熊本県国際協会会員一覧【五十音順】
団体名

1

2

芦北町国際交流協
会

郵便番号

869-5563

住所

葦北郡芦北町大字芦北
2015

電話番号

ありあけ国際交流協
荒尾市四ツ山町３－７－６、
864-0052
0968-65-2530
会
６０３

867‐0023

熊本県水俣市南福寺11番
22号

4 ＮＨＫ熊本放送局

860-8602

熊本市中央区花畑町５番１
096-326-8203
号

6

王栄国際交流委員
会

大津町国際交流協
会

862-0976

メールアドレス

0966-82-2511 0966-82-2893 kokusai@town.ashikita.lg.jp

3 五ツ太鼓 彩流

5

ＦＡＸ

mxbhq411@ybb.ne.jp

ホームページＵＲＬ

http://ashikokukyou.com/

活動内容（目的、活動対象国など含む）

その他（ＰＲしたいこと、入会条件など）

本協会では、カンボジアに学校を贈る運動や英国派
遣事業、国際交流まつりなどのイベントなど、町民の
方が身近に異文化に触れる機会を積極的につくりだ
しています。

平成8年に、本協会の前身である「国際交流友の会」
が発足し、「国際交流協会」へと発展してきました。
発足当初からカンボジアへの支援を続け、これまで
に5校の学校を贈呈しています。
当協会では、今後もカンボジアに対する支援と町の
国際化に取り組んでいきます。

荒尾市を中心に100名ほどの会員で、外国人の方々
との交流や地域の国際化を目指しています。全体活
動としてクッキングやスピーチ大会などを行い、小学
http://www.geocities.jp/ariakein 校から頂いたランドセルをフィリピンの小学生に贈っ
ternational/
ています。また、青少年と保護者向けのヤングチャレ
ンジ、外国人への日本語学習支援、英語を学ぶしゃ
べり場、英語で歌うミュージックサロン、パソコン勉強
会の部会活動もあります。
和太鼓を通じ、日本人と外国人門下生への指導と交 海外公演七カ国十回。公演先では現地の方々との
流、海外公演などの参加による国際交流体験・日本 交流などふれあいを重視しています。
文化広報。
台湾からの訪問団の受け入れも行いました。

0966-62-5092 0966-62-5092 saido0225@gmail.com
https://www.nhk.or.jp/kumam http://www.nhk.or.jp/kumamoto
oto/contact/form.html
/

熊本市中央区九品寺2丁目
096-363-4315 096-362-8205
2－44

古着など全ての物品を集めています。たくさんの
方々に呼びかけて集めた古着やバザーでの益金等
を送ります。ストリートチルドレンとして教育の機会を
失った多くの貧しい子ども達の為にパイプオルガンコ
ンサートを行ったりし、教育基金を送っています。

県下の多くの方々から献品の物資が送られ、赤十
字、善意銀行、各報道機関、県、市等多くの機関に
御協力を頂いております。
これからも、国際交流と地域交流「温かなボランティ
ア活動」が続いていきますよう、ゆっくりと堅実に出来
ることから進めております。

「国際交流は人づくり」、そして「人づくりはまちづくり
につながる」ということに気づいた町民海外研修の参
加者たちによって発足した任意の民間団体。
https://m.facebook.com/OIEO1994
身近なところから国際交流を進めることを目的に、姉
/
妹都市との交流やホームステイ受入、在住外国人と
の交流・支援等を行っています。
（活動対象国：米国、ブラジルほか）

町とタイアップして車の両輪的に国際交流活動を進
めています。町の姉妹都市の中でも特に、米国ネブ
ラスカ州ヘイスティングズ市とはホームステイなどを
通じた相互交流が活発で、協会の活動の中心となっ
ています。

http://ouei.sakura.ne.jp/

熊本県菊池郡大津町大津１
869-1233 ２３３
096-293-3111 096-293-4836 oieo1994@gmail.com
（大津町役場気付）

7 空手道空心会

8 菊池国際交流協会

菊池市隈府888番地（菊池
861-1392 市役所市長公室広報交流
係内）

熊本市中央区辛島長5番1
九州産交ツーリズム
9
860-0804 号
株式会社
日本生命熊本ビル1階

0968-25-7252 0968-25-2322

一般社団法人 九州
熊本市湖東１丁目１２番２６
862-0909
096-368-1001 096-368-1004
ミャンマー友好協会
号

11

九州ルーテル学院
大学

860-8520

ematsunaga@city.kikuchi.lg.jp

096-325-3535 096-355-1296 e-ryoko＠kyusako.co.jp

10

菊池市の国際交流の進展を目指し、国際的視野を
広め、本市の国際交流の主体的団体としての役割を
果たしていくため、在菊外国人交流会などの事業を
実施する。
また、菊池市からの委託事業として、菊池市の友好
都市である韓国金堤市及び清州市、中国泗水県と
の交流を実施する。

http://www.kyusanko.co.jp/

弊社は、熊本から始まる「Hub＆Spoke構想」の実現
をめざし、新インバウンド受入事業を展開してゆきま
す。
最初の対象国は台湾・韓国・香港を中心にすすめ、
アジア各国及び世界へ広げてゆきます。

地域に根ざした国際交流の活動を行っています。
菊池市民の皆さん、一緒に活動しませんか。
入会条件：会の趣旨に賛同し、年会費2,000円を納め
ていただきます。

着地型企画商品の販売をすでに始めています。
WEBでの申込を可能にしたプラットフォームによる
コールセンターを設置し、今後広く活用してゆきま
す。

ミャンマー連邦大使館より、年１回大使、参事官を招
いて懇親会、サイクロン被害の募金活動、古着を集
九州とミャンマー間の活発な民間文化経済福祉の交
めて送る。親善視察。 私達 九州ミャンマー友好協
流を増進することにより、相互の友好と親善関係を
会の趣旨を御理解してくださり一緒に活動してくださ
確立させる事を目的とする。
る方を公募中。年齢、性別、国籍、職業での基準は
まったくない。

熊本市中央区黒髪３丁目１
096-343-1600 096-343-0354 global@klc.ac.jp
２番１６号
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団体名

郵便番号

住所

電話番号

ＦＡＸ

メールアドレス
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活動内容（目的、活動対象国など含む）

その他（ＰＲしたいこと、入会条件など）

明治24（1891）年に第五高等学校教師として赴任し、
日本文化に多大の影響を与えたラフカディオ・ハーン
の業績を顕彰する団体です。来熊100周年記念祭が
熊本アイルランド協
熊本市中央区白山1丁目6
平成3年に開催されたことを契機として、熊本アイル
12
862-0959
096-366-5151 096-372-1857 office@kumamoto-ireland.org http://www.kumamoto-ireland.org/
会
番31号（㈱お菓子の香梅内）
ランド協会が設立されました。日本及びアイルランド
両国間の文化、学術、経済、観光等における、友好
交流を促進し、両国民の親善を図ることを目的として
います。

