
佐賀県国際交流・協力事業助成金交付実績 

 

令和元年度 

 

分野 実施主体 事  業 交付金額 

多文化共生 
佐賀県日本語学習支援 

‘カスタネット’ 
「初級日本語集中講座 in  

鳥栖」 98,503 

国内での 

国際交流 

 

 

滝登り実行委員会 
「国際渓流滝登り in な

なやま」 100,000 

佐賀地区中国学友会 「2020年佐賀地区中国春節パ

ーティー」 95,000 

一般財団法人佐賀

青年会議所 

「台南市新營國際青年商會と

の国際交流」 100,000 

特定非営利活動法人 

愛未来 

「スリランカカリー料理教

室」 100,000 

小城地区日中友好協会 
「第１０回日中文化交流会」 

54,000 

 

佐賀地区日中友好協会 
「佐賀大学中国留学生学友会と

の親善交流会」 

 

84,000 

海外での 

国際交流（Ａ） 

 

佐賀中国交流倶楽部 
「佐賀・大連文化交流会」 

100,000 

海外での 

国際交流（Ｂ） 
― ― 

― 

 

国際協力 

 

オイスカ佐賀県推進協議会 
「第24回オイスカ佐賀ラブ

グリーンの翼」 100,000 

 

 

平成 30年度 

 

分野 実施主体 事  業 交付金額 

多文化共生 

サワディー佐賀 
「サワディー佐賀 タイ文化体験 

イベント」  
63,338 

唐津日本語教室 「まるごと」の研修会  73,517 

唐津ボランティアガイド 
もうすぐ唐津くんちだ！笛を作ろ

う！  
100,000 

国内での 

国際交流 

 

 

特定非営利活動法人法人 

地球市民の会 

「Over the Wall エクアドル 

壁画プロジェクト報告会」  
100,000 

佐賀地区日中友好協会 
「佐賀大学中国留学生学友会との親善

交流会」  
73,023 



特定非営利活動法人 

愛未来 
「スリランカカリー料理教室」  100,000  

武雄国際交流フェスタ 

実行委員会 
「武雄国際交流フェスタ」  26,040 

Genkai International 

Day 実行委員会 

「Genkai International Day 

～玄海町で世界を体感する 1日」  
60,000 

佐賀地区中国学友会 
「2019年佐賀地区中国春節パーティ

ー」  
94,085 

小城地区日中友好協会 第 9回日中文化交流会  52,500 

海外での 

国際交流（Ａ） 

佐賀中国交流倶楽部 
「佐賀中国交流倶楽部と上海稲承教育

科技公司の学生との交流事業」  
100,000 

佐賀走ろう会 

2018貴陽国際マラソン 

 

 

100,000 

海外での 

国際交流（Ｂ） 
- - - 

国際協力 
オイスカ佐賀県推進協議

会 

「第 23回オイスカ佐賀ラブグリーン

の翼」  
100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度 

 

分野 実施主体 事  業 交付金額 

多文化共生 

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 ５２，２２４ 

佐賀県産業医学協会 健康診断受診手順・心得多言語化事業 ８９，７９２ 

国際交流 

 

 

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！ 

１００，０００ 

九州地区中国学友

会・佐賀分会 

2017九州地区中国留学生体育大会 

第 4回バドミントン大会 
４３，５３８ 

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 ３１，２０１ 



佐賀地区日中友好 

協会 

2018佐賀地区中国中国留学人員 

春節パーティー 
８６，３４２ 

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） １００，０００ 

特定非営利活動法人 

愛未来 
スリランカ料理交流会 １００，０００ 

サワディー佐賀 タイ料理交流会 １１，５５６ 

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 

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 ５００，０００ 

佐賀ユネスコ協会 
2017年佐賀ユネスコ協会 

「カンボジアスタディーツアー」 
５００，０００ 

 

 

平成 28年度 

多文化共生 

実施主体 事  業 交付金額 

佐賀地区日中友好協会 

中国人留学生との交流事業 佐賀大

学中国留学生学友会との親善交流

会 

７９，９２３ 

国際交流 

 

