
６　県内国際交流関係団体等の状況（１）国際交流団体　　① 県内国際交流協会等団体名広島県 代 082-541-3777(財)ひろしま国際センター FAX 082-243-2001広島市 代 082-242-8879(公財)広島平和文化センター FAX 082-242-7452呉市 代 0823-20-0623呉市国際交流協会 FAX 0823-25-2993竹原市 代 0846-22-2424竹原市国際交流協会 FAX 0846-22-2038三原市 代 0848-86-4806FAX －尾道市 代 0848-25-7395尾道市国際交流推進協議会 FAX 0848-25-7294福山市 代 084-928-1002ふくやま国際交流協会 FAX 084-927-3897府中市 代 0847-62-3601(特活)上下国際親善協会 FAX 0847-62-3601三次市 代 0824-62-6103(財)三次国際交流協会 FAX 0824-62-6223庄原市 代 0824-72-0075しょうばら国際交流協会 FAX 0824-72-0075大竹市 代 0827-59-2125大竹国際交流協会 FAX 0827-57-7130東広島市 代 082-420-0917東広島市国際化推進協議会 FAX 082-422-1056廿日市市 代 0829-20-0116廿日市市国際交流協会 FAX 0829-20-0116安芸高田市 代 0826-45-5310安芸高田市国際交流協会 FAX 0826-45-7039府中町 代 082-285-6711府中町国際交流協会 FAX 082-285-6711海田町 代 082-823-7611海田町国際交流協会 FAX 082-823-6730世羅町 代 0847-22-1118FAX 0847-22-5244

三原市国際交流ステーション国際交流ネットワークみはら 会長  井上　武典 Ｈ17.3H3.6 代FAX 0848-67-60110848-64-7101

世羅郡世羅町本郷870世羅高等学校内722-1112
廿日市市住吉2-2-16廿日市市市民活動センター内

福山市東桜町3-5福山市市民相談課内府中市上下町上下1093
安芸高田市甲田町高田原1443㈱こうだ215内安芸郡府中町本町1-10-15くすのきプラザ内安芸郡海田町窪町3-1住民活動センター内736-0046735-0006738-0014

728-8501729-3431H3.11 722-8501720-8501

0847-22-11180847-22-5244代FAX

会長　安原　定子
会長　末田　博信 739-1101会長　沼　　靜香会長　松田　義成 H6.4
会長　藏田　義雄

H13.6
会長　林　　正史 H7.2H3.7

会長　平　健一郎

会長　土井　幹雄
H2.8H16
H20.2
H8.6

委員長　五藤　康之会長　福井　弘会長　林　　克士

電話番号自治体名 代表者 広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ　6F広島市中区中島町1-5広島国際会議場内呉市中通1-1-2　ﾋﾞｭｰ･ﾎﾟｰﾄくれ2F730-0811737-0046
設立年月

727-0012

会長　髙木　一之会長　松井　一實会長　小村　和年 H元.1S51.4H11.6H7.5
住　　所737-0037

竹原市中央5-6-28竹原商工会議所内725-0026
尾道市久保1-15-1尾道市総務部秘書広報課内729-0413 三原市本郷町南方7557-3723-8601 三原市港町3-5-1三原市政策企画課内

会長　前川　裕佑 三次市十日市中2-8-1三次市総務部秘書広報課内庄原市中本町2-5-6 ｳﾂﾐ屋ﾋﾞﾙ1階市民交流サロンラッキー内H2.7H3.10 東広島市西条栄町8-29東広島市企画振興部企画課内739-0692会長　山﨑　義孝 大竹市小方1-11-1大竹市総務企画部企画財政課内S62.12 739-8601
広島県立世羅高等学校国際交流推進会議 世羅郡世羅町本郷870世羅高等学校内非営利活動法人世羅国際交流教育ネットワーク 会長  瀬尾　圭三 H22.3 722-1112会長  小島　敏文