小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の顕彰を通じて、年
間4～5回の市民講座や毎年3月にはセント・パトリッ
クス・デイ・パレードを行っています。また、これまで
ハーン作品をテーマに朗読会や講演会、演劇公演、
清和文楽「雪おんな」のギリシャ公演などを開催。トリ
ニティ・アイリッシュトダンス熊本公演、アイリッシュ
ハープ演奏会なども開催しています。入会は年会費
として個人会員2000円、家族会員は3000円です。

JICA（国際協力事業団）の協賛を受け、当院主催の
約３週間の研修を開催している。
①「重症感染症などのアウトブレイク対応強化のため
の実地疫学（管理者向け）」
②「包括的なウイルス肝炎対策」
③「高齢者に対する健康管理」

左記研修に参加した研修生の主な国
①コンゴ、エチオピア、リベリア、ナイジェリア、ザンビ
アなどアフリカ諸国を中心に
②エジプト、モンゴル、ミャンマー
③マレーシア

インドネシアとの交流を推進することを活動主眼とし
ています。ＮＰＯ法人化して５年、熊本県のアジア戦
略の中でバリ州とのＭＯＵ調印、東京オリンピックイ
ンドネシアバドミントンチームのホストシティ等が決定
されてきました。また、本県へのインドネシアからの
留学生も増加し、国際交流の祭典参加はじめ日常的
に交流を深めています。

１２年前に任意団体として発足したときに細々とした
音楽交流を行うだけの組織でしたが、ＮＰＯ法人化の
後、文化だけでなく経済・観光・人材・教育・スポーツ
まで交流が広がりました。これからも、県内の企業進
出・観光誘致・農業振興・教育交流と支援・バドミント
ンなど充実させるために事務局・幹部体制を構築し
ました。是非、入会をいただき活動を推進していきま
す。入会をお待ちします。

母国語を大事に世界各国のエスペランティストとの
民際交流。世界エスペラント大会、日本エスペラント
大会など色々な国の行事にもに参加し、地方大会も
エスペラント普及として活動する。民族の差別のな
い、創案者ザメンホフの人類愛に基づき平和のため
にも活動する。

トルストイ、二葉亭四迷、宮沢賢治、新渡戸稲造など
エスペラントを学び、熊本では徳富蘆花が学びトルス
トイと面会。岩波新書「ザメンホフ」の著者伊藤三郎
が熊本で活躍したのは有名。他の言語と比べて複雑
ではありません。国際交流に関心ある方なら年齢に
問わず誰でも歓迎！

13

国立病院機構熊本
医療センター

860-0008

熊本市中央区二の丸１番５
096-353-6501 096-325-2519 mouri@hosp.go.jp
号

http://www.nho-kumamoto.jp/

特定非営利活動法
熊本市西区春日１丁目１３
14 人熊本インドネシア 860-0047 番１号ザ・ニューホテル熊本 096-326-1111 096-326-0800 kifayyy@gmail.com
友好協会
内

15 熊本エスペラント会 862-0959

熊本市中央区白山2丁目7090-5922-8703 096-211-5065 takinulo@gmail.com
5 セルボ白山501号

なし

日本社会の文化・生活習慣、法律に関する勉強の実
施。各国文化の紹介、勉強会、会員の属する国々の
34年の活動成果により、日本の方々との交流が深ま
紹介等を小中学校、地域にて交流を実施する。
りました。今後も地域の方々との交流を深めていきた
ホームステイの受入れ、国際交流フェスティバル等
いと考えています。
への参加。外国の紹介、外国料理の紹介、フォーク
ダンス等の紹介。

熊本外国人妻の会
096‐385‐6457 096‐386‐6457
熊本市中央区帯山7丁目6‐
16 （熊本外国人妻と日 862-0924
／096‐368‐
／096‐368‐
24
本人妻の会）
4315
4315

17 熊本学園大学

862-8680

熊本市中央区大江2丁目5
番1号

096-366-3230 096-372-4112 ip-kgu@kumagaku.ac.jp

https://www.kumagaku.ac.jp/

18 熊本経済同友会

860-0846

熊本市中央区城東町4-2
熊本ホテルキャッスル２階

096-353-0051 096-322-5343 info@kuma-doyukai.com

http://www.kuma-doyukai.com/

19 熊本県

862-8570

熊本市中央区水前寺6丁目
096-333-2315 096-381-3343 kokusai@pref.kumamoto.lg.jp
18番1号（国際課内）

20

熊本県海外技術研
修事業後援会

862-8570

熊本市中央区水前寺6丁目
096-333-2315 096-381-3343
18番1号（国際課内）

21

熊本県協力隊を育
てる会

865-0064 熊本県玉名市中７９６－３

22

一般社団法人熊本
県銀行協会

860-0017

－

http://www.pref.kumamoto.jp/

－

急速にグローバル化が進む今日に求められるのは、
異文化に対する深い理解と高い語学力。
本学は、アメリカや中国をはじめ、13か国・地域29大
学に広がる国際交流ネットワークで、 国際社会を生
き抜くためのスキルを身につける舞台を用意してい
ます。

本県は、「世界とつながる新たな熊本の創造」をめざ
し、KUMAMOTOブランドの世界展開やインバウンド
の需要拡大など、ヒト・モノの流れの創出に取り組ん
でいます。また、多文化共生の地域づくりに向け、県
民総参加による国際化を推進しています。

中国広西壮族自治区、米国モンタナ州、韓国忠清南
道、台湾高雄市と姉妹友好提携を行っています。ま
た、海外事務所等を拠点としてアジアとの経済交流
を推進している他、熊本県国際協会に委託して「国
際相談コーナー」を運営するなど、誰もが暮らしやす
い熊本づくりに取り組んでいます。

熊本県が実施する海外技術研修員の受入事務所の
代表者並びに関係者がメンバーとなっており、当該
熊本県が実施する事業で受け入れる海外技術研修
員等の研修の円滑な運営を図り、海外技術研修事
業の推進に寄与することを目的として活動を行って
いる。

－

政府事業である「JICAボランティア」事業を民間の立 国際協力講演会。帰国隊員報告会。派遣中、帰国隊
場から支援し、国際協力・国際交流の輪を広げること 員の支援。国際協力、国際交流の支援。留守家族懇
を目的とする。
談会、派遣隊員壮行会、帰国隊員歓迎会の開催。

090-7390-1229 0968-74-5753 yosijunreisei@yahoo.co.jp

熊本市中央区練兵町６９番
096-354-6655 096-352-1617
地

本学は、「熊本海外協会」をルーツとし、1942年発足
の「東洋語学専門学校」を前身として、創立以来、日
本と世界を見つめながら、地域と共に歩んできまし
た。この伝統を踏まえ、地域に貢献し、世界で活躍で
きるグローバル人材を育成する大学として、学長の
リーダーシップのもと、全学を挙げて、更なる国際化
を目指します。

