千葉市の国際交流・協力ボランティアグループ
2020.10.16.更新
問合せ先
土屋津以子
TEL 043-241-3980
FAX 043-246-5425
船越千佳子
TEL 043-279-8665
FAX
同上
earthian93@jca.apc.org

団体名
活動内容 等
国際交流ソサエティ千葉 グレイトバンクーバー千葉県人会との交流／天津市
曹副市長との交流／天津日本人学校との交流／日本
ロシア協会と協調活動
地球市民交流基金
「私たちは、この地球に住む全ての人々が人間とし
EARTHIAN（アーシアン） て尊重され、自立し、よい環境の中で、平和に暮ら
していけることを願っています。」との理念に基づ
き、主にアジアの国の人々と交流・支援をすすめて
います。フェアトレード品の販売事業
http://www.jca.apc.org/earthian/

活動日時
必要に応じ随時

活動場所
千葉県内

参加条件 等
条件：特になし
会費：なし

不定期

千葉市・柏市を中心
と、主に千葉県内

条件：特になし
会費
6,000円/年
団体会員
一口10,000円/年

（一財）千葉YMCA

不定期
※要問合せ

YMCA施設内

条件：YMCAの活動にご賛同いただける TEL 043-222-3811
方であればどなたでも。
FAX 043-222-5061
年会費（任意）
info@chibaymca.org
一口 6.000円 (二口以上）

キリスト教精神に基づき、地域の青少年等の健全な
育成、民主的社会の発展と世界平和に寄与すること
を目的として様々な活動を展開しています。
ケソンシティーYMCAと姉妹関係にあり、青年の交換
交流を続けています。
http://www.chibaymca.org/

千葉市中南米音楽愛好会 千葉市内・県内・各地方の公益団体で、南米（アン
デス）の音楽を中心に文化等紹介・演奏をしてい
る。
千葉ユネスコ協会
国連のユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の民
間組織、寺小屋運動、世界遺産活動、ユネスコス
クール、国際文化交流
http://www.unesco.or.jp/chiba/

主に金・土・日・祝日 千葉市内を中心に県 条件：一緒に活動できる人
内・関東近県・その他 1,200円/年

小川じゅん子
TEL 043-228-6450

おもに金・土・日

千葉市国際交流プラ
ザ、千葉大学けやき会
館、ユネスコスクール
加盟校

条件：主旨に賛同される方
会費
法人･賛助会員 10,000円
個人 5,000円
学生 1,500円

岡本博幸
TEL 043-292-1881
FAX
同

千葉県JICAシニアボラン 海外技術研修員招聘事業支援、シニアボランティア
ティアの会千葉市支部
登録更新集会参加、「出前講座」「国際理解講座」
「生涯教育」等、講師派遣、国際フェスティバル参
加、会報発行（年2回）、ボランティア養成講座
http://www.chibajicasvob.com/

原則9:00～17:00

各国際交流センター、
公民館、千葉県庁、
JICA本部、JICA地球ひ
ろば、JICA東京 等

条件：JICAから派遣された千葉県出身 渡邉要吉
或いは在住のシニアボランティアで千 TEL 080-8475-7538
葉県国際協力事業、JICA地域協力事業 FAX 047-460-9502
に協力する。

千葉中央ライオンズクラ カナダ・ノースバンクーバーＬＣ、台湾高雄市中区
ブ
ＬＣと姉妹クラブ。海外への協力支援。千葉市より
ノースバンクーバーへ派遣高校生に奨学金贈呈、
又、来葉高校生を納涼会へ招待する。知的障害者福
祉施設慰問（アガペの里、エルピザの里、カマラー
ドの里）。街頭での献血活動

第2、第4 木曜日
18:00～20:00

ホテルポートプラザち 正会員 120,000円
ば
賛助会員 60,000円
家族会員 10,000円

TEL 043-204-8883
FAX 043-204-8884

スペイン語グルーポ

月曜日
10:30～12:00

千葉市国際交流プラザ 条件：なし
会費：なし

中島由理子
TEL 043-254-6861

スペイン語の会話を学習しています。スペイン語文
化圏の情報交換（パラグアイの文化）
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団体名
千葉県日中友好協会