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） 
１００，０００ 

佐賀大学中国学友会 佐賀春節パーティー ７１，９９６ 

韓国重点交流地域 佐賀県テニス協会 
日本・中国・韓国 3カ国テニス交

流 
４６５，３００ 

中国重点交流地域 

佐賀走ろう会 
中国貴州省貴陽市国際マラソン派遣

事業 
１９２，０３０ 

FC ESTRELA 

OGI-CITY 

瀋陽「平和カップ」青少年国際サッカ

ー大会 
５００，０００ 

学校法人 佐賀龍谷

学園 

学校法人佐賀龍谷学園龍谷高等学

校と瀋陽市芸術幼児師範学校の学

校交流 

５００，０００ 

国際協力 

オイスカ佐賀県推進協

議会 

第 21 回オイスカ佐賀ラブグリーンの

翼 
５００，０００ 

旭学園 佐賀女子短期

大学 
タイ・車いすプロジェクト ５００，０００ 

佐賀ユネスコ協会 
2016佐賀ユネスコ「ベトナムスタディ

ーツアー」 
４８６，９７９ 



 

 

 

 

 

 

平成 27年度 

多文化共生 

実施主体 事  業 交付金額 

国際コミニケーションネ

ットワークかけはし 
外国人の為の家庭の食卓 

 

４，９４５ 

佐賀地区日中友好協会 
中国人留学生との交流事業 佐賀大学

中国留学生学友会との親善交流会 
１００，０００ 

国際交流 

 

一般社団法人  

佐賀青年会議所 
台南市新營国際青年商會との国際交流 １００，０００ 

佐賀県テニス協会 日本・中国・韓国 ３カ国テニス交流 １００，０００ 

佐賀中国留学生学友会 春節パーティ ７８，８８０ 

一般社団法人 

日本建築学会 九州支

部佐賀支部 

環アジア国際セミナー（日・韓・タイ） １００，０００ 

佐賀県地域婦人連絡協

議会 
花蓮県婦女会との交流会 １００，０００ 

唐津ボランティアガイ

ド 
SGGブロック大会（九州地方・唐津大会） １００，０００ 

韓国重点交流地

域 
佐賀ギター音楽院 第 13回日韓交流演奏会 ５００，０００ 

中国重点交流地

域 

学校法人 

佐賀龍谷学園 

学校法人佐賀龍谷学園龍谷高等学校と

瀋陽市芸術幼児師範学校の学校交流 
５００，０００ 

一般社団法人  

佐賀陸上競技協会 

中国貴州省杯雷公山超ハーフマラソン

派遣事業 
３０７,２６０ 

国際協力 

オイスカ佐賀県推進協

議会 
第 20 回オイスカ佐賀ラブグリーンの翼 ５００，０００ 

旭学園 佐賀女子短期

大学 
タイ・車いすプロジェクト ３３７，５２８ 

特定非営利活動法人 

地球市民の会 
ミャンマー洪水災害復興支援 ５００，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 

 

多文化共生 

実施主体 事  業 交付金額 

伊万里市国際交流協会 海辺と釣りを楽しもう！ in黒川町 ７７，５９４  

にほんごにちようび 季節の日本料理交流会 ７，７２４ 

国際交流 

 

認定 NPO法人地球市民

の会 

スリランカと佐賀の若者育成プログラ

ム～佐賀で学び、アジアの友好の架け橋

を築こう～ 

１００，０００ 

佐賀県翼の会 
全羅南道の女性たちと多文化共生「食・

育・文化を楽しむ」 
１００，０００ 

佐賀地域外国人留学生 スタンプラリー in 吉野ヶ里 １００，０００ 



援助会 

韓国重点交流地

域 

社会福祉法人 緑光舎 

保育園ひなた自然塾 
韓国の保育園(幼稚園)との交流 ２１２，００５ 

千代田倶楽部 韓国親善野球交流 
５００，０００ 

 