－
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団体名

23

住所

熊本県国際教育研
究会（熊海国研）

24 熊本県国際農友会

25

郵便番号

一般社団法人熊本
県歯科医師会

26 熊本県市長会

電話番号

ＦＡＸ

メールアドレス

landho.shin1roi@icloud.com

熊本市中央区水前寺6丁目
862-8570 18番1号（農地・担い手支援 096-333-2432 096-382-6934 －
課内）

860-0863

862-0911

熊本市中央区坪井2丁目-4
096-343-8020 096-343-0623 jimu@kuma8020.com
番-15号

熊本市東区健軍2丁目4-10
096-331-0008 096-365-0707 sichok03@hinokuni-net.jp
熊本県市町村自治会館6階
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活動内容（目的、活動対象国など含む）

その他（ＰＲしたいこと、入会条件など）

なし

本会は、文科省より在外教育施設（日本人学校・補
習授業校）に派遣された経験を持つ、教師で作る会
です。世界で活躍できるグローバル人材の育成を目
的に活動しています。毎年、帰国した教師による発
表会を熊本市食品交流会館（フードパル）で実施して
います。主な内容は以下のとおりです。
① 体験発表（約10カ国）
その年に、在外日本人学校及び補習校より帰国し
た教師が発表します。内容は、勤務された学校や現
地での生活の様子、文化の紹介等様々です。
② 世界の料理（約4カ国）
昨年度、在外日本人学校及び補習校より帰国した
教師が現地の料理を提供します。派遣された世界の
国々の料理が並び、参加者が試食できます。試食し
たレシピの配布もあります。
③ 世界の文化（ポスターセッション；約10カ国）
今年度、在外日本人学校及び補習校より帰国した
教師が、写真や資料及び日用品等の数々の品物を
展示し、自ら体験した文化を来場した人々に紹介しま
す。
④ フリートーク
研修会に参加された方々が、発表を聞いて、質問
や意見を交換をし、交流する時間です。

夏季研修会では、世界の色々な国々での教育活動
や生活体験を聞くことができるので、違った角度から
世界を見るよい機会です。また、国際社会の中で生
き抜く力を備えた児童生徒の育成について、何らか
の示唆を得られます。入会条件は、原則在外教育施
設からの帰国者であることが条件ですが、今後在外
教育施設に興味がある人などの入会も認め、これか
ら渡航する人々への支援も行っています。
※年に１回ハローワールドいう会誌を発行していま
す。会員が赴任した国の様子や会の活動を報告して
います。

－

本会は、国際的友愛の精神に則り、全世界の農友と
合携えて農業技術、生活文化の交流を計り、会員相 農業研修生として海外に派遣され帰国した者等が会
互の研鑽と和衷協同の志操を啓示して、新しい文化 員。
農村建設に寄与することを目的とする。

http://www.kuma8020.com

本会は、熊本県を区域とし、日本歯科医師会及び郡
市会（本会で承認した郡市を区域とする歯科医師会）
との連携のもと、医道の高揚、県民の歯科医療の確
立、公衆衛生・歯科保健の啓発、並びに歯科医学の
進歩発達を図り、もって県民の健康と福祉を増進す
ることを目的としています。

なし

地方自治法第263条の3に基づく「全国的連合組織」
の一つである全国市長会の地方組織として県内１４
市の市長で構成され、各市の連絡連携を図り、都市
に関する諸般の事項を調査研究し、市民の福祉増進
入会条件
と市政の向上発展を期すること、さらに地方自治法
・熊本県内の市長
第263条の3第2項に基づく、地方自治に影響を及ぼ
す法律又は政令その他の事項に関する内閣に対す
る意見の申し出又は国会への意見書の提出に資す
ることを目的としている。

http://www.kmt-cci.or.jp/

熊本県内の９商工会議所（熊本、八代、荒尾、人吉、
水俣、本渡、玉名、山鹿、牛深）および各種商工団体
との連携を密にし、その機能発揮に協力し、総合的
に商工業の健全なる進歩発達を図り、もって我が国
経済の発展に寄与することを目的とする。

熊本県民の健康長寿を目指し、以下の事業に取り組
んでいます。
１．むし歯予防のためのフッ化物洗口の推進
２．医科歯科連携事業、
３．在宅訪問歯科診療事業
４．障害者歯科診療
６．高齢社会に求める８０２０推進事業

県内中小企業者の海外ビジネスに関する各種相談
に応じております。なお、熊本商工会議所では、平成
２５年度より「海外ビジネス支援窓口」を開設。ジェト
ロをはじめとした支援機関や行政等と連携しながら
各種相談対応を行っております。

27

熊本県商工会議所
連合会

860-0022

熊本市中央区横紺屋町10
番地（熊本商工会議所内）

28

熊本県商工会連合
会

860-0812

熊本市中央区南熊本5-1-1
096-372-2500 096-372-7111 info@kumashoko.or.jp
テルウェル熊本ビル３Ｆ

http://www.kumashoko.or.jp/

熊本県内の商工会の健全な発達を図り、商工業の
発展に寄与する活動を行っている。

29

熊本県少林寺拳法
連盟

861-3202

上益城郡御船町小坂1992‐
090‐5932‐9269 096‐282‐2335 fiicx013@ybb.ne.jp
7

http://www.shorinjikempo.or.jp/

大津つつじ祭協賛少林寺拳法大会、熊本県大会、熊
見学自由
本県スポーツ少年団交流大会、熊本国際交流祭典
連盟本部の公式ホームページを閲覧ください。
演武、各地域でのボランティア活動

30

熊本県私立大学協
会

31

熊本県私立中学高
等学校協会

862-0976

熊本市中央区九品寺1丁目
096-372-5221 096-372-5235 sigaku@galaxy.ocn.ne.jp
7番19号

http://k-shigaku.com/

096-354-6688 096-352-5202 info@kmt-cci.or.jp
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団体名

32

熊本県青年海外協
力協会

郵便番号

住所

電話番号

ＦＡＸ

上益城郡御船町木倉1096861-3204 2
090-3660-1016
DINOSAURⅡ 203号

メールアドレス

その他（ＰＲしたいこと、入会条件など）
人の幸せって何でしょう？ 豊かな生活とは何でしょ
う？ 青年海外協力隊は開発途上国で2年以上暮らし
ます。
病院がない・車がない・学校がない環境の中、笑顔
で逞しく生きる現地の人間の力（治癒力・智恵・連帯）
・ JICAボランティア募集説明会と相談会
に感心することが多々ありました。
https://ja・ 「見たい！聞きたい！協力たい！」出前授業 (コン また、仕事をすると現地の文化・習慣の壁に邪魔をさ
jocakumamoto2014@gmail.co
jp.facebook.com/kumamoto.jocv. サート、料理教室、ワークショップ）
れることがあります。異文化の壁は大きいけれど「相
m
obog
・ アースウィーク、国際交流祭典、男女共生フォーラ 手を理解したい心」と「自分を知ってほしい心」と「じっ
ムでの協働
くり取り組む時間」があれば乗り越えられる事を身を
もって学んできました。
私たち協力隊OB&OGは 「実体験」 「異文化コミュ
ニケーション」「人間の底力」 をキーワードにNGOと
協働で地元熊本の国際交流・国際協力を推進してい
ます。

