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特定非営利活動法人 石狩国際交流協会
当協会はカナダのキャンベルリバー市、ロシアの
入会のご案内
ワニノ市、そして中国の彭州市の
3 都市と友好親善
当協会はカナダのキャンベルリバー市、ロシアのワ
交流を目的に発足いたしました。以後、彭州市及びキ
ニノ市、そして中国の彭州市の 3 都市と友好親善交流
ャンベルリバー市間での交換学生の派遣・受入れや、
を目的に発足いたしました。以後、彭州市及びキャンベ
小中学生を対象としたキャンベルリバー少年少女親
ルリバー市間での交換学生の派遣・受入れや、小中学
善訪問団の相互の派遣・受入れ等の他、一般市民レ
生を対象としたキャンベルリバー少年少女親善訪問団
の相互の派遣・受入れ等の他、一般市民レベルでの交
ベルでの交流は盛んです。
流は盛んです。
今後さらに、文化・スポーツ・経済の各分野でさらに
今後さらに、文化・スポーツ・経済の各分野でさらに交
交流の輪が広がって行くことが期待されております。
流の輪が広がって行くことが期待されております。そ
その他、国際イベントの企画や運営、日本語教室など
の他、国際イベントの企画や運営、日本語教室などの
の在住外国人支援等、石狩市における国際交流の窓
在住外国人支援等、石狩市における国際交流の窓口と
口として、ますます大きな役割を担っております。こ
して、ますます大きな役割を担っております。このよう
のような活動内容及び趣旨をご理解いただき会員
な活動内容及び趣旨をご理解いただき会員として入
として入会し、諸事業に参加していただければ幸に
会し、諸事業に参加していただければ幸に存じます。
存じます。
ご入会の方は入会申込み用紙にご記入の上、事務
ご入会の方は入会申込み用紙にご記入の上、事
局宛に
FAX、郵送にてお申込みください。また、ご質
問、ご意見などがございましたらお気軽に事務局まで
務局宛に
FAX、郵送にてお申込みください。また、ご
ご連絡ください。
質問、ご意見などがございましたらお気軽に事務局
までご連絡ください。

石特
定
狩非
営
国利
活
際動
交法
人
流
協
会
の
ご
案
内

1 金額
1 金額

個人 2,000 円／年
法人 20,000 円／年
個人事業主
5,000
円／年
個人 2,000 円／年
法人 20,000 円／年

納入方法
2 2
納入方法
① 郵便局
特定非営利活動法人 石狩国際交流協会
①【加入者名】
郵便局
【口座番号】
02770-8-9714
【加入者名】 特定非営利活動法人
石狩国際交流協会

※金額をご記入の上、振込用紙をご利用ください、手数料は無料です。

【口座番号】 02770-8-9714
② 銀行振込
※金額をご記入の上、振込用紙をご利用ください、手数料は無料です。
②【口座名】特定非営利活動法人石狩国際交流協会（会費）
銀行振込
会長 佐藤 眞彰 石狩国際交流協会（会費）会
【口座名】特定非営利活動法人
【口座番号】北海道信用金庫
石狩支店
長 星 正明
普通 3551019
【口座番号】 札幌信用金庫
石狩支店 普通 3551019
※恐れ入りますが、手数料はご負担願います。
※恐れ入りますが、手数料はご負担願います。

〒061-3216 石狩市花川北 6 条 1 丁目 42 石狩市公民館 2F

直接持参
③③直接持参
【事務局】
〒061-3216
【事務局】 〒061-3216
石狩市花川北 6 条 1 丁目 42
石狩市花川北
石狩公民館 2Ｆ 6 条 1 丁目 42 石狩公民館 2Ｆ

TEL(0133)62-9200

※事務局まで直接ご持参いただくこともできます。
※事務局まで直接ご持参いただくこともできます。

FAX(0133)62-9201

E-mail：iia@dream.ocn.ne.jp
HP：http://www.npoiia.jp
facebook ：http://www.facebook.com/NPOIIA

Ishikari International Association

協会紹介
協会紹介
私たち特定非営利活動法人石狩国際交流協
会は、会員の連携により、石狩市の姉妹都市交
流をはじめ、地域に根ざした国際交流を推進し、
市民レベルの相互理解と友好親善を通して、地
域の活性化及び国際化に寄与することを目的
に活動しております。

姉妹都市
姉妹都市

事業紹介

石狩市は三つの都市と姉妹都市提携を結んでいます。
ほうしゅう

中国・彭州市

姉妹都市事業
三つ（カナダ、ロシア、中国）の姉
妹都市と文化交流を促進する。

高校生交換留学事業
毎年、カナダ・キャンベルリバー
市から高校生留学生を受入し派
遣する。

彭州市は農業が盛んで、作物
は二毛作ができ、また漢方薬や
蜂蜜の産地でもありますが、特に
牡丹の花が有名です。
近年中国政府の西部大開発の
見本として『石狩湾新港工業団
地』を政府関連者が視察してい
ます。パンダでも有名です。

彭 州

●地理 北緯 31 度，
東経 104 度。四川省の州
都・成都市内から 36 キロ
●人口 約 800,000 人
● 農作物・漢方薬・蜂蜜

ｶﾅﾀﾞ・ｷｬﾝﾍﾞﾙﾘﾊﾞｰ市
少年少女親善訪問団

協会概要
協会名称： 特定非営利活動法人 石狩国際交流協会
事業内容：国際交流
設
立：平成 14 年（2002 年）

1987年からキャンベルリバー市
と交互に少年少女を親善訪団
として派遣する。

通訳・翻訳
主に英語と中国語の通訳、翻訳
を受託する。

協会歴史
【1982 年 11 月 1 日】
石狩・キャンベルリバー都市交流委員会設立
【1990 年 12 月 1 日】
ワニノ市・石狩町交流促進委員会設立
【1999 年 10 月 24 日】
石狩・彭州友好協会設立
【2000 年 2 月 26 日】 三つの委員会/友好協会を統合
石狩国際交流協会を設立
【2002 年 3 月 5 日】
特定非営利活動法人 石狩国際交流協会となる

広報誌

出前講座・日本語教室

広報誌「はーとふる」を年に2回
発行し、活動の様子をお知らせ
したり事業のPRをする。

異文化を紹介する講座や市内
在住外国人へ日本語教室を行
います。

フェアトレードの普及
フェアトレード製品の紹介と販売
する

国際交流イベント
外国人と身近な交流イベントを
企画し開催する。

観光として『世界の鮭の首都』と
言われ、サーモンフィッシングのメ
ッカとして釣り客専用桟橋があり、
世界各地から多くの観光客が訪れ
ます。
カナダ・ブリティッシュコロンビ
ア州に位置し、バンクーバーからフ
ライトで約４０分の距離にありま
す。

ロシア・ワニノ市
ウラジオストク、ナホトカに次ぐ
極東地域第三の港町で、第二シベ
リア鉄道の終着駅。モスクワやベ
ルリンまで通じています。漁業資
源や森林資源が豊富で
日本にも輸出しています。木材や
海産物を積んだワニノの船が石
狩湾新港や
小樽港にときどき入港していま
す。

ｷｬﾝﾍﾞﾙﾘﾊﾞｰ

●地理 北緯 50 度
●西経 125 度 10 分
●人口 約 35,000 人
●木材業・製紙業・
水産加工業・養殖業
静止

ワニノ市

●地理 南北 260 ｷﾛに
も及ぶ細長い町。面
積 2 万 2k ㎡
●人口 約 53,000 人
●漁業・木材業・採掘業