 ＜参考＞ 都道府県・政令指定都市の地域国際化協会一覧 財団法人自治体国際化協会　http://rliea.clair.or.jp/kyoukai/index.html
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　② 二国間交流団体 国・地域 交流団体名称 アジア 広島日印協会 代表ﾊﾟﾙｻﾄﾞ･ｼﾘ 730-0051 広島市中区大手町5-6-16インド料理ガネーシュ　タカノ橋店内 代 082-246-7077三次インド交流協会 会長前川　裕佑 728-0021 三次市三次町1843-1　三次商工会議所内 代FAX 0824-62-31250824-63-5200広島インドネシア協会 会長田村　興造 734-8555 広島市南区皆実町2-7-1　広島ガス㈱広報環境部内 代FAX 082-252-3154082-252-3090ひろしま・カンボジア市民交流会 理事長平岡　 敬 730-0011 広島市中区基町5-44広島商工会議所7階中国・地域づくり交流会内 代FAX 082-221-8505082-221-6009広島シンガポール協会 会長髙木　一之 730-8707 広島市中区富士見町3-15広島信用金庫地域交流部内 代FAX 082-245-0512082-241-0531広島タイ交流協会 会長西川　正洋 730-0052 広島市中区千田町3-7-47　広島県情報プラザ5階タイ国政府通商代表事務所広島内 代FAX 082-249-1600082-249-9921広島日タイ友好協会 会長吉村　恵洋 730-0046 広島市中区昭和町9-3　伝福寺内 代FAX 082-241-3764082-248-0739大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国呉・昌原友好議員連盟 － 737-8501 呉市中央4-1-6　呉市議会事務局内 代FAX 0823-25-32400823-24-7903在日本大韓民国民団広島県地方本部 団長権　　五源 732-0055 広島市東区東蟹屋町7-9 代FAX 082-264-2345082-264-2348在日本朝鮮人総聯合会広島県本部 委員長李　　兌炯 732-0803 広島市南区南蟹屋1-3-30 代 082-510-1565日朝協会広島県支部連合会 事務局長脇　　智人 732-0024 広島市東区中山南1-30-9 代 082-289-1866日韓文化交流センター日本支部 － 730-0016 広島市中区幟町12-1　築地ハイツ2階 代FAX 082-511-0037082-511-0038広島県日韓親善協会 会長安東　善博 730-8504 広島市中区基町21-3　㈱中国放送内 代FAX 082-222-1145082-222-7846広島県三次日韓親善協会 会長升本  健三 729-0006 三次市畠敷265-3　 代 0824-63-1216広島朝鮮史セミナー事務局 代表原田　　環 733-0843 広島市西区井口鈴が台1-7-24 代FAX 082-276-3221082-276-3221台湾 台湾友好ひろしまネットワーク － 　　　　　　　　―広島県日華親善協会 会長山木　靖雄 733-0821 広島市西区庚午北2-1-4㈱LAT環境クリエイト内 代 082-273-2605中華人民共和国熊野町日中交流協会 会長西原　忠徳 731-4292 安芸郡熊野町2815-1　熊野町役場内 代FAX 082-820-5608082-823-9203集賢塾 代表者吉見　　弘 733-0842 広島市西区井口3-20-26 代 082-277-3400庄原市日中親善協会 － 　　　　　　　　―日本中国友好協会広島県連合会 会長山田　慶昭 730-0016 広島市中区幟町8-5　萬堂ビル202 代FAX 082-221-8930082-221-3390日本中国友好協会呉支部 代表者朝倉　邦夫 737-0024 呉市宮原3-4-23 代日本中国友好協会広島支部 支部長塚田　　博 730-0016 広島市中区幟町8-5　萬堂ビル202 代FAX 082-221-8930082-221-3390東広島市日中親善協会 会長藤原　忠治 739-0262 東広島市志和東4003 代 0824-33-3111広島県日中親善協会 会長加藤　義明 730-8511 広島市中区基町10-52　広島県国際課内 代FAX 082-555-2495082-555-2495広島県日本中国友好協会 会長岸田　文雄 730-0051 広島市中区大手町1-1-20　ニュー大手町ビル9階㈱西日本日中旅行社広島支店内 代FAX 082-242-4339082-242-4340広島県日中友好農業者の会 － 　　　　　　　　―福山市日中友好協会 会長佐藤　明久 720-0063 福山市元町1-12　児島書店内 代FAX 084-923-3990084-928-3355三次市日中友好協会 会長大谷　清 728-0004 三次市穴笠町76-2 代 090-7298-9891広島日本香港協会 会長深山　英樹 730-0052 広島市中区千田町3-7-47(公財）ひろしま産業振興機構国際ビジネス支援センター内 代FAX 082-248-1400082-242-8628

電話
カンボジア王国シンガポール共和国タイ王国

住　　所代表者インドインドネシア共和国

―
―
―
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 国・地域 交流団体名称アンナプルナ脳神経センター医療協力会 代表栗栖　　薫 730-0012 広島市中区八丁堀8-14　安芸リーガルビル5階 代FAX 082-502-6304082-502-6305三次市バングラデシュ交流委員会 会長今田　直樹 728-0011 三次市十日市西6-10-45三次市バングラデシュ交流委員会 代 ―福山フィリピン協会 会長村田　民雄 720-0067 福山市西町2-8-15　福山ＹＭＣＡ内 代 084-926-2211広島・ブルネイ友好協会 会長花岡　正雄 730-0052 広島市中区千田町1-10-1-802 代FAX 082-249-3363082-244-8020広島ベトナム協会 会長林　　辰也 730-0013 広島市中区八丁堀15-10セントラルビル㈱不二ビルサービス内 代FAX 082-511-8152082-511-8153日本ベトナム友好協会広島支部 支部長杉本　麗次 731-0138 広島市安佐南区祇園5-25-46-20 代FAX 082-874-1485082-874-1485広島・ベトナム交流協会 会長石井　奉昭 738-0043 廿日市市地御前北3-13-6 代 0829-39-5666広島モンゴル協会 会長木坂　幸雄 731-5136 広島市佐伯区楽々園5-8-32 代 082-921-1404広島ラオス交流協会 会長戸田　喬大 731-0136 広島市安佐南区長束西5-17-12　 代FAX 082-814-2392082-814-2392 北米 広島日米協会 会長山本　一隆 730-8677 広島市中区土橋町7-1　中国新聞社内 代FAX 082-232-7115082-232-7105広島カナダ協会 会長苅田　知英 730-8701 広島市中区小町4-33中国電力㈱広報・環境部門 代FAX 082-544-2849082-504-7006 中南米 広島日伯協会 会長白井　孝司 730-0051 広島市中区大手町1-4-14　㈱みづま工房総務部内 代FAX 082-544-0455082-544-0466広島ペルー協会 会長小林　正典 730-0013 広島市中区八丁堀4-12(有)コンベンションクリエイト内 代FAX 082-222-6341082-222-6341 欧州 広島日伊協会 会長原田　康夫 730-0051 広島市中区大手町1-4-14　㈱みづま工房内 代FAX 082-544-0020082-544-0260広島オーストリア協会 会長大辻　茂 730-8552 広島市中区白島北町19-2㈱広島ホームテレビ内 代FAX 082-221-4964082-221-4905広島日英協会 会長髙橋　　正 730-8588 広島市中区紙屋町1-3-8㈱広島銀行総合企画部内 代FAX 082-504-3828082-504-5360ひろしまチェコ友好協会 会長山仲　巌 733-0003 広島市西区三篠町2-19-6　トーホー㈱内 代 082-237-5151広島日独協会 会長浅原　利正 734-8551 広島市南区霞1-2-3　広島大学霞学長室内 代FAX 082-257-5949082-257-5962