中国重点交流地

域 

一般社団法人 

佐賀県陸上競技協会 

中国貴州省黄果樹ハーフマラソン派遣

事業 

３３７，２００ 

 

佐賀県テニス協会 日本・中国・韓国 ３ヵ国テニス交流 
４７０，０００ 

 

 

 

平成２５年度 

 

多文化共生 

実施主体 事  業 交付金額 

佐賀県地域婦人連絡協議

会 

留学生と地域住民との交流事業 

 
４６，０００ 

 

日本語ネットワーク 嶋田和子先生講演会 ４８，９９２ 

国際交流 

 

江北町子ども体験教室 
「被災地へ心を寄せるカレンダーを、

日・韓児童手を携えてつくろう」 
 

武寧王交流唐津実行委

員会 

２０１３年日韓ミニ・シンポ「武寧王１

５５０年ぶり父昆支と巡り合う in 加唐

島」 

８０，０００ 

 

 

佐賀県日中友好協会 

 

九州中国学生バスケットボール大会歓

迎事業 １００，０００ 

全羅南道交流 

佐賀県翼の会 
全羅南道の女性たちとの交流 

 

１００，０００ 

 

佐賀県一輪車クラブ 
全羅南道「順天市の世界庭園博覧会場で

一輪車演技」 

１００，０００ 

 

鳥栖市立旭小学校ＰＴ

Ａ 

順天市旺之初等学校交流及び順天湾国

際庭園博覧会 SAGA ジャパンデー出演 

１００，０００ 

 

江北町婦人会青少年健

全育成会 

韓国全羅南道教育交流および婦人会団

体交流 

１００，０００ 

 

草の根 申請なし 
 

 

 

 

平成２４年度 

国際交流 

実施主体 事  業 交付金額 

認定 NPO 法人  

地球市民の会 

 

世界を視野に、地域で輝く高校生育成プログラ

ム~スリランカと日本の高校生の学びと交流~ 

１００，０００ 

RIFA 2012 年まつり鳥栖参加「留学生と踊ろう！」 ６２，８００ 

佐賀県中国留学生学友会 日中国交正常化 40 周年記念活動 ６３，９６８ 

佐賀県地域留学生等交流

推進協議会 

スタンプラリーin 吉野ヶ里 
１００，０００ 

絵手紙「星の会」 世界へブリッジ・・・絵手紙星の会 ４５，５２０ 

草の根 申請なし ― ― 

多文化共生 伊万里市国際交流協会 多文化交流事業 １００，０００ 

にほんごすいもく 
にほんご Ba しゃべらん Ba!  

~外国人による日本語スピーチ～ 
９，２４０ 

全羅南道交流 佐賀県地域婦人連絡協

議会 

麗水世界博覧会と麗水セマウル婦人会

との文化交流会 
２００，０００ 

名護屋小学校 PTA 全羅南道麗水市万博見学及び国際修練 ２００，０００ 



院での交流・萬徳初等学校訪問ホームス

テイ交流事業 

江北町こども体験教室 

第 2 回日本・全羅南道児童による東北大

震災被災地児童へ届ける手作りカレン

ダーの製作 

２００，０００ 

佐賀県翼の会 
平成 24 年度佐賀県翼の会海外派遣 

韓国・全羅南道の女性たちとの交流活動 
２００，０００ 

中国交流 

佐賀地区日中友好協会 

日中国交正常化 40 周年記念 

日中友好交流都市中学生卓球交歓大会

派遣事業 

２９４，９１８ 

財団法人清香奨学会 

 

青少年中国派遣事業 ２００，０００ 

 