熊本市東区平山町2776
861-8012 熊本県民総合運動公園陸 096-388-1581 096-388-1584 main@kumamoto-sports.or.jp
上競技場内
熊本市中央区健軍２丁目４
34 熊本県町村会
862-0911
－１０
阿蘇市内牧252番地
熊本県テコンドー協
35
869-2301 （有）ひぐちコーポレーション
会
内
33

公益財団法人熊本
県スポーツ協会

熊本県日韓親善協
36
会

熊本市中央区本山１１９北
860‐0822
里総合法律事務所内

熊本市中央区城東町４－２
096-356-4847 096-325-2829 nitchu@titan.ocn.ne.jp
ホテルキャッスル２Ｆ

860-0846

熊本県日中友好協
38
会

熊本市中央区新町2丁目2
860-0004 －47 熊本市健康センター
新町分室2階

熊本県農業協同組
39
合中央会

熊本市中央区南千反畑町２
860-0842
096-328-1000 096-311-2023 somu@jakumachu.jp
番３号

活動内容（目的、活動対象国など含む）

本会は、スポーツを振興し、県民の体力向上を図り、 本会は、韓国忠清南道並びにドイツスポーツユーゲ
スポーツ精神を涵養し、もって県民の心身の健全な ントとのスポーツ国際交流事業を実施し、本県のス
発達に寄与することを目的として活動しています。
ポーツ振興を推進しています。

姉妹提携した韓国忠清南道と友好提携を行い、韓国
本協会は日韓両国民の相互理解と友好交流を促進
総領事館との定期的交流を推進し、これら交流の支
し、両国の繁栄と世界の平和に寄与することを目的
援、ハングル講座等を実施している。
とする。
韓国交流を深めるため参加者を求めております。

http://www.nitchu.net/

本会の目的は、日中の相互理解、文化・経済等の交
流を増進し、友好共栄を確立することです。
個人会員 年会費 １万円
留学生を始めとする在熊の中国人との交流や、来熊
法人会員 年会費 ３万円
中国人の歓迎、中国文化の紹介、訪中団の派遣な
ど様々な民間交流活動を行っています。
当協会は、日本と中国が二度と戦う事がないよう、設
中国人留学生と共同で取り組む交流事業、中国語ス
立以来中国との民間交流を進め、日本の人々と中国
ピーチコンテストや書道展等の文化事業、歴史を知
の人々の相互理解が少しでも深まることを願い、多
る講演会等多くの活動を行っています。
様な活動をしています。

096-326-5117 096-227-7373 nittyu50@muse.ocn.ne.jp

http://www.ja-kumamoto.or.jp/

本会は、農業者の営農と生活を守り、会員（県内の
JA及び連合会）の健全な発達を図ることを目的に、
－
会員の経営指導、組織の指導、事業の指導、監査な
どの事業を行っています。

http://www.kumamoto-fta.or.jp/

当協会は昭和36年9月の設立以降、県内の貿易振
興の手助け並びに貿易関連機関と関係を密にしな
がら歩んでまいりました。県内企業の皆様の貿易に
対する関心度を高めるために種々の事業を展開し、
企業の皆様が安心かつ円滑に貿易業務が遂行でき
るよう努力をしております。

・貿易相談業務・実務指導
・貿易関連実務講座の実施
・貿易情報誌の発行
・最新の海外事情を学ぶためのセミナー開催 等

２１世紀を生きる熊本の子どもたちが、ユニセフを通
して世界に目を向け、国と国との相互依存度がさら
に高まっていく国際社会で生きていくために、また子
どもたちの健やかな成長のための一助になればとの
思いで活動を続けています。特に、アフリカの国々を
よく知るため、毎年アフリカ諸国から留学している学
生を招き、熊本の若者との交流を続けています。

学校へ出向いての出前授業は、年間を通して受け付
けています。１２月には、恒例の街頭募金活動「ハン
ド・イン・ハンド」を実施。どなたでも参加できますし、
常にボランティアを募集しています。

熊本県ハンガリー友
好協会

一般社団法人熊本
41
県貿易協会

42

http://kumamoto-sports.or.jp

096-366-5855 096-366-5855

37 熊本県日中協会

40

ホームページＵＲＬ

株式会社熊本県民
テレビ

熊本市中央区横紺屋町10
860-0022
番地 熊本商工会議所3階

862-8504

096-355-2281 096-359-1029 info@kumamoto-fta.or.jp

熊本市中央区大江２丁目１
096-363-6111 096-363-6185 kimoto@kkt.co.jp
番１０号

熊本市中央区国府１丁目１
43 熊本県ユニセフ協会 862-0949 １−２ サンアイ水前寺ビル３ 096-362-5757 096-362-5758
F

http://www.kkt.jp/

http://www1.odn.ne.jp/unicefkumamoto/
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団体名

郵便番号

住所

電話番号

ＦＡＸ

メールアドレス

ホームページＵＲＬ
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公立大学法人熊本
県立大学

熊本―広西歯科医
療交流協会

862-8502

860-0851

熊本市東区月出３－１－１０
０96-383-7896 096-383-2364 gakusei@pu-kumamoto.ac.jp
０（事務局学生支援課）

熊本市中央区子飼本町414

くまもと国際協力連
47
861-1102 合志市須屋1635-129
合会

48 熊本市

一般財団法人熊本
49 市国際交流振興事
業団

50

熊本市北部国際青
年交流会

熊本スペイン協会
51 （グルポ エスパー
ニャ）

860-8601

096-343-0377 096-341-1130 dent-maxi.hosp@itoh-dh.or.jp

096-242-3047

熊本県ＪＩＣA派遣専門家連絡会、熊本県シニア海外
ボランティア（ＳＶ）会及び熊本県青年海外協力協会
による連合会で、会員の豊富な経験と知識を活かし
た、熊本県の国際交流促進のための活動に取り組
んでいます。

sanoz60@yahoo.co.jp

熊本市中央区花畑町4番18
860-0806 号
096-359-2121 096-359-5783 pj-info@kumamoto-if.or.jp
熊本市国際交流会館

861-5521

熊本県立大学は、「地域に生き、世界に伸びる」のス
ローガンのもと、「国際性の推進」を三大理念のひと
つに掲げています。地域と、それにつながる世界へ
http://www.pu-kumamoto.ac.jp/ 開かれた知的創造の拠点となるべく、「アジア・太平
洋地域への指向」「多文化共生社会への貢献」の２
つのキーワードを軸に、本学の規模・特性を活かした
国際交流活動を推進しています。
伊東歯科口腔病院が母体となり、平成4年に設立さ
れ、中国の広西壮族自治区の歯科医療支援（歯科
医療技術研修・医療機器の提供等）を中心に、歯科
医療の交流を行ってきました。
今後も要請があれば、技術支援等できる限りの対応
を行っていきたいと考えています。