カナダ
モンゴル国

チェコ共和国

電話

グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国
ドイツ連邦共和国

ブルネイ・ダルサラーム国

オーストリア共和国イタリア共和国ペルー共和国

ラオス人民民主共和国アメリカ合衆国
ブラジル連邦共和国

代表者 住　　所
ベトナム社会主義共和国
ネパール王国バングラデシュ人民共和国フィリピン共和国
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 国・地域 交流団体名称広島ハノーバー協会 会長井内　康輝 733-0031 広島市西区観音町15-18広島国際青少年協会事務局内 代 082-291-7111福山フィンランド協会 会長天野　　肇 720-0067 福山市西町2-10-1　福山商工会議所総務課内 代FAX 084-921-2345084-922-0100広島日仏協会 会長後藤　文生 730-0037 広島市中区中町5-23　広島テレビ別館2階 代FAX 082-245-8576082-245-8576ひろしま・ブルガリア協会 会長今村　　功 　　　　　　　　―福山ブルガリア協会 会長佐々木　重綱 720-0803 福山市花園町2-6-5 代FAX 084-931-0293082-931-0293日本ユーラシア協会広島支部 支部長中戸　義信 733-0012 広島市西区中広町3-6-2 代FAX 082-232-5071082-232-5071 大洋州 アカシア(ﾐﾓｻﾞ=ﾜﾄﾙ)の花を愛する会 代表前原  於矢子 731-0138 広島市安佐南区祇園1-10-18-201 代 082-874-9758広島日豪協会 会長永野　正雄 734-8585 広島市南区出汐2-3-19㈱テレビ新広島人事総務部内 代FAX 082-256-2200082-253-1203広島・ニュージーランド友好協会 会長津野瀬 武久 735-0009 安芸郡府中町城ヶ丘7-1 代FAX 082-285-1354082-285-1354日本パラオ協会 代表幹事橋上　玉江 722-0052 尾道市山波町3100-8 代FAX 0848-46-02060848-46-0206 中東 広島オマーン友好協会 会長福島　和宏 731-0153 広島市安佐南区安東2-16-42広島市安東公民館内 代 082-878-7683トルコ・チャナッカレの会 会長越智　正紀 730-0013 広島市中区八丁堀6-11　グレイスビル806号Office Hatatani㈱内 代FAX 082-962-1330082-962-1331 アフリカ NPO法人　日本ケニア協会 理事長大野　一之 731-5128 広島市佐伯区五日市中央6-9-25　ラボテック㈱内 代FAX 082-921-5531082-921-5532モロッコ王国広島・モロッコ友好協会 会長多山　宰佐 730-0052 広島市中区千田町2-8-6 代 082-248-0039ケニア共和国

ドイツ連邦共和国
ブルガリア共和国ロシア連邦及びNIS諸国オーストラリア連邦
パラオ共和国オマーン国

（広島県地域政策局国際課調べ)