活動内容 等
１訪中団派遣・受入、２中国語スピーチコンテス
ト、３中国への緑化協力運動の実践、４文化交流、
５留学生就職支援 他

活動日時
月～金曜日

活動場所
千葉県

日本中国友好協会千葉支 中国人留学生の支援と交流活動
部
F.L英会話
会員の国際交流に向けての英語力を維持向上させる
ことを目的とする

特別決まりはない。年 県内
間を通して行う
火曜日
千葉市内
10:00～12:00

TIPTOP

ゲストスピーカーによるスピーチやゲストとの交流
を通して、会員１人ひとりのレベルに応じた英語力
の向上を目指すと共に、世界各国の歴史や文化、生
活習慣等について知識を深め、国際感覚を身につけ
ることによって、会員各自が国際社会を意識し、世
界の人々の幸せの実現に向けた行動に参加するな
ど、ボランティア意識の醸成に資するものとしま
す。

第1、第3 土曜日
10:30～12:30

千葉市花の旅団協会

千葉市の友好都市を訪問し、両市の友好親善に努め
ると共に、千葉市、日本の良さを理解していただく
べくＰＲに努めることを目的とする。千葉市の友好
都市へ「花の旅団」を派遣し、植樹活動を行う。

不定期

参加条件 等
条件：特になし
900円/月（機関誌月１回含む）

条件：特になし
1,000円/月
国際交流に関心があり、中上級の英語
力のある女性
会費
5,000円
美浜保健福祉センター 条件：会のAgreementに賛同する方
1,500円/月

2020.10.16.更新
問合せ先
小野﨑一男
TEL 043-301-8138
FAX 043-238-4163
jcfachiba@amail.plala.or.jp

五十嵐正子
TEL 043-256-6323
FAX
同上
rxpwg555@softbank.ne.jp
青木靖子
TEL 043-278-2132
FAX
同上

中国蘇州市呉江区、台 条件：本会の目的に賛同する個人、団 川村ひろあき事務所
湾新北市及び千葉市内 体
担当 岩本亮
会費
TEL 043-250-1021
2,000円
FAX 043-250-0071

千葉伝統郷土料理研究会 千葉県の郷土料理の太巻きずしを通して日本の食文
化を伝える。
アジア文化交流会
アジア諸国からの日本在住外国人と日本人との異文
化理解のため、国際交流イベント・韓国語教室・料
理教室・文化教室を行っています。
www.ace-asia.org/

1年を通して活動（7～ 全国
条件：特になし
9月の夏は避ける）
6,000円/年
不定期
中央コミュニティセン 条件：国際交流に関心のある方
ター、アジア文化交流
会多目的室

鈴木和子

アラビアの会

金曜日（初級・中級） 千葉市国際交流プラ 会費なし
10:15～12:15
ザ、千葉市民活動支援 ただし、アラビア語教室経費として1
水曜日（入門）
センター
回につき入門クラス 200円～300円
13:00～14:30

井上ちさ
TEL 070-2159-8599
mayusaya55@live.jp

正則アラビア語教師によるアラビア語ボランティア
教室開催等
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大日南勝仁
TEL 043-445-8153
FAX 043-445-8174
asiaculture@nifty.com

2020.10.16.更新
問合せ先

団体名
活動内容 等
特定非営利活動法人 幕 世代や国籍にとらわれずに多くの方が気軽に集うこ
張エクスパット＆ジャパ とができる空間や機会を提供します。月１回のヘル
ニーズコネクション
プデスク、おしゃべりパートナーシッププログラム
や座談会の他、日本の季節や文化を紹介するイベン
トを実施。
https://mejc.weebly.com/
https://www.facebook.com/meconnection

活動日時
活動場所
参加条件 等
毎月1回第2土曜日およ 海浜打瀬小学校 地域 条件：特になし
びイベントに応じて随 開放教室
正会員（個人）
時
1,000円/年
賛助会員（法人）
5,000円/年

千葉市JSL児童・生徒支
援の会

定例会：毎月第3日曜 千葉市(全域)小中学校 条件：県または市の主催する日本語教 代表：小竹敏弘
日午後
師養成講座終了または見込みの方、日 chibashijsl2013@gmail.com
本語教師や教員の資格、免許を持って （担当：川人）
日本語指導：平日
いる方歓迎
（不定期）

日本語を母語としない児童生徒のために、在籍する
小中学校に出向いて日本語の指導をお手伝いする。
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荻野星珠
TEL 080-5680-8687
mejc.chiba.jp@gmail.com