平成２３年度（第１期） 

国際交流 

実施主体 事  業 交付金額 

特定非営利活動法人  

夢の学校を作る会 

夏タマテ箱 

 １００，０００ 

江北町子ども体験教室 
日中韓児童による東北大震災被災児童絵のエ

ール 
１００，０００ 

社会福祉法人知恩福祉会 

海童保育園 

自然エネルギー国際フォーラム 
１００，０００ 

草の根 申請なし ― ― 

多文化共生 DANSPOT Touching world 2011 １００，０００ 

平成２３年度（第２期） 

国際交流 

実施主体 事  業 交付金額 

wawawa 東与賀町 

国際交流クラブ 

WAWAWA（和輪わ）de 語ろう 

国際交流＆日本文化の再発見 ４０，０００ 

ＲＩＦＡ（ライファ） 

【ローズ国際親善アソシ

エーション】 

留学生とクリスマス・ボウリング大会 

４０，０００ 

すべてのいのちはたから

のも実行委員会 

すべてのいのちはたからもの 

～アフリカから伝えたいこと～ ４０，０００ 

草の根 申請なし ― ― 

多文化共生 伊万里市国際交流協会 多文化交流事業 ４０，０００ 

 

平成２３年度交付実績  国際交流事業 ６件 県民草の根協力事業 ０件 多文化共生事業 ２件  ５６０，０００円  

 

平成２２年度（第１期） 

国際交流 

実施主体 事  業 交付金額 

佐賀県中国留学生学友会 
上海万博会の説明会 

平成 22 年 8 月 21 日～22 日（予定） 
２０，０００ 

特定非営利活動法人  

地球市民の会 

日韓青年文化交流～田舎に泊まろう～ 

平成 22 年 8 月 22 日～29 日 ６０，０００ 

特定非営利活動法人  

夢の学校を作る会 

夏タマテ箱 

平成 22 年 8 月 7 日～11 日 ６０，０００ 

武寧王交流唐津市実行委員会 
武寧王交流 日韓小中学校ホームステイ交流

事業（受入れ） 

平成 22 年 7 月 21 日～8 月 2 日 

４８，０００ 

名護屋小学校 PTA 
名護屋小学校韓国交流事業 

平成２２年８月２４日～２６日 
４２，０００ 

草の根 申請なし ― ― 

多文化共生 DANSPOT 
ニュービギニングス 2010 

平成 22 年 5 月 1 日～9 月 15 日 
６０，０００ 

 

平成２２年度交付実績  国際交流事業 ５件 県民草の根協力事業 ０件 多文化共生事業 １件  ２９０，０００円  

 



平成２１年度（第１期） 

国際交流 

実施主体 事  業 交付金額 

佐賀日仏協会 
佐賀パリ祭 2009 

2009 年 7 月 5 日（日） 
５０，０００ 

特定非営利活動法人  

地球市民の会 

小さな地球計画 2009 

アジア 5 カ国交流事業 

2009 年 8 月 1 日～16 日（16 日間） 

５０，０００ 

草の根 申請なし ― ― 

多文化共生 申請なし ― ― 

 

平成２１年度交付実績  国際交流事業 ２件 県民草の根協力事業 ０件 多文化共生事業 ０件  １００，０００円  

 

平成２０年度（第１期） 

国際交流 

実施主体 事  業 交付金額 

佐賀日仏協会 
佐賀パリ祭 2008 

2008 年 7 月 13 日（日）） 
５０，０００ 

特定非営利活動法人  

地球市民の会 

日韓青年交流 2008 

平成 20 年 7 月 30 日～8 月 10 日 
５０，０００ 

滝登り実行委員会 
08 国際渓流滝登り in ななやま 

平成 20 年 8 月 23 日～24 日   
５０，０００ 

草の根 

特定非営利活動法人 

ＮＰＯ慧燈 

衣類などの郵送 
５２，４５２ 

NPO 法人愛未来 パラオへの農業機械輸送 １０６，６００ 

 

平成２０年度（第２期） 

国際交流 

実施主体 事  業 交付金額 

佐賀県地域婦人連絡協議

会 

婦人会元気フェスタ 

平成 20 年 11 月 11 日（火） 
５０，０００ 

日新保育園 
「いろんな国のお友達の絵」展 

平成 20 年 10 月 30 日～11 月 3 日 5 日間 
５０，０００ 

草の根 申請なし ― ― 

 