電話代表者 住　　所フィンランド共和国

注：県内市町等からの情報収集に基づき掲載。
トルコ共和国
ニュージーランド

フランス共和国 ―
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　③ 一般交流団体 　（特活)…特定非営利活動法人，　(独)…独立行政法人，　(株)…株式会社，　（公財)…公益財団法人，　(財)…財団法人，　(社)…社団法人，　(学)…学校法人団体名 代表者 電　話アイセック広島委員会 代表理事　米田　邦彦 734-8558 広島市南区宇品東1-1-71　県立広島大学内 (082)251-9181ＩＴＣひろしまクラブ 会長　吉原　通庸 730-0036 広島市中区袋町6-36 市民交流プラザメールボックス46 ―IVC：国際ヴォランティアクラブ 代表　落藤　すみ代 730-0861 広島市西区草津東2丁目20-7 広島市草津公民館内 ―アジア太平洋フォーラム広島支部   田中　健二 734-0005 広島市南区翠5-10-15　二川不動産内 (082)253-1381アジアの花たば   小川　順子 733-0031 広島市西区観音町14-10-802 (082)231-3777芦田川インターナショナルコネクション（ＡＩＣ） 会長　藤原　 平 729-3102 福山市新市町大字新市1076-2 (0847)52-2633(特活)ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ 代表　渡部　朋子 730-0012 広島市中区上八丁堀8－14　安芸リーガルビル５階 (082)502-6304(特活)e＆g研究所 代表　村田　民雄 720-0812 福山市霞町4-1-25 (084)924-4435(財)上田流和風堂 　上田　宗冏 733-0872 広島市西区古江東町2-10 (082)271-5307(公財)ＡＦＳ日本協会尾三支部 支部長　阿形　淳一 729-0141 尾道市高須町1281-2 (0848)20-2183ＨＩＥＳ（広島国際交流市民の会） 代表　今村　 功 ―ええじゃん（Ａsian) 会長　栗林　克行 738-0011 廿日市市駅前4-27 （0829）31-2224Ａ.Ｅ.Ｓ.国際交流協会 理事長　杉田　義一 739-0421 廿日市市深江2-12-16 (0829)56-4390Ｈ・Ｊ・Ｖ広島淨心院ボランティア 代表　田中　明行 733-0815 広島市西区己斐上5-990 (082)273-2002ＮＧＯひろしま 代表　村田　民雄 730-0013 広島市中区八丁堀3-1　幟会館2FひろしまＮＰＯセンター内 (082)511-3180(公財)オイスカ　広島県支部 会長　畝川 　寛 730-0041 広島市中区小町4-33　中国企業㈱企画総務部内 (082)242-7804大崎国際交流クラブ 会長　横本　恵子 725-0302 豊田郡大崎上島町原田363 (0846)64-3911(財)太田川国際育英会 理事長　真田　義隆 730-0032 広島市中区立町1-24有信ビル４階広島太田川ライオンズクラブ内 (082)247-2058(社)大竹青年会議所 理事長　西　伸二郎 739-0612 大竹市油見3-18-11　大竹商工会議所内 (0827)52-8006(財)熊平奨学文化財団 理事長　橋本　宗利 734-8567 広島市南区宇品東2-4-34　㈱熊平製作所内 (082)251-2111呉ライオンズクラブ 会長　柚原　康峰 737-0045 呉市本通4-8-12 (0823)21-2345(特活)こうぬジミ－・カーターシビックセンター国際交流協会 理事長　山岡　克巳 729-4101 三次市甲奴町本郷940 (0847)67-3535(特活)国際協力アカデミーひろしま(AICAT Hiroshima) 代表理事　關谷　武司 739-0295 広島市安佐北区可部東1-2-1広島文教女子大学内 (0798)54-6439(独)国際協力機構中国国際センター 所長　西宮　宜昭 739-0046 東広島市鏡山3-3-1 (082)421-6300国際交流ネットワークみはら 会長　井上　武典 729-0413 三原市本郷町南方7557番地3 (0848)86-4806国際交流ボランティア　フィーラス華 　浜中 喜久子 722-0014 尾道市新浜1-7-18-1302　 (0848)24-9292国際青少年友好センター 理事長　東條　文也 738-0033 廿日市市串戸1-2-2　 (0829)31-3018国際人記者クラブ・コスモポリタンサービスエリア 会長　大和田 佳香 730-0016 広島市中区幟町8-21-204 (082)222-1513国際ソロプチミストアクアマリン呉 会長　蒲原　千永子 737-1203 呉市音戸町鰯浜2-3-24 (0823)22-2979国際ソロプチミストいつくしま 会長　青木　偉久子 739-0432 廿日市市上の浜1-2-8　濱本水産株式会社内 (0829)55-2337国際ソロプチミスト因島 会長　恵谷　千恵子 722-0062 尾道市向東町12340-1 （0848）38-2258国際ソロプチミストウエストひろしま 会長　中村　帛江 731-5142 広島市佐伯区坪井3-818-1　 (082)923-5558国際ソロプチミスト江田島 会長　青木　早苗 737-2122 江田島市江田島町中央4-17-10　青木病院内 (0823)42-1121国際ソロプチミスト大竹 会長　永田　明美 ― ―国際ソロプチミスト尾道 会長　佐藤 千恵子 722-0035 尾道市土堂2－10-3　尾道商工会議所ビル3階 (0848)22-6212国際ソロプチミスト熊野 会長　高越　澄江 731-4229 安芸郡熊野町平谷1-15-10 (082)854-4785国際ソロプチミスト呉 会長　重本 てい子 737-0045 呉市本通4-8-12 (0823)21-3630国際ソロプチミストしまなみ 会長　林　 玲子 722-2323 尾道市因島土生町長崎下区2562-1 (0845)22-4123

