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プロジェクト名 事業実施国 申請機関名 URL

日本・インドネシアにおける柔道ならびに柔道整復の交流事業 インドネシア 学校法人花田学園 東京有明医療大学 http://www.tau.ac.jp

フィリピン共和国パンガシナン州立大学と協働の市民交流事業 フィリピン 特定非営利活動法人日本・フイリピン産学総合研究所 http://www.jpri.tokyo

バリ・金谷インターナショナルアートウィーク2016 インドネシア バリ・金谷インターナショナルアートウィーク実行委員会 http://kanayainaw.wix.com/kanayainaw2015

ミャンマーの高校生による日本への短期留学・交流プログラム ミャンマー 公益財団法人 世界こども財団 http://www.fgc.or.jp

ネクストジェネレーション・イン・アジア 児童青少年演劇次世代計画
プログラム

インドネシア、タイ 日本児童・青少年演劇劇団協同組合 http://www.jienkyo.or.jp/

日本・インドネシア民俗芸能交流事業 インドネシア 早池峰岳神楽保存会

ジャカルタお掃除クラブ日本訪問2 ～日本式お掃除文化をさらに深
く考える～

インドネシア ジャパンお掃除クラブ・ボランティア会

日本とアジア各国によるジュニアオーケストラ交流事業 カンボジア、フィリピン、ラオス どさんこ青少年オーケストラ協会 http://www2.hp-ez.com/hp/djo

アジアにおける気候変動・防災問題に関する国際シンポジウム開
催と経験交流

インドネシア、マレーシア、フィリピン 特定非営利活動法人 FoE Japan http://www.foejapan.org

アジアにおけるろう青少年の交流プログラム ベトナム 学校法人 明晴学園 http://www.meiseigakuen.ed.jp/

アジア・パシフィック青少年コーラス交流 in OKINAWA / NAHA
シンガポール、マレーシア、ミャンマー、ベトナ
ム、インドネシア

沖縄音楽創造機構

ジュニアユースサッカーフェスタ 2016 イン カンボジア カンボジア 特定非営利活動法人ＮＧＯ活動教育研究センター（ＮＥＲＣ） http://ngo-nerc.jp/

日本とカンボジアの大学生による科学実験教室の協働開発及び開
催事業

カンボジア 特定非営利活動法人HERO http://npo-hero.org/

タイ人選手のＪリーグクラブアカデミーへの短期留学および交流事
業

タイ 一般社団法人 ジャパン ドリーム フットボール アソシエーション http://j-dreamfootball.net

インドネシア・アチェと東松島市の子ども国際交流事業 「被災地か
ら未来への対話／壁画の架け橋」

インドネシア 特定非営利活動法人 地球対話ラボ http://www.taiwa.or.jp

劇団角笛シンガポール公演 シンガポール 有限会社 劇団角笛 http://www.tsunobue.co.jp

日タイキッズラグビー交流 2017 タイ 一般社団法人子どもスポーツ国際交流協会 http://www.tkse.org/

1 / 3 

http://www.tau.ac.jp/
http://www.tau.ac.jp/
http://www.jpri.tokyo/
http://www.jpri.tokyo/
http://kanayainaw.wix.com/kanayainaw2015
http://kanayainaw.wix.com/kanayainaw2015
http://www.fgc.or.jp/
http://www.fgc.or.jp/
http://www.jienkyo.or.jp/
http://www.jienkyo.or.jp/
http://www2.hp-ez.com/hp/djo
http://www2.hp-ez.com/hp/djo
http://www.foejapan.org/
http://www.foejapan.org/
http://www.meiseigakuen.ed.jp/
http://www.meiseigakuen.ed.jp/
http://ngo-nerc.jp/
http://ngo-nerc.jp/
http://npo-hero.org/
http://npo-hero.org/
http://j-dreamfootball.net/
http://j-dreamfootball.net/
http://www.taiwa.or.jp/
http://www.taiwa.or.jp/
http://www.tsunobue.co.jp/
http://www.tsunobue.co.jp/
http://www.tkse.org/
http://www.tkse.org/