熊本市中央区手取本町1番
096-328-2070 096-355-4443 kokusai@city.kumamoto.lg.jp
1号

韓国・祥明大學校、米国・モンタナ州立大学ビリング
ス校と学生交流協定を結び、交換留学を行っていま
す。またこれらの大学に加え、インドネシア・ブラウィ
ジャヤ大学からも短期研修団を受け入れるなどして、
学生の国際交流を推進しています。
その他にも、留学生による語学講座を開講し、学生
だけでなく地域の方に対しても開かれた知的創造の
拠点としての役割を果たしています。

具体的には、①熊本県と発展途上国との国際交流
活動促進に資する活動、②県内留学生、外国政府
派遣研修員への支援・交流、③会員の帰国報告会、
赴任壮行会等の活動を行っています。

http://www.city.kumamoto.jp/

アジア、欧州、北米の海外8都市と友好姉妹都市等
を締結し、交流を行っています。また、上海事務所や
本市は、『上質な生活都市』の実現をめざし、海外か クレアパリ事務所に職員を派遣し、現地ネットワーク
らの交流人口増加、本市への投資呼び込み、地域 を構築することで、現地の状況に対応したプロモー
の国際化推進などの国際的取組みを戦略的に進め ション等を行っています。
ています。
国際交流会館においては、様々な講座、イベント等
を実施することで、市民の国際化促進に努めていま
す。

http://www.kumamoto-if.or.jp

熊本市国際交流会館を拠点に、誰もが安心して暮ら
せる社会の構築に向け、様々な事業を展開してい
る。
①多文化共生社会の構築に向けた事業（多文化共
生事業）：各種相談窓口の開設、日本語教室や防災
訓練の実施等
②グローバルな視野を持った人材の育成（地球市民
育成事業）：世界中の学生と宿泊を共にし交流する 熊本地震の経験をもとに、誰一人取り残さない社会
ワークキャンプの開催、地域に出向き国際理解・異 づくりに取り組んでいきます。
文化理解を促進する出前講座の実施、インターン
シップ学生の受け入れやボランティア登録制度等
③市民の国際化を促進する事業（国際化推進事
業）：各種語学講座の開講、グローバルカレッジ事
業、ホームスティツアー等
④文化施設管理・まちづくり推進事業：国際交流会館
の運営管理

熊本市北区鹿子木町66 熊
096-245-0046 096-245-0054 katuyohokubo@gmail.com
本市北部公民館内

熊本市中央区出水7丁目
862-0941
56-22

その他（ＰＲしたいこと、入会条件など）

ライオンズクラブのスローガン「Ｌｉｂｅｒｔｙ，Ｉｎｔｅｌｌｌｉｇｅｎｃ
熊本県内ライオンズクラブ推薦の大学・専門学校・専 ｅ，Ｏｕｒ Ｎａｔｉｏｎ’ｓ Ｓafety 自由を守り、知性を重ん
修学校・各処学校等の新入学生計13名に各々奨学 じ、われわれの国の安全をはかる。」
金20万円（単年）を給付する事業。
モットー Ｗｅ Ｓｅｒve われわれは奉仕する。
入会は、成人以上 会員推薦

熊本市中央区大江6丁目21
熊本県ライオンズク
44
862-0971 番15号（株式会社 三孝企 096-535-5523 096-362-0911 jum8880@poem.ocn.jp
ラブ奨学会
業設計内）

45

活動内容（目的、活動対象国など含む）

kumamoto096-379-0400 096-370-5675
spain@mbp.nifyt.com
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旧北部町町民で外国へ行った人々で 、 国際交流
が出来る人、一人でも多くの町民が外国へ行って国
際交流をし、町内へその状態を拡大させると共に事
業活動を目的として設立した。
中国桂林市と友好交流を行っているほか、 平成13
年度より、北方四島ビザなし交流事業に協力、参加
している。

月２回の中国語講座を北部公民館で開催します。初
心者向けですので、市民の皆様の参加をお待ちして
います。
また、１３年度より北方四島とのビザなし交流事業に
参加し、早期返還実現に協力できる人の入会をお待
ちしています。
国際交流の出来る人。熊本市内の人々OK。入会金
なし。

スペイン文化を楽しみ、スペイン大好き人間の輪が
広がることを願って活動しています。
月例会（食事会）毎月第2火曜日19:00～
会員以外の方も是非ご参加ください。

「地中海フェスタ」 を年一回 熊本日仏協会・熊本日
伊協会・日本エジプト協会クマモトと年一回共催。

団体名

52

一般社団法人熊本
青年会議所

53 熊本大学

54 熊本中央高等学校

55

56

熊本電気鉄道株式
会社

熊本同時通訳者協
会

57 熊本日英協会

58

860-0846

860-8555

住所

熊本市中央区城東町4-2
ホテルキャッスル3Ｆ

電話番号

ＦＡＸ

メールアドレス

096-352-6655 096-352-6174 info@kumamotojc.com

熊本市中央区黒髪２丁目４
gji-kikaku@jimu.kumamoto096-344-2111 096-342-2130
０番１号
u.ac.jp

860-8558 熊本市中央区内坪井町4-8 096-354-2333 096-356-6279 chuo-jimu@kasumigakuen.jp

860-0862

熊本市中央区黒髪3丁目7
番29号

ホームページＵＲＬ

http://www.kumamotojc.com

活動内容（目的、活動対象国など含む）

その他（ＰＲしたいこと、入会条件など）
熊本青年会議所（熊本ＪＣ）は、「明るい豊かな社会」
の実現を同じ理想とし、時代の担い手たる責任感を
持った２０歳から４０歳までの熊本の未来のために活
動する団体です。健全な青少年の育成を目的とした
本会議所は、地域社会及び国家の発展を図り、会員 事業や、地域の発展のに向けた国際化や災害が起
の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理 きた場合の支援活動など、まちづくりが出来るリー
解を深め、もって世界の繁栄と平和に寄与することを ダーの育成を目的として日々活動を行っております。
目的とする。
またＪＣは世界１００ヵ国以上で活動しており世界会
議やアジア太平洋会議など国際的な大会への参加
の機会もあります。熊本青年会議所では、熊本市及
びその周辺地域に居住、又は勤務する方を募集して
います。

http://www.kumamoto-u.ac.jp/

本学は、教育基本法及び学校教育法の精神に則り、
総合大学として、知の創造、継承、発展に努め、知
的、道徳的及び応用的能力を備えた人材を育成する
ことにより、国際社会に貢献することを目的としてい
ます。世界に開かれた情報拠点として、各国の大学
や研究機関と学術的・文化的交流を積極的に推進す
るとともに、本学学生を国際社会に送り出し、留学生
教育とその支援体制を充実することによって、学術
文化の国際的発展に取り組んでいます。