住　　所

―
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団体名 代表者 電　話国際ソロプチミスト庄原 ― ―国際ソロプチミスト竹原 会長　本庄　勝子 725-0026 竹原市中央5-6-28　竹原商工会議所内 (0846)22-2424国際ソロプチミスト東広島 会長　應原　千代子 739-0012 東広島市西条朝日町1-14　みどりビル２階 (082)422-7931国際ソロプチミスト広島 会長　上野　早苗 730-0015 広島市中区橋本町10-1　510ビル309号室 (082)224-3260国際ソロプチミスト広島ー中央 会長　菅川　佐千子 731-5136 広島市佐伯区楽々園4-1-20　(有)共栄商事内 (082)921-2155国際ソロプチミスト広島ーもみじ 会長　佐澤　信栄 ― ―国際ソロプチミスト福山 会長　吉川　明美 720-0066 福山市三之丸町8-16福山ニューキャッスルホテル内 (084)925-7399国際ソロプチミスト府中 会長　寺岡　慈子 726-0003 府中市元町445-1　府中商工会議所内 (0847)45-8200国際ソロプチミスト平和広島 会長　赤谷　俊子 732-0066 広島市東区牛田本町1-3-2 ―国際ソロプチミスト三原 会長　井原　香穂 723-0017 三原市港町1-2-3　船木商事ビル６階 (0848)61-3763国際ソロプチミスト三次 会長　佐藤 　幸 728-0021 三次市三次町1843-1　三次商工会議所内 (0824)62-3127国際ソロプチミスト　ローズ福山 会長　藤井　佳子 729-3107 福山市北新市町常1450 (0847)53-8773さくぎ交流協会 代表　安藤　周治 728-0124 三次市作木町下作木1589 (0824)55-2029(財)自治体国際化協会広島県支部 支部長　前田　恭正 730-8511 広島市中区基町10-52　広島県地域政策局国際課内 (082)228-5877(特活)上下国際親善協会 理事長　安原　定子 729-3431 府中市上下町上下1093　 (0847)62-3601(社)青年海外協力協会(JOCA)中国支部 中国支部長　渡部　祐輔 730-0017 広島市中区鉄砲町1-20　第3ウエノヤビル6階 (082)511-3340青年海外協力隊広島県OB会 会長　皿海　博信 ―瀬戸田ロータリークラブ 会長　金本 光雄 722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田371-4　しまなみ信用金庫３階 (0845)27-2899世羅国際交流教育ネットワーク 会長　瀬尾　圭三 722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷870（世羅高校内） (0847)22-1118タクロバン・福山交流支援センター 　三谷　干城 720-0831 福山市草戸町5-11-6 (090)8600-6830地球市民共育塾ひろしま 代表　荒川 純太郎 729-6702 広島県三次市三和町敷名126　共生庵 ―「ナマステ」クラブジャパン 世話人代表　加藤　恒光 739-2125 東広島市高屋町中島450-12 (082)434-0022日加教育国際交流協会 会長　細川 喜一郎 728-8501 三次市十日市西6-10-45　みよしまちづくりセンター内 （0824）62-6187(社)日本海洋少年団広島県連盟 会長　岩田　行史 735-0006 安芸郡府中町本町2-13-5　㈱巧建社内 (082)508-1780(独)日本学生支援機構中国四国支部 中国四国支部長　友田　 覚 730-0005 広島市中区西白島町16-8（ソレイユ白島） (082)502-7786日本国際連合協会広島県本部 本部長　湯﨑　英彦 730-8511 広島市中区基町10-52　広島県地域政策局国際課内 (082)228-5877日本赤十字社広島県支部 本部長　藤田　雄山 730-0052 広島市中区千田町2-5-64 (082)241-8811(独)日本貿易振興機構広島貿易情報センター 所長　酒井　拓司 730-0052 広島市中区千田町3-7-47　広島県情報ﾌﾟﾗｻﾞ4階 (082)535-2511日本ボーイスカウト広島県連盟 理事長　酒井　幸雄 730-8701 広島市中区小町4-33　中国電力㈱2号館内 (082)242-2495日本ユーラシア協会広島支部 代表　林　　辰也 739-1733 広島市安佐北区口田南1-32-15 (082)232-5071(特活)熱帯森林保護団体ひろしま 代表　松岡　敏子 731-5157 広島市佐伯区観音台3-8-13 (082)923-5166ハンド　イン　ハンド・ヒロシマ 代表　横佩　智恵 734-0055 広島市南区向洋新町1-11-3 (082)581-3931(財)東広島市教育文化振興事業団 理事長　木村　 清 739-0043 東広島市西条西本町28-6 (082)424-3811東広島ユネスコ協会 会長　河内　昌彦 739-0034 東広島市西条町大沢68-1　 (082)420-2077東広島ライオンズクラブ 会長　大武　良彦 739-0014 東広島市西条昭和町5-6　巧ビル2Ｆ-Ａ (082)423-5522(特活)ビザサポートセンター広島 理事長　益田　浩司 730-0012 広島市中区上八丁堀8-26　メープル八丁堀803 (082)502-0404 ヒッポファミリークラブ西日本 代表　神川　孝紀 733-0871 広島市西区高須2-2-19 (082)274-8848広島ＳＧＧクラブ 代表　田井　 潔 739-1742 広島市安佐北区亀崎1-20-27 (082)843-9030

