ、自分を知ることができて良かったと思います。この経験が実を結ぶ

のは社会に出てからで、生きてくるのは残りの大学生活にかかっています。ここで学んだことを軸に

して、もっと経験を積んで勉強していつか佐賀で働きたいと思います。 

 

 

◯受入実績 
       学校/学年 インターンシップ実施日 参 加 人 数 

・日本経済大学 2年 

・東北公益文科大学 1年 

・武雄青陵中学 2年 

平成 29年 8月 9日～8月 18日 

平成 29年 8月 21日～9月 1日 

平成 29年 9 月 28日～9月 29日 

2名 

1名 

2名 
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②賛助会員募集 

■趣旨 

 当協会では、県民総参加の国際交流を進めるために賛助会員制度を設け、県民・団体等各方面からの参画

と協力によって当協会の機能の充実を図っていくこととしています。地域の国際化・国際交流、多文化共生の

進展に向けて、広く賛助会員としての参画をお願いしています。 
 

■賛助会員の資格 

当協会の趣旨に賛同し、協会の運営活動に協力していただける個人・団体・企業・機関等。 

  

■賛助会員の区分と会費 
 

 

 
 

■会員の特典 

・協会発行の国際交流・協力情報誌「Hello SAGA」(年 6回発行)  

・各種講座の割引サービス 

・ランチタイムセミナーの受講料無料 

・その他イベントやセミナー受講料割引 

・民族衣装の無料貸出 

 

■賛助会員（個人 309名、団体 27団体）（平成 30年 3月 31日現在） (団体名については 50音順・敬称略) 

 

一般社団法人 佐賀県労働者福祉協議会 佐賀県地域婦人連絡協議会 

オイスカ佐賀県推進協議会  佐賀県日中友好協会 

株式会社 佐賀新聞社 佐賀広告センター  

株式会社 サガテレビ 佐賀大学 

株式会社  副島印刷 佐賀ユネスコ協会 

株式会社 森光商店 社会福祉法人 佐賀整肢学園 様 

株式会社  ヤマト 上海稲承教育科技有限公司 

株式会社 ローズテラス 特定非営利活動法人 国際協力の会 MIS 

唐津ボランティアガイド 特定非営利活動法人 地球市民の会 

公益財団法人 佐賀県女性と生涯学習財団(アバンセ) 特定非営利活動法人 ヒｰリングファミリｰ財団 

こんにちワｰク Saga 西九州大学 

佐賀玄海漁業協同組合 ベトナム育英会 

佐賀県商工会連合会 ラボ国際交流地域会（公益財団法人ラボ国際交流センタｰ）  

佐賀県信用農業協同組合  

 

個人会員 年会費 1口 2,000円（1口以上） 

団体会員（団体・企業・機関等） 年会費 1口 10,000円（1口以上） 