平成２０年度交付実績  国際交流事業 ５件 県民草の根協力事業 ２件 ４７１，９００円 

 

平成１９年度（第１期） 

実施主体 みやき町国際交流会 武寧王交流唐津市実行委

員会 

やまうちワールドフレン

ズ協議会 

事  業 国際食文化交流会 百済武寧王「日韓交流８年の

あゆみ展と講演会」 

セバストポール通り命名レセ

プション 

交付金額 ３９,０００ ５０,０００ ４９,６７５ 

実施主体 NPO 慧燈 

事  業 タイへ衣類・本の支援

（県民草の根協力） 

交付金額 ７２,５００ 

 

平成１９年度（第２期） 

実施主体 佐賀市地域婦人連絡協

議会 

佐賀県柔道協会三神支部 （特活）地球市民の会 

事  業 留学生と交流する・グ

ランドゴルフと地元

産の料理教室 

日韓親善少年柔道大会 ソロモン諸島国、ニジェール共

和国へのＴシャツの支援 

（県民草の根協力） 

交付金額 ５０,０００ ５０,０００ ４１,０００ 

 



 

 

 

 

 

平成１９年度交付実績  国際交流事業 ５件 県民草の根協力事業 ２件 ３５２,１７５円 

 

平成１８年度（第１期） 

実施主体 名護屋小ＰＴＡ 佐賀大学アジア国際環境政

策フォーラム 

佐賀県地域婦人連絡協議

会 

事  業 名護屋小学校韓国交流

事業 

アジア国際会議 国際交流元気フェスタ 

交付金額 ６９，４４０ １００，０００ １００，０００ 

実施主体 （特活）日本の伝統文

化を守る会 

武雄市国際交流実行委員

会 

新栄小・トヒョン小ふれあ

い委員会 

事  業 日中音楽の夕べ 中国人留学生との交流会 トヒョン小とのふれあい

事業 

交付金額 １００，０００ ８０，０００     １００，０００ 

実施主体 （社）唐津青年会議

所大韓民国 麗水青

年会議所 

 

事  業 唐津ＪＣ・麗水ＪＣ

合同民泊事業 

交付金額 １００，０００ 

 

平成１８年度（第２期） 

実施主体 有田ドイツ学教室 みやき町国際交流会 

事  業 ドイツ映画上映会と

オクトーバーフェス

タ 

国際交流陶芸教室 

交付金額 ４７,４９６ ７０,０００ 

 

平成 18年度交付実績 ９件 ７６６,９３６円 

 

 

 

 

平成１７年度（第１期） 

実施主体 オイスカ佐賀コスモスの会 

代表 亀川 智枝 

（特活）カンボジア教育支

援フロム佐賀 

代表 松尾 由紀子 

陶都有田国際交流協会 

会長 篠原 啓一郎 

事  業 国際交流と学校訪問 カンボジア日本友好学園の

生徒たちから「生きる力」を

学ぶ事業 

有田マイセン姉妹都市 25 周年

記念誌作成とドイツフェスタ

における発表報告会 

交付金額 １００，０００ ９０，０００ １００，０００ 

実施主体 国際医療研究会 

代表 鶴城 雪子 

佐賀生活文化交流会 

代表 清水 和子 

みやき町国際交流会 

会長 弓 徹 

事  業 ケニアに対する国際理

解・交流推進事業 

国際生け花教室 国際交流陶芸教室 

交付金額 １００，０００ １００，０００      ７０，０００ 

 

平成１７年度（第２期） 

実施主体 佐賀ユネスコ協会 



事  業 ユネスコ平和セミナー 

「アフガニスタン難民キ

ャンプの子どもたちは今」 

交付金額 ５０,０００ 

 

平成 17 年度交付実績 ７件 ６１０,０００円 

 

 