住　　所―

―
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団体名 代表者 電　話広島キワニスクラブ 会長　神出　 亨 730-0011 広島市中区基町6-78　リーガロイヤルホテル広島内 (082)227-5315(社)広島県医師会 会長　平松　恵一 733-8540 広島市西区観音本町1-1-1　広島医師会館内 (082)232-7211広島県海外協会 会長　湯﨑　英彦 730-8511 広島市中区基町10-52　広島県地域政策局国際課内 (082)228-5877広島県行政書士会・国際業務協議会 　益田　浩司 730-0037 広島市中区中町8-18　広島クリスタルプラザ10階 (082)249-2480広島県国際交流協会 会長　松浦　精一 722-0045 尾道市久保3-14-18 (0848)37-3518広島県国際農業交流協会 ― ―広島県青少年活動奉仕協会 会長　筒井　數三 735-0013 安芸郡府中町浜田3-11-1(財)広島青少年文化センター内 (082)282-2462広島県青年国際交流機構（広島県ＩＹＥＯ） 会長　永野　雄一 730-8511 広島市中区基町10-52広島県庁県民活動課内 ―(財)広島県体育協会 会長　加藤　義明 730-0011 広島市中区基町4-1　県立総合体育館内 (082)221-4600広島県ユニセフ協会 会長　浅原　利正 730-0802 広島市中区本川町2-6-11　第７ウエノヤビル５階 (082)231-8855広島県立世羅高等学校国際交流推進会議 会長　小島　敏文 722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷870（世羅高校内） (0847)22-1118広島県立総合技術研究所農業技術センター センター長　森本　浩正 739-0151 東広島市八本松町原6869 (082)429-0522広島県立農業技術大学校 ― ―広島国際音楽芸術交流協会 理事長　中里　豊子 168-0072 東京都杉並区高井戸東3-19-14-501 (03)3333-1016(学)広島国際学園広島インターナショナルスクール 校長 マーク・エクストン 739-1743 広島市安佐北区倉掛3-49-1 (082)843-4111広島国際文化芸術研究会 会長　白井　史朗 730-0121 広島市安佐南区中須1-44-27 (082)877-3660(財)広島国際文化財団 理事長　山本　信子 730-0854 広島市中区土橋町7-1　中国新聞ビル8階 (082)294-4621広島国際ホームステイクラブ 代表　茶幡　博子 739-1734 広島市安佐北区口田4-8-25-3 ―(公財)ひろしま産業振興機構（国際ビジネス支援センター） 理事長　深山　英樹 730-0052 広島市中区千田町3-7-47 (082)248-1400(公財)広島市スポーツ協会 会長　山根　恒弘 730-0042 広島市中区国泰寺町1-4-15 (082)243-0578(財)広島市未来都市創造財団 理事長　生田　文雄 730-0812 広島市中区加古町4-17　アステールプラザ内 (082)244-0750広島商工会議所 会頭　深山　英樹 730-8510 広島市中区基町5-44 (082)222-6651(社)広島青年会議所 理事長　長崎　邦彦 730-0011 広島市中区基町5-44　広島商工会議所ビル8階 (082)228-0073(財)広島青少年文化センター 理事長　筒井　數三 735-0013 安芸郡府中町浜田3-11-1 (082)282-2462ヒロシマ・セミパラチンスク・プロジェクト 代表　佐々木 桂一 733-0861 広島市西区草津東3-6-11-2 (082)274-1634広島大学 学長　浅原　利正 739-0046 東広島市鏡山1-3-2 （082）422-7111ひろしま通訳・ガイド協会 会長　藤井　正一 730-0031 広島市中区紙屋町2-2-2　紙屋町ビル9階 (082)245-8346ヒロシマ通訳協会 会長　山内　康平 735-0014 安芸郡府中町柳ヶ丘8-13 (082)281-3003広島トーストマスターズクラブ 会長　森川　恵美子 734-0055 広島市南区向洋新町3-5-8 ―HIROSHIMA FULLNESS２１ 代表　北島　照子 732-0048 広島市東区戸坂山根2-2-30-607　 （082)220-2998広島ホームステイ協会 会長　長通　一修 731-3164 広島市安佐南区伴東8-8-20　 (082)848-0888広島本通商店街振興組合 理事長　下村　純一 730-0035 広島市中区本通8-18 (082)248-1518広島南ロータリークラブ国際青少年奨学会 会長　井内　康輝 730-0011 広島市中区基町6-78リーガロイヤルホテル広島13階 (082)221-4894広島ユネスコ協会 会長　北川　建次 730-0036 広島市中区袋町6－36広島市まちづくり市民交流プラザ　メールボックス89号気付 (082)282-5961(財)広島陸上競技協会 会長　亀井　郁夫 730-0011 広島市中区基町4-1　(財)広島県体育協会内 (082)223-3256(公財)広島ＹＭＣＡ国際コミュニティセンター 　上久保　昭二 730-8523 広島市中区八丁堀7-11 (082)228-1151(社)福山市観光協会 会長　松本　卓臣 720-8501 福山市東桜町3-5 (084)926-2649福山商工会議所 会頭　林　　克士 720-0067 福山市西町2-10-1 (084)921-2345