本学は海外の大学等との交流協定締結や海外オ
フィス設置等により海外連携の強化・拡大を図ってい
ます。また、平成26年度文部科学省「スーパーグ
ローバル大学創成支援事業」に採択されており、そ
の取組の一つとして「熊大グローバルYouthキャンパ
ス事業」等を実施し、世界に開かれた地域づくりを牽
引するグローバルキャンパスを提供しています。

http://kasumigakuen.jp/

本校は、1984年に韓国・忠清南道の論山女子商業
高等学校と姉妹校締結を交わし、以来30年以上に
亘って、修学旅行や相互のホームステイを通して交
流を続けています。その成果が認められ、2011年12
月には東京の韓国文化院での「日韓草の根交流・第
3回顕彰式典」において、「高円宮賞」を拝領致しまし
た。

韓国・論山女子商業高等学校との交流では、これま
で2000人以上の生徒が韓国を訪れています。また、
普通科においては、総合探究コースで2年次から、韓
国語を学ぶことができます。

当社では「アジアとつながる」という熊本県が掲げる
アジア戦略に則り、台湾をターゲットにしたインバウ
http://www.kumamotodentetsu.co.j
096-345-1111 096-345-2827 kashikiri@kumamotodentetsu.co.jpp/
ンド事業を行っております。その中でも特に学生交流
に力を入れており、熊本県の受入体制の整備及び学
校同士のマッチングの支援をしております。

http://www.siak-interpreter.info

同時通訳者として認定を受け、経験もある者で立ち
上げた協会です。世界女性スポーツ会議でも二つの
県の国際化を図るため、会議通訳者の県内グルー 分科会の同通を行いました。水俣でのＮＩＭＤフォー
プを立ち上げた。
ラムなど国際学会の同通なども引き受けています。
通訳・翻訳・通訳者養成講座（ボランティアも含む）。 全員翻訳も可。天草宝島観光のかくれキリシタンの６
カ国語翻訳なども手がけました。
入会条件：井上語学研究所の門下生であること。

熊本市中央区新町2-2-6福
860-0004
096-343-0291 096-343-0291 saiyoukiwara@yahoo.co.jp
田病院内

kumamoto-japanbrishusociety.org

熊本日英協会は、明治の半ばに宣教師として来熊
し、ハンセン病患者救済に生涯を捧げたハンナ・リデ
ル、エダ・ハンナ・ライト両女史の顕彰事業を機に、熊
本と英国の交流を活発化することを目的として設立さ
れた任意団体です。

本会の活動を広く県民に知っていただく、年間恒例
の事業として、夏にはイングリッシュビールを楽しむ
会、冬には営為国料理を楽しむ会等、また、文化教
養として講演会等を開催しています。

熊本市東区沼山津1丁目2
861-2102
番7号（川田清治方）

http://blog.goo.ne.jp/jdgkumamoto

本協会は、ドイツ文化の紹介やドイツとの交流を主な
活動目的としています。特に、熊本市の友好都市ハ
イデルベルク市との交流は市民レベルで活発に行っ
ています。

ドイツに興味を持っていらっしゃる方はどなたでも入
会を歓迎します。また、会員による混声合唱団「コー
ル・クライゼル」は独自のコンサートを開催したり、協
会事業等で活躍しています。

http://rkk.jp

日本とブラジルの文化、スポーツ等両国の相互理解
の促進に必要な交流を図ることを目的とし、経済、文
化、スポーツ等相互交流の促進、親善使節に関する
こと、資料の収集、情報の交換、ブラジルからの留学
生たちとの交流に関することを事業として行っていま
す。

ブラジルに縁のある方はもちろん、興味のある方なら
どなたでも入会できます。会員は、法人会員と個人
会員とから構成されていて、留学生や研修生を招待
しての懇親会では、会員や県内関係諸団体との交
流・親睦を深めています。

861-8002 熊本市龍田弓削９０８－２７ 090-2968-4971 096-338-1185 h2i3r2o1k2o@yahoo.co.jp

特定非営利活動法
人 熊本日越協会

59 熊本日独協会

60

郵便番号

株式会社熊本日日
新聞社

61 熊本日伯協会

860-8506

860-8611

090-9792-2190 096-365-0019 kawatasei@jcom.zaq.ne.jp

熊本市中央区世安町１７２
番地

熊本市中央区山崎町30
熊本放送内

096-328-5504 096-355-5605 jinji@rkk.jp
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団体名
62 熊本日仏協会

郵便番号

住所
電話番号
ＦＡＸ
メールアドレス
熊本市中央区東阿弥陀寺
sakurai.k@anacpkumamotone
860-8575 町２（ＡＮＡクラウンプラザホ 096-354-2116 096-322-7530
wsky.com
テル熊本ニュースカイ内）
熊本市中央区城東町４－２
096-326-3312 096-326-1017 soumu@hotel-cstle.co.jp
（熊本ホテルキャッスル内）

63 熊本日米協会

860-8565

64 株式会社熊本放送

860-8611 熊本市中央区山崎町３０番地

ホームページＵＲＬ

http://jaskumamoto.com/

活動内容（目的、活動対象国など含む）

その他（ＰＲしたいこと、入会条件など）

①２０１８年日米協会国際シンポジウムが熊本で開
催されます。②海外飛躍を目指す高校生・大学生を
日米両国民との親睦と理解を図り、文化交流に寄与
対象に「インスパイア・ユースプログラム」と題して米
すること
国留学やビジネスで海外経験のある会員による講演
会を開催しています。

65 熊本むくげの会

熊本・モンタナ姉妹
66
交流協会

熊本市東区上南部３丁目１
861-8010
096-389-0768 096-389-0768 m.sakata@cap.bbiq.jp
３番地３５号

米国モンタナ州との友好関係発展を目標に特に青年
達の交流の応援団を自負して来ましたが昨今は交 会員の募集は年間を通しやっていますので何時でも
流の流れが残念ながら停滞しています。ここは一番 ご連絡を！
視点を変えて奥の手（？）を打つつもりです。

67 熊本ユネスコ協会

熊本市中央区水前寺6丁目
862-8609
096-333-2704 096-333-2704 bunka@pref.kumamoto.lg.jp
18番1号（文化課内）

絵画展事業、能楽ワークショップ、文化財を見る会の
国際交流活動や学習活動、書き損じハガキキャン
入会の条件は特にありません。若い方に入会してい
ペーン等の活動を行っている。参加者は会員をはじ ただけたらと思います。
め、学生（小中高大）や留学生などである。