平成１６年度（第１期） 

実施主体 合唱団やまびこ 

代表 小川 琢也 

佐賀市地域婦人連絡協議会 

代表 幟持 敏子 

（社）唐津青年会議所 

代表 加藤 博彦 

事  業 クラーク大学合唱団ホ

ームステイ 

異文化紹介ふれあい活動 百済武寧王セミナー及び

記念事業 

交付金額 １００，０００ １００，０００ １００，０００ 

実施主体 武雄市国際交流実行委員会

代表 後藤 明子 

佐賀中国留学生学友会 

代表 キョウ シュンメイ 

事  業 パキスタン伝統歌唱団

との交流会 

中日文化講演会 

交付金額 ６０，０００ ２８，８７５ 

平成１６年度（第２期） 

実施主体 新栄小・トヒョン小ふれあい

委員会 

代表 立川 均 

山内町国際交流促進協議会 

代表 福田 昭子 

事  業 トヒョン小とのふれあい事業 山内町国際交流「日本のお正月」 

交付金額 １００，０００ ２１，３２０ 

 

平成１６年度交付実績 ７件 ５１０，１９５円 

 

平成１５年度（前期） 

実施主体 チャンドラレーカ舞踏団 

交流実行委員会 

代表 後藤 明子 

陶都有田国際交流協会 

会長 篠原 啓一郎 

事  業 チャンドラレーカ舞踏団との 

交流会 

国際陶芸教室事業 

交付金額 ８５，０００ ８０，０００ 

平成１５年度（後期） 

実施主体 SAGA 国際運動まつり

実行委員会 

代表 松崎 理 

佐賀市地域婦人連絡協議

会 

会長 幟持 敏子 

（財）エイ・エフ・エス 

日本協会佐賀支部 

 

事  業 S SAGA 国際運動まつり

2003 事業 

 

異文化紹介ふれあい活動事

業「楽しく・広げよう国際協

力の和」事業 

留学生と小・中高生との国

際交流会事業 

 

交付金額 １００，０００ ９０，０００ ２４，７０８ 

  

平成１５年度交付実績 ３件 ３７９，７０８円 

 

平成１４年度（前期） 

実施主体 社団法人 

唐津青年会議所 

理事長 岩本 真二 

肥前町国際交流協会 

会長 岸本 義弘 

事  業 「２００２年日韓ヨット、韓国

文化展示会及び福岡駐在総領

事講演会」事業 

日韓青少年ハーモニー交流

事業 



交付金額 ７０，０００ ６５，０４７ 

平成１４年度（後期） 

実施主体 佐賀大学留学生会 

会長 尚 擁軍 

事  業 「ＳＡＧＡ国際運動 

まつり２００２」事業 

交付金額 ６０，０００ 

 平成１４年度交付実績 ３件 １９５，０４７円 

 

  

平成１３年度（前期） 

実施主体 オイスカ・インターナ

ショナルコスモスの会 

会長 富崎 サヨ子 

佐賀県中国留学生学友会 

会長 王 立強 

九州アイリッシュ＆ケル

ティックネットワーク 

会長マリー・アーバックル 

事  業 世界の食文化交流 「スポーツ ＷＥＥＫ」事業 

（県内留学生・日本人学生の 

スポーツ 交流） 

 

ケルト文化紹介及び国際交流事業

（アイルランド・スコットランド、

ケルト、日本伝統音楽、ダンスワー

クショップ等による交流） 

交付金額 ５０，０００ １１６，０００ ２００，０００ 

平成１３年度（後期） 申請なし。 

 

平成１３年度交付実績 ３件 ３６６，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

平成１２年度（前期） 

実施主体 佐賀県中国留学生学友会 

会長 趙 汀 

地球市民の会 

会長 古賀 武夫 

事  業 「スポーツ ＷＥＥＫ」事業 

（県内留学生・日本人学生の

スポーツ 交流） 

「ハンガリー野球用具支援

事業：キャッチボールしよ

う！を町中に」 

交付金額 ８６，６７６ １０１，１６９ 

平成１２年度（後期） 

実施主体 Ｈａｒｖｅｓｔ ９９ 

事  業 日韓交流展における「日韓交

流会」事業（講演会・料理教

室・ハングル講座等） 

交付金額 ５８，９６２ 

平成１２年度交付実績 ３件 ２４６，８０７円 

 