住　　所
―
―
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団体名 代表者 電　話(社)福山青年会議所 理事長　細羽　雅之 720-0067 福山市西町2-10-1　福山商工会議所7階 (084)922-5992福山大学 学長　松田　文子 729-0292 福山市学園町1番地三蔵 (084)936-2111福山中央ライオンズクラブ 会長　村井　完爾 720-0066 福山市三之丸町8-16福山ニューキャッスルホテル内 (084)922-3100福山ＹＭＣＡ（広島ＹＭＣＡ福山ブランチ） 館長　上久保昭二 720-8522 福山市西町2-8-15 (084)926-2211婦人国際平和自由連盟広島地方支部(WILPF) 支部長　達川　順子 732-0068 広島市東区牛田新町3-19-30 (082)227-2539府中国際交流懇話会 代表幹事　安原　禎二 726-0003 府中市元町445-1　府中商工会議所内 (0847)45-8200(社)府中青年会議所 理事長　益川　 治 726-0003 府中市元町445-1　府中商工会議所2階 (0847)45-2648府中中央ライオンズクラブ 会長　岡﨑　浩二 726-0003 府中市元町445-1　府中商工会議所2階 (0847)46-3360平和のためのヒロシマ通訳者グループ 　小倉　桂子 730-0001 広島市中区白島北町18-3-702　 (082)222-6103(公財)マツダ財団 理事長　山内　　孝 730-8670 安芸郡府中町新地3-1　マツダ㈱内 (082)285-4611三井ボランティアネットワーク事業団　中国支部 代表　佐々木　邦晴 730-0017 広島市中区鉄砲町6-7　槌本ビル5階 (082)222-5101三原浮城ライオンズクラブ 会長　小田　秀樹 723-8555 三原市皆実4-8-1　三原商工会議所内 (0848)63-2253三原ライオンズクラブ 会長　木村　貞良 723-8555 三原市皆実4-8-1　三原商工会議所内 (0848)63-2253三原ロータリークラブ 会長　出田　啓治 723-0003 三原市中之町2-8-1　しまなみ信用金庫中之町支店内 (0848)62-1658(社)宮島観光協会 会長　中村 靖富満 739-0505 廿日市市宮島町1162-18 (0829)44-2011(学)山中学園三原国際外語学院 理事長　山中　幸平 723-0016 三原市宮沖5-8-15 (0848)64-1146留学生を支援する会 世話人代表　阪田　泰和 732-0065 広島市東区牛田中2-7-26-301 (082)227-3803ワールドシップ　～外国人と共に生きるネットワーク～ 代表　村田　民雄 720-0812 福山市霞町4-1-25　 (084)924-4435(特活)ワールド・フレンドシップ・センター 理事長　山根　美智子 733-0032 広島市西区東観音町8-10 (082)503-3191　注：県内市町等からの情報収集に基づき，五十音順に掲載。 （広島県地域政策局国際課調べ）

住　　所
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（２）県内大学等国際交流関係担当課 FAX　広島大学 (代)(直) 082-422-7111082-424-6046 082-424-6179  教育・国際室国際交流グループ　県立広島大学 (代)(直) 082-251-5178082-251-9727 082-251-9405　国際交流室　広島市立大学 (代)(直) 082-830-1500082-830-1666 082-830-1656　事務局企画経営室　尾道市立大学 0848-22-8311 0848-22-5460　国際交流センター　エリザベト音楽大学 082-221-0918 082-221-0947　総務部総務　広島女学院大学 (代)(直) 082-228-0386082-228-0930 082-228-1648　共通教育センター国際交流課　広島修道大学 (代)(直) 082-848-2121082-830-1103 082-830-1303　国際交流センター　安田女子大学・短期大学 082-878-8178 082-872-2896　教務部教務課　広島経済大学 (代)(直) 082-871-1000082-871-1002 082-871-3063　国際交流室　広島文教女子大学 (代)(直) 082-814-3191082-814-9995 082-815-6801　留学支援委員会　広島国際学院大学 (代)(直) 082-820-2345082-820-2374 082-820-2512　事務部庶務課自動車短期大学部 (代)(直) 082-820-3513082-820-3521 082-820-3510学生部学事課　広島工業大学 (代)(直) 082-921-9435082-921-4164 082-921-6953　教育機構支援室　比治山大学・比治山短期大学部 (代)(直) 082-229-0121082-229-0122 082-229-8946　学生支援室　近畿大学工学部 082-434-7000 082-434-7011　国際交流委員会　福山大学 (代)(直) 084-936-2111084-936-2112 084-936-2021　学務部国際交流課　福山市立大学 (代)(直) 084-999-1111084-999-1112 084-928-1248　大学事務局総務課　福山平成大学 084-972-5001 084-972-7771　学務課  広島文化学園大学 082-884-1001 082-884-0600　国際交流センタ－短期大学 082-239-5171 082-239-2863　学生部学生課　広島国際大学 0823-70-4543 0823-70-4544　国際交流センター事務室　日本赤十字広島看護大学 (代)(直) 0829-20-28000829-20-2840 0829-20-2801　総務課　鈴峯女子短期大学 (代)(直) 082-278-1103082-278-1105(内線402) 082-277-0301　国際交流センター　山陽女子短期大学 (代)(直) 0829-32-09090829-31-2137 0829-32-0981　教務部／学生部　呉工業高等専門学校 (代)(直) 0823-73-84000823-73-8200 0823-71-9125　総務課庶務室企画係　広島商船高等専門学校 (代)(直) 0846-65-31010846-67-3021 0846-67-3029　学生課

731-3194 広島市安佐南区大塚東3-4-1 kikaku@office.hiroshima-cu.ac.jp
名　　　称 住　　　　　所734-8558 広島市南区宇品東1-1-71 電話組織メールアドレス739-8511 東広島市鏡山1-3-2 kokusai-group@office.hiroshima-u.ac.jp