熊本市中央区大江4丁目
68 熊本ラオス友好協会 862-0971
11-10-101

090-9498-3134

torisaki@ever.ocn.ne.jp

69

熊本ロ－タリ－クラ
ブ

860-0846

70

公益財団法人
熊本ＹＭＣＡ

860-8739 熊本市中央区新町1－3－8 096-353-6397 096-324-7877 icr@kumamoto-ymca.org

熊本市中央区城東町４－２
熊本ホテルキャッスル内 ６階

なし

１、ラオス山間部や遠隔地の成績優秀な学生を選抜
し、ヴィエンチャン高校に建設した寮で生活させ、卒
業まで3年間就学させる事業
２、ヴィエンチャン高校での日本語教室の開設と運営
を支援する事業
http://kumamotolaos.wixsite.com/
３、熊本に来るラオスの留学生、研修生を支援し、交
流する活動
４、ラオスへの訪問ツアーを企画、実施する活動
５、ラオスで作られるフェアトレード製品を熊本や他の
地域に紹介する活動

096-211-2720
熊本YMCAは、119の国と地域にあるYMCAのネット

甲佐町国際交流協
会

ンティア活動に取り組んでいます。

尚絅大学
73 尚絅大学短期大学
部

74

世界平和女性連合
熊本連合会

861-4607

熊本県上益城郡甲佐町豊
内７１９－４

熊本県菊池郡菊陽町武蔵
861-8538 丘北２－８－１（武蔵ヶ丘
キャンパス）

860-0017

定期的に交流や相互訪問、支援を行っているのは、

http://www.kumamoto-ymca.or.jp/ ワークを活かして、様々な国際協力・地域活動・ボラ タイ、ミャンマー、東ティモール、カンボジア、韓国など

の国々です。

在熊の留学生支援活動と国際理解促進のための学
若者からシニアまでの幅広い交流で女性の視点や
習活動を行っています。具体的に毎月１回の生活支
グローバルなネットワークを生かしながら国内外の諸
援バザー、日本人家族紹介、奨学金授与、文化交流
所の問題に取り組み楽しく取り組んでいます。
（留学生家族と日本人との交流、ひな祭り、他）。

NPO法人熊本ＹＷＣ
熊本市中央区黒髪２丁目２
71
860-0862
096-346-3419 096-346-3419
Ａ
７－２１

72

１の事業では、これまでに16期計500名余りの就学を
支援し、継続中です。２の事業では、ヴィエンチャン
高校の空き教室を日本語教室に改装する資金を提
供し、毎年の教材代を支援しています。

町民と世界各国の人々との相互交流を通して国際理
解を深め、世界平和及び新しい地域づくりに貢献す
http://www.town.kosa.kumamoto.jp ることを目的にとする。
/
設立当初は韓国、平成１１年から中国柳州市との交
流を行ってきた。平成２７年から台南市との相互交流
を始めた。

社会のあらゆる面で、グローバル化が進行している
中、若い人たちが、他国の人たちと交流し、他国の文
化に触れ国際感覚を養い、グローバルな感覚を身に
着ける事は必要だと考え、今後も他国との交流を進
めて行きたい。

本学では台湾・韓国との交換留学、短期語学留学を
含む多彩な国際交流を展開しています。
096-338-8840 096-338-9301 univ@shokei-gakuen.ac.jp (代表) http://www.shokei-gakuen.ac.jp/univ海外での経験や現地の人との交流を通し、語学力の
向上はもちろん、国際社会でも通用するようなコミュ
ニケーション能力の向上も目指せます。

尚絅大学・尚絅大学短期大学部は県内唯一の女子
大学です。九品寺と武蔵ヶ丘の２つのキャンパスに、
大学２学部（現代文化学部・生活科学部）・短期大学
部3学科（総合生活学科・食物栄養学科・幼児教育学
科）があります。

096-234-2447 096-234-2957 shakai02@kosa.kumamoto.jp

「地球は一つの家族」をモットーに、「世界の平和は
家庭から」をベースに置いて国内外で活動していま
す。国内では、海外支援の為のチャリティー行事や 世界平和女性連合（WFWP）は国連と連携しながら、
教育・家庭再建のため、草の根のボランティア活動を 開発途上国へボランティアを派遣し、貧困撲滅や女
行なっています。海外活動として、熊本においてはカ 性の地位向上に取り組んでいます。
ンボジアの里子支援、物資支援等を行なっていま
す。

熊本市中央区練兵町15 上
096-312-0880 096-312-0880 wfwp＠khaki.plala.or.jp
田ビル6F
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団体名

75 崇城大学

76

郵便番号

住所

860-0082 熊本市池田4-22-1

電話番号

ＦＡＸ

メールアドレス

096-326-3178 096-326-3574 kokusai@ofc.sojo-u.ac.jp

ホームページＵＲＬ

http://www.sojo-u.ac.jp/

活動内容（目的、活動対象国など含む）
日本人の内向き志向が危惧される現代で、本学では
「世界で活躍し、夢を叶えられる人材の育成」を目指
しています。国際交流センターを中心に、外国人留
学生の受入れ、および日本人学生の海外留学支援
を行っています。

その他（ＰＲしたいこと、入会条件など）
様々な国籍の留学生が在籍しており、大学・大学院・
留学生別科を合わせると80名です。（2017年5月1日
現在）また、毎年多くの学生を海外に送り出してお
り、平成28年度は200名に達しました。

タイとの交流の会
（谷口ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

77 玉名国際交流協会
78 株式会社テレビ熊本 861-5592 熊本市北区徳王町１丁目８番１号

http://www.u-tokai.ac.jp/

本学は、創立者松前重義が掲げた「文理融合」の建
学の理想・建学の精神に基づき、知識偏重教育を取
らず幅広い視野と柔軟な発想力を持つ人材の育成を
目指しています。また、教育・研究機関として人材、
知識、技術、機能を有し、全国にキャンパスを展開す
る総合大学として常に教育改革を推進し、最新の研
究に取り組むと共に、その成果の社会への還元に努
めています。

協定校であるタイ王国：モンクット王ラカバン工科大
学、コン・ケン大学、メジョー大学との留学生および研
究者の交流活動を行っています。また、アジア・環太
平洋を中心とした世界各国からも留学生・研究者の
受入れを行っています。

http://www.town.nagomi.lg.jp/

本町は、韓国忠清南道公州市と姉妹都市提携を
行っており、1979年（昭和54年）に提携を行って以
来、スポーツ交流や研修員の受入れ、音楽による交
流など様々な交流を行ってきました。
現在は1年毎に交互に訪問を行い、交流を続けてい
ます。

1873年、江田船山古墳から発掘された出土品の中
に、大韓民国忠清南道、古代百済の都であった公州
の武寧王陵から発掘された出土品と酷似したものが
あり、百済の都公州市（当時：公州邑）と和水町（当
時：菊水町）は遠い古代から外交、文化の交流が
あったということから、全国でも珍しい古墳が取り持
つ縁で、1979年9月15日に姉妹都市の提携を結びま
した。

公益社団法人日本
青年会議所 九州地
81
区 熊本ブロック協
議会

共に向上し合い、社会に貢献しようという理念のもと
に、日本全国に青年会議所があり、「修練」「奉仕」
「友情」の三つの信条のもと、より良い社会づくりをめ
ざし、ボランティアや行政改革等の社会的課題に積
極的に取り組んでいます。 さらには、国際青年会議
所（JCI）のメンバーとして各国の青年会議所と連携
し、世界を舞台として、さまざまな活動を展開していま
す。