 

平成１１年度    該当実績なし 

 

 

平成１０年度（前期） 

実施主体 オイスカ佐賀コスモスの会 

会長 富崎サヨ子 

大町町小学校ＰＴＡ 

会長 三谷英史 

校長 橋本泰知 

山内町国際交流促進協議会 

会長 山下次雄 

事  業 タイ・コンケンにおける図書 ペルーの小学生との絵 山内町在住外国人（中



館建設プロジェクトのスタ

ッフを囲む研修交流会 

画交流事業 国人）との交流事業 

交付金額 １００，０００ １４０，０００ ５０，０００ 

平成１０年度（後期） 

実施主体 玄海人クラブ 

代表 兪 華濬 

事  業 日韓交流音楽の夕べ９９ 

 

 

交付金額 ２００，０００ 

平成１０年度交付実績 ４件 ４９０，０００円   

 

 

平成９年度（前期） 

実施主体 ＣＬＡＹＺＹＳ 

代表 久保憲雄 

（社）伊万里青年会議所 

 理事長 山﨑 高広 

（社）唐津青年会議所 

理事長 岩本泰助 

事  業 ＣＬＡＹＺＹＳ「国際交流や

きもの教室」 

第５回国際ビーチバレ

ー大会 

1997 年度日韓交流ス

ポーツ大会  

交付金額 ２００，０００ ９５，２４２ ２００，０００ 

平成９年度（後期） 

実施主体 玄海人クラブ 

代表 兪 華濬 

日本スリランカ愛未来協会

会長  竹下敦子 

事  業 「日韓交流音楽の夕べ」 「佐賀スリランカ友情

計画実践事業」 

交付金額 ２００，０００ ２００，０００ 

  平成９年度交付実績  ５件 ８９５，２４２円  

 

 

平成８年度（後期） 

実施主体 

 

（社）鹿島青年会議所 

理事長 愛野 時興 

事  業 「友＆遊ｉｎ鹿島開催事業」 

交付金額 ２００，０００ 

  平成８年度交付実績 １件  ２００，０００円 

 

 

平成７年度（前期） 

実施主体 （社）唐津青年会議所 

理事長 玉置 元 

（社）鳥栖青年会議所 

理事長 野田 幸敬 

事  業 1995 年日韓交流  

韓国民族伝統芸能披露

及び韓国物産展 

Ｊ－ＳＴＡＹ９５ 

（香港と鳥栖市の交流のため、香港の大学生

をホームステイや見学させる。） 

交付金額 ２００，０００ ２００，０００ 

 

 

平成７年度（後期） 

実施主体 地球市民の会 

会長 古賀武夫 

大和町国際交流推進協議会 

会長 江副 洋幸 

事  業 第３回地球子どもサミット

イン ジャパン 

大和町国際交流柿む

き大会 

交付金額 ２００，０００ １８０，０００ 

  平成７年度交付実績 ４件 ７８０，０００円 

 



 

 平成６年度（前期） 

事 業 名 団 体 名 

日独スポーツ少年団同時交流事業 

200,000 円 

西神野母集団 

第２回オイスカ佐賀ラブグリーンの翼 

100,243 円 

財団法人オイスカ産業開発協力団佐賀県支部 

日韓友好「武雄市少年の船」事業 

200,000 円 

武雄市少年の船協会 

平成６年度（後期） 

事 業 名 団 体 名 

９５国際交流アドベンチャーラリーイン唐津 

200,000 円 

佐賀県青少年団体連絡協議会 

国際親善野点の会 

200,000 円 

国際親善ローズアソシエーション 

ドイツ人ＣＩＲセミナー 

100,000 円 

有田町善意通訳者の会「すまいる」 

佐賀県子連訪韓少年の翼 

200,000 円 

社団法人佐賀県子どもクラブ連合会 

国際交流柿むき大会 

180,000 円 

大和町国際交流推進協議会 

 平成６年度交付実績 ８件 １，３８０，２４３円 

 