平成28年度　国際交流基金アジアセンター　アジア･市民交流助成プログラム　採択事業一覧 ※本一覧に掲載されている情報は申請時のものです。

プロジェクト名 事業実施国 申請機関名 URL

国際キャンプ 2016 春／秋 タイ 特定非営利活動法人わたしと僕の夢 http://intercamp.5-baht.com

日本タイ市民・青少年 空手道共同研鑽・国際文化交流担い手育
成・友好促進事業

タイ 特定非営利活動法人一橋空手道一空会

ベトナム・市民交流によるまちづくり推進 ベトナム 学校法人 昭和女子大学 http://swu.ac.jp/

東南アジアにおける漆工芸を通した文化交流事業 ベトナム、タイ アジア漆工芸学術支援事業実行委員会 http://asian-urushi.com

ミャンマー・タイ 子供たちとのスポーツ交流 ② （日本への招待） ミャンマー
浦和レッズハートフルクラブを中心にアジアの子どもたちとのスポーツ交流プロ
グラム実行委員会

伝統文化を東京からアジアへ広げようプロジェクト委員会 ベトナム NPO法人日本伝統文化推進協会

日本・インドネシアの若者が共に考えるインドネシアのごみ事情 ～
村ツーリズムの開発とともに～

インドネシア NPO法人ゆいツール開発工房（ラボ） http://yui-tool.jimdo.com/

第10回アジア国際子ども映画祭 日本 アジア国際子ども映画祭北見大会実行委員会 http://asianfilm.chu.jp/

日本・マレーシア・カンボジア　野球技術普及交流事業 マレーシア、カンボジア 一般社団法人全日本野球技術普及協会 http://www.geocities.jp/jbtpa_mutsumi/

ベトナム・市民ボランティアとの協働による市民交流と西洋館の活
用・観光の活性化

日本、ベトナム 公益財団法人横浜市緑の協会 http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/

アジア学生サミット2016 シンガポール コーナーテーブル

保育・幼児教育文化交流（教師と学生・子ども） 日本、インドネシア 学校法人純真学園埼玉純真短期大学 http://www.junshin-c.ac.jp/

多様な人々が参加するレジリエントな復興をめざして：世界津波の
日制定記念シンポジウム

日本 男女共同参画と災害・復興ネットワーク http://jwndrr.org/

日本×シンガポール 国際ワークショップ「ダイバーシティ＆インク
ルージョンのためのデザイン」

日本,シンガポール 特定非営利活動法人インターナショクナル http://www.designtodiversity.com/

アーツマネジメントを通した対話 -日本・ミャンマー間の交流促進と
ネットワーク構築

日本,ミャンマー 一般社団法人スペース天

マーク・テ『Baling』を通して歴史との向き合い方を考える/上演+レク
チャー+リサーチプロジェクト

マレーシア,日本 京都国際舞台芸術祭実行委員会 http://kyoto-ex.jp/

世界湖沼会議子ども交流事業 インドネシア 公益財団法人国際湖沼環境委員会 http://www.ilec.or.jp/jp/
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日本の地方地域とASEANにおける伝統継承と持続的なビジネスに
ついて考える女性起業家交流事業

日本 一般社団法人re:terra http://www.reterra.org/

ストアハウスコレクション　－アジア週間－ 日本 有限会社ストアハウス http://www.storehouse.ne.jp/

アジア・ヘリティジ・ネットワーク国際シンポジウムの開催　－アジア
新興国の歴史的町並み保存活動支援に向けて－

ネパール,日本 公益社団法人奈良まちづくりセンター http://www4.kcn.ne.jp/~nmc/

International Development Field Camp for Myanmar and Japan
Youth Leaders

ミャンマー
International Development Field Camp for Myanmar and Japan
Youth Leaders

http://idfc2016.strikingly.com/

防災文化セミナー「スマトラ沖地震津波より10年を経て」 - 文化と防
災を軸とした交流 -

インドネシア,日本 和光大学 http://www.wako.ac.jp/

こどもたちによる日本とマレーシアの伝統舞踊の交流事業 日本 公益社団法人日本マレーシア協会 http://www.jma-wawasan.com/

ミャンマー祭り2016 TOUCH IN MYANMAR !  『触れる喜び・わかる
喜び』

日本 ミャンマー祭り実行委員会 http://myanmarfestival.org/

オルタナティブな農・食・流通・教育の先駆者との交流から創るタイ
NGO・新時代への挑戦

日本 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター http://www.ngo-jvc.net/

ベトナム（ホーチミン）にて日本文化を学ぶ明越日本語学校の青少
年を対象にした演劇ワークショップ

ベトナム 一般社団法人壁なき演劇センター http://theatrecentrewithoutwalls.jimdo.com/

アートアクセスあだち　音まち千住の縁 インドネシア、日本 特定非営利活動法人音まち計画 http://aaa-senju.com/

第2回ぐんまカップ 日本 特定非営利活動法人国際比較文化研究所 http://www8.wind.ne.jp/mthc/
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