青年会議所には、品格ある青年であれば、個人の意
志によって入会できますが、20歳から40歳までという
年齢制限を設けています。これは青年会議所が、青
年の真摯な情熱を結集し社会貢献することを目的に
組織された青年のための団体だからです。 会員は
40歳を超えると現役を退かなくてはなりません。この
年齢制限は青年会議所最大の特性であり、常に組
織を若々しく保ち、果敢な行動力の源泉となっていま
す。 各青年会議所の理事長をはじめ、すべての任期
は1年に限られます。会員は1年ごとにさまざまな役
職を経験することで、豊富な実践経験を積むことがで
き、自己修練の成果を個々の活動にフィードバックさ
せていくことができます。

日本現代和装研究
82
会

日本現代和装研究会は外国人の皆様に女性には振
袖、男性には袴など日本の伝統衣装の着物体験や 少人数からお城祭りや、国際交流祭典等のように不
お茶（抹茶）体験していただき日本文化交流を行って 特定多数でも対応しております。
おります。

79

東海大学 九州キャ
862-8652 熊本市東区渡鹿9-1-1
ンパス

80 和水町

865-0192

096-386-2665 096-386-2763 k-kikaku@tsc.u-tokai.ac.jp

熊本県玉名郡和水町江田３
0968-86-5720 0968-86-4215 soumu@town.nagomi.lg.jp
８８６番地

862-0976 熊本市中央区九品寺1-7-7 096-364-8014 096-364-8014 tokotokomamy@gmail.com

83

ハワイアンフラ ピカ
860-0863 熊本市中央区坪井5‐1‐35
ケスタジオ

096-343-1510 096-343-1510

84

人吉市国際交流協
会

0966-22-2111 0966-22-7019

85

868-0086

熊本県人吉市下原田町
1578-1（社会教育課内）

フレンドシップフォー
阿蘇郡西原村小森３５８４－
861-2402
096-349-4755
ス熊本
１９

ハワイのフラ指導者との交流（年3回程度）

ＪＲ等旅行会社及びメディアのイベントの招待アトラク
ションを通して、スタジオのボリュームをアップしてい
こうと思っています。

syakaikyouiku@hitoyoshi.kum
amoto.jp

地域における国際交流団体等の連携を強め、民間レ 入会条件:入会申込書を会長に提出
ベルの国際交流活動の活性化を図ることを目的とし 会費:個人
2,000円/年
ています。
法人会員 10,000円/年

hirose@alfa-com.co.jp

国際交流を通し相互間の親睦を図ることを目的とす
る。
年１～２回の受け入れ及び渡航をし、それに関わる どなたでもお待ちしております
会報を発行し、又西日本ブロック、全日本・世界の会
議に参加している。

http://friendshipforcekm.wixsite.com/kumamoto
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団体名

86 平成音楽大学

87 水俣国際交流協会

ＭＡＴＥインタ－ナ
88
ショナル倶楽部

郵便番号

861-3295

住所

熊本県上益城郡御船町滝
川1658

熊本県水俣市陣内1-1-53
867-8555 （水俣市役所政策推進課
内）

電話番号

ＦＡＸ

メールアドレス

ホームページＵＲＬ

活動内容（目的、活動対象国など含む）

その他（ＰＲしたいこと、入会条件など）

自然環境に恵まれており、のびのびと感性を磨くこと
ができます。学内外における数多くの演奏会へ参加
平成音楽大学は九州唯一の音楽大学です。ここで
し演奏者としての経験を積むことができるなど音楽を
は、クラシック音楽だけでなく、ポピュラー音楽、民族
集中して学ぶことができます。数々の演奏会、ヨー
音楽、現代音楽、そしてそれ以外の全てのジャンル
ロッパ音楽研修など本学ならではの音楽イベントを
の音楽を学べます。本学は、音楽教育と音楽の力に
開催しています。グローバルな視野を持ち音楽を通
よる国際化の推進に更なる力を注ぎます。
して社会へ貢献できる人材の育成を目指し、国内外
から学生を募集しております。

096-282-0506 096-282-7800 info@heisei-music.ac.jp

http://www.heisei-music.ac.jp

0966-61-1606 0966-62-0611 mifa.english@gmail.com

地域に密着した国際交流を推進し、その活動を通じ
https://sites.google.com/site/mi て会員の国際的な視野や感覚を育成し国際理解を
namatainternationalfriends/hom 深めるとともに、姉妹都市をはじめとする世界の人々 会員は、水俣市民に限らず、協会の目的を理解し積
e
との友好親善を深めることによって、世界に開かれた 極的に活動に参加する意思のある方なら誰でもなる
まちづくりに寄与することを目的として、さまざまな国 ことができます。
（現在改修作業中）
際交流や国際協力に関する活動を展開してきていま
す。

熊本市東区沼山津3-3-22
861-2102
メナードESソフィー内

yoko-o.te.mo096-273-8518 096-273-8519
mic@softbank.ne.jp

865-0065 玉名市築地２２８８

0968-73-4851

ＭＩＣの目的は家庭の中から身近な国際交流を目的
とし、ホストファミリー、ホームステイの体験、イベント
企画等で、異文化交流を広めている。「世界の国々
の人達とお互いニーズに応えたファミリー的な温かい
国際交流をビジョンとしています。

これまで60か国の方々（年齢・性別問わず）と交流が
あり、数年ぶりの来熊と今でも継続しているハートの
お付き合いができています。これからもそれぞれ次
世代の若者達へ国際提案をしていきます。

89 山鹿日韓親善協会
90 ラボくまもと
ＮＰＯ法人
91 れんげ国際ボラン
ティア会

92 ワシントン外語学院 860-0845

熊本市中央区上通町2-30
ﾆｭｰｷｸﾁﾋﾞﾙ3階

artic@renge.asia

096-359-6083 096-356-0680 info@wil.co.jp

93

（一社）韓日文化交
流センター熊本

860-0821 熊本市中央区本山2-2-4

096-359-0022 096-359-1717

94

熊本県ピースロード
熊本市中央区渡鹿4-14862-0975
実行委員会
32-201

096-366-4122 096-366-4122

http://www.wil.co.jp

peaceroadkumamoto@yahoo.c
o.jp
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ワシントン外語学院では以下の講座を開講していま
す。 ＊子供英会話＊バイリンガル養成クラス＊グ
「地域の国際化に役立つ事業」基本理念に国際化に ローバルジュニア＊スーパーハイスクール＊大人英
役立つ人財づくりを中心に事業展開している。総合 会話＊法人向け英会話＊エアライン科（CA・GS養成
国際化スクール
講座)＊日本語教師養成講座＊英検合格講座＊
TOEIC対策講座＊TOEFL留学講座＊仏語・伊語・中
国語・韓国語・日本語 など