739-0321

730-0016 広島市中区幟町4-15
広島市安佐南区安東6-13-1広島市安佐北区可部東1-2-1広島市安芸区中野6-20-1

722-8506 尾道市久山田町1600-2
731-0153

729-0292
広島市安芸区上瀬野町517-1
福山市学園町1番地三蔵東広島市高屋うめの辺1番

732-0063 広島市東区牛田東4-13-1731-3195 広島市安佐南区大塚東1-1-1

725-0231 豊田郡大崎上島町東野4272-1738-8504 廿日市市佐方本町1-1737-8506 呉市阿賀南2-2-11
 sohmu@jrchcn.ac.jp733-8623 広島市西区井口4-6-18738-0052 廿日市市阿品台東1-2

int-sc@hue.ac.jp
731-5193 広島市佐伯区三宅2-1-1739-2116732-8509 広島市東区牛田新町4-1-1
731-0192
739-0302

広島市安佐南区祇園5-37-1731-0295

東広島市黒瀬学園台555-36739-2695731-4312731-0136 広島市安佐南区長束西3-5-1 gakuseibu@hbg.ac.jp720-0001 福山市御幸町上岩成正戸117-1 soumu@fcu.ac.jp福山市港町2-19-1安芸郡坂町平成ヶ浜3-3-20 shioda@hbg.ac.jp721-0964

 kokusai@js.shudo-u.ac.jp
 pukikaku@pu-hiroshima.ac.jp jimukyok@onomichi-u.ac.jp kokusai@gaines.hju.ac.jpsoumu@eum.ac.jp
 kyoumu.box@yasuda-u.ac.jp

i-center@ofc.hirokoku-u.ac.jp

gakusapo@h-bunkyo.ac.jpshomuka@office.hkg.ac.jp
gakusien@hijiyama-u.ac.jpgakusei@hiro.kindai.ac.jp
gakuji@office.hkg.ac.jp intl@it-hiroshima.ac.jp

kokusai@fucc.fukuyama-u.ac.jpgakumu-1@heisei-u.ac.jp

s-sub@hiroshima-cmt.ac.jp
kokusai@suzugamine.ac.jpkikaku@kure-nct.ac.jpgakusei@sanyo.ac.jp
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（３） 在広島国連機関・外国領事館等　①国連機関 開設時期 管轄地域〒730-00112003年7月 所長代行 ブランドン・ターナー アジア太平洋地域　②領事館 開設時期 管轄地域〒732-08051997年1月 総領事 辛　　亨根 広島・島根・山口愛媛・高知〒730-00351986年4月 名誉領事 高木　誠一 広島・鳥取島根・山口〒730-00371988年5月 名誉領事 福島　真平 広島〒730-85521993年2月 名誉領事 大辻　茂 広島〒730-00411996年11月 名誉領事 山下　隆 広島・鳥取島根・山口〒730-8670　2012年8月 名誉領事 金井　誠太 広島・島根・山口　③通商事務所 開設時期 管轄区域〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47　広島県情報プラザ5Ｆ1996年4月 通商代表 パンニー　スワントゥピンタン 中国5県（広島県商工労働局海外ビジネス課調べ）（４）海外事務所（広島県） 開設時期 所長 管轄地域2012年5月 吉川　孝子2003年7月 川田　真理子 （広島県商工労働局海外ビジネス課調べ）

（広島県地域政策局国際課調べ）

（広島県地域政策局国際課調べ）所　　在　　地広島市南区東荒神町4-22広島市中区本通り7-1　広島アンデルセン5F代表者 電話番号
(082)247-9225広島市中区中町5-23　広島テレビ別館2階

中国（四川省）名　　　　　称 電話番号／FAX所　　　在　　　地

名　　　　　　　　　　称 電話番号(082)511-2424国連訓練調査研究所（ユニタール）広島事務所 所　　在　　地広島市中区基町5－44　広島商工会議所ビル5階代表者

広島市中区白島北町19-2　㈱広島ホームテレビ内在広島デンマーク王国名誉領事館 (082)245-8576

広島・四川経済交流事務所（中国）

広島市中区小町4-33　中国電力本店14階
タイ国政府通商代表事務所広島 所　　　　　　　　　　在　　　　　　　　　　地代表者名　　　　　　　　　　称

FAX：(国番号86)28-8528-7657TEL：(国番号86)21-6207-6687FAX：(国番号86)21-6207-6640

名　　　　　　　　　　称 (082)568-0502駐広島大韓民国総領事館
(082)221-4964在広島フランス名誉領事館在広島オーストリア共和国名誉領事館 (082)246-0057在広島カナダ名誉領事館

中国（上海を中心とするデルタ地域）

在広島メキシコ合衆国名誉領事館 広島市安芸郡府中町新地3-1 マツダ株式会社内 (082）565-2834
電　　話Ｆ Ａ Ｘ(082)249-9911(082)249-9921

成都市盛隆街9号　広島・四川中日友好会館207号610041　中華人民共和国 TEL：(国番号86)28-8501-4045
広島上海事務所（中国） 上海市長寧区延安西路1088号　長峰中心706室200052　中華人民共和国 ＜参考＞ 駐日外国公館（大使館･総領事館等）一覧 外務省「駐日外国公館リスト」http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html 84