 

 

 

平成５年度（前期） 

事 業 名 団 体 名 

第２０回日独スポーツ少年団同時交流受入事業 鳥栖市スポーツ少年団本部 

１９９３年日韓交流民泊団受入事業 社団法人唐津青年会議所 

マイセン市青少年有田訪問団受入事業 社団法人陶都有田青年会議所 

平成５年度（後期） 

事 業 名 団 体 名 

佐賀県子連訪韓少年の翼 社団法人佐賀県子どもクラブ連合会 

平成５年度国際交流青少年の集い 佐賀県青少年団体連絡協議会 

ザ・サンヤマチナイト９３ ザ・サンヤマチナイト実行委員会 

ハートフル、湯～ラム９３ 嬉野地球市民の会 

伊万里市日中友好協会設立十周年記念大連市歌舞団招聘事業 伊万里市日中友好協会 

 平成５年度交付実績 ８件 １，５８７，７５０円  

 

 

平成４年度（前期） 

事 業 名 団 体 名 

麗水ホームステイ 社団法人唐津青年会議所 

佐賀県お母さんコーラス連盟中国大連市合唱団合同演奏会 佐賀県お母さんコーラス連盟 

韓国訪問計画９２ サバルロード 

日独スポーツ少年団交流 千代田町スポーツ少年団 

日中友好音楽交流 神埼町民音楽愛好会 

国際渓流登りｉｎななやま 大雨風七山 

武雄市少年の船 武雄市少年の船協会 

第６回日韓親善少年柔道大会 佐賀県柔道協会三神支部 

平成４年度（後期） 



事 業 名 団 体 名 

第２回佐賀県日本語スピーチコンテスト 佐賀日中学院 

カチポジウム９３ 地球市民の会 

佐賀県子連訪韓少年の翼 （社）佐賀県子どもクラブ連合会 

平成４年度国際交流青少年の集い 佐賀県青少年団体連絡協議会 

国際親善野点の会 国際親善ローズアソシエーション 

国際交流と街づくり・人づくりシンポジウム グルッポ・イタリア 

幻の金官加羅国文化交流事業 肥前町国際交流協会 

 平成４年度交付実績 １５件  ２，８６４，３７９円 

 

 

平成３年度（前期） 

事 業 名 団 体 名 

日韓友好武雄市少年の船 武雄市少年の船協会 

日韓交流会 佐賀アジア友好婦人会 

’９１国際交流滝登りｉｎ七山 大雨風七山 

ル・アーブル日本文化祭への参加 コーロ・アンジェリカ 

田植歌アジアフェスティバル’９１ 西有田アジアフェスティバル実行委員会 

国際交流キャンプ 西有田町国際交流協議会しぇいくはんど 

日独スポーツ少年団交流事業 諸富町スポーツ少年団 

日韓親善少年柔道大会 佐賀県柔道協会三神支部 

日韓青少年剣道交歓会 東与賀町剣道連盟 

留学生のための野点の会 国際親善ローズアソシエーション 

 

 

 

平成３年度（後期） 

事 業 名 団 体 名 

第５回民際交流の夕べ 伊万里善意通訳の会 

チングー交流 肥前町国際交流実行委員会 

第２回ワイワイ国際交流 呼子町国際交流実行委員会 

佐賀県日本語スピーチコンテスト 佐賀日中学院 

ザ・サンヤマチナイト’９１ ザ・サンヤマチナイト実行委員会 

チルドレン・フォレスト「子供の森」佐賀県国際大会 （株）オイスカ産業開発協力団 佐賀県支部 

祐徳神社お火たきふれあい交流 鹿島市役所ふれあい交流会 

九州青年の船統一事後研修佐賀大会日中青年交流事業 佐賀県九州青年の船の会 

カチポジウム’９２ 地球市民の会 

留学生のための野点の会 国際親善ローズアソシエーション 

  平成３年度交付実績 ２０件 ３，４９０，０００円 


