
第１　都市間交流の推進

　姉妹都市や友好都市を始め、その他諸都市との市民レベルの交流を活発に展開する。

１　姉妹都市フォートワース市（アメリカ合衆国）との交流事業

生徒 大人 生徒 大人 始期 終期

1 18 2 6/23 6/30 26
フォートワース中学・高
校生グループ受入れ

フォートワースの中・高校生が長岡市を訪問し、
ホームステイをしながら日本文化の体験、市内中
学・高校の学校生活体験・交流などを行う。

2 11 2 7/16 8/1 27
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾘｰﾀﾞｰｼｯ
ﾌﾟｱｶﾃﾞﾐｰ（ILA)訪問

フォートワースの高校生と同市の姉妹都市８カ国の
高校生が集まり、大学寮で生活を共にしながら「心
とからだの健康づくり」をテーマにディスカッションす
る。

3 8 2 7/27 8/5 25
原信サマースカラシップ
受入れ

㈱原信からの全額運営資金の提供を受けて実施。
両市の高校生8人、引率2人が各々ペアを組み、
パートナーの家でホームステイしながら長岡まつり
参加、日本文化体験などするプログラム。

4 7 7/31 8/4
フォートワース姉妹都市
協会長、日本人協会長
ほか受入

フォートワース姉妹都市協会長メイ・ファーガソン
氏、名誉理事マイク・ハイアット氏夫妻、日本人協会
長ハーベイ・山縣氏御一家を受入れ

5 8 2 8/9 8/18 25
原信サマースカラシップ
訪問

㈱原信からの全額運営資金の提供を受けて実施。
両市の高校生8人、引率2人が各々ペアを組み、
パートナーの家でホームステイしながらフォートワー
スの文化体験をする。

6 30 6 10/15 10/24 25
中学生海外体験フォー
トワース訪問

市内中学2年生がフォートワースでホームステイや
学校訪問などを通して異文化理解と現地市民との
交流を深める。
訪問生徒は教育委員会が選考。（長岡市「熱中！
感動！夢づくり教育事業」）

２　姉妹都市トリアー市（ドイツ連邦共和国）との交流事業

生徒 大人 生徒 大人 始期 終期

1 18 3 4/4 4/7
トリアー高校生訪問団
受入れ

トリアー高校生が来岡し、日本文化を体験したり市
民と交流を深める。

2 6 5/4 5/8
トリアー姉妹都市締結
10周年記念
独日協会総会参加

トリアーで開催されるドイツ全体の独日協会総会に
参加

3
未
定

6/18 6/19 4 アオーレ！ドイツフェスト

トリアー市のSMW社長アドルフ・シュミット氏ほかを
受け入れ、長岡市との協働開催で、アオーレ長岡を
会場にワインセミナー等を開催する。今年度はトリ
アー10周年記念事業の一環として開催する。
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4 8 2 7/28 8/8 14
トリアー青少年国際ス
ポーツキャンプ

トリアー市の姉妹都市などから青少年が集まり、体
育館で寝食を共にしながらスポーツを通じて交流す
る。またホームステイを通じてドイツの生活も体験す
る。

5
未
定

10/7 10/10
トリアー姉妹都市締結
10周年記念
公式訪問団受入

平成28年４月１日に姉妹都市締結10周年を迎える
ため、平成28・29年度の２か年で記念事業を実施。
米百俵まつりにあわせてライべトリアー市長夫妻、
在トリアー友好大使ほか公式・市民訪問団が来岡
するため、歓迎会等を実施する。

6 1 10/6 10/10

トリアー姉妹都市締結
10周年記念
文化交流事業（オペラ
歌手受入・公演）

10周年記念の文化交流事業として、トリアー出身の
オペラ歌手を招聘して記念公演を実施し、市民交
流を深める。

7 未定 10/7 10/11

トリアー姉妹都市締結
10周年記念
高校生・総合支援学校
生徒受入

10周年記念事業として、公式訪問団とともに高校生
や総合支援学校生が来岡し、長岡の生徒たちと交
流を深める。

３　姉妹都市ホノルル市・郡（アメリカ合衆国）との交流事業

生徒 大人 生徒 大人 始期 終期

1 20 22 6/10 6/12
ホノルルHEARTS合唱
団長岡受入・長岡公演

（公財）長岡市芸術文化財団開催のホノルル
HEARTS合唱団長岡公演に協力し、受入れを行う。

2 未定 7/16 7/17 アロハフェスティバル
長岡市との協働開催で、ホノルルの文化紹介を行う
アロハフェスティバルに協力する。

3 5 1 8/5 8/12 1
高校生英語研修プログ
ラムin Honolulu

高校生のホノルルでの英語研修事業を新規に実
施。新しい交流事業を推進する。

4 未定 未定 未定 6
学生平和交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
in Honolulu

高校生、大学生がホノルル訪問。真珠湾攻撃追悼
式典出席、ハワイ大学生との交流、パンチボウルで
の献花等を行い、世界平和や日米友好関係につい
て考える。

5 20 3 未定 4
中学生海外体験ホノル
ル訪問

市内中学1年生がホノルル市を訪問し、歴史学習、
現地中学生との交流などをする。訪問生徒は教育
委員会と協会が選考。今年度から２０人に拡大して
実施する。（長岡市「熱中！感動！夢づくり教育事
業」）

6 4 1 未定 6
ホノルル高校生グルー
プ受入れ

ホームステイをしながら雪しか祭り見学、長岡の青
少年と交流、歴史学習などを行い、市民と交流を深
める。

7 未定 未定 未定 7
ホノルルフェスティバル
参加

公式訪問団、観光・文化紹介グループ、帝京長岡
高生などがホノルルを訪問し、観光・文化紹介、パ
レード参加、長岡花火打上げなどを行う。

内　　　　容
訪問人数 期　　　間

回数 項　　　　目No.
受入人数



４　友好都市バンベルク市（ドイツ連邦共和国）との交流事業

生徒 大人 生徒 大人 始期 終期

1 1 8/3 8/26
オットーフリードリッヒ大
学夏期講座参加

講座に参加する大学生1名を募集し奨学金を支給
する事業。今年度から社会人にも拡大。

No.

1

第３　人材育成事業

No.

1

2

3

4

5

第４　会員相互連携事業

No.

1

2

期　　　間
回数 項　　　　目 内　　　　容

第２　多文化共生の推進

　長岡市国際交流センターとの連携や共催・後援事業、その他既存事業をとおして、在住外国人市民との交
流を深め、多文化共生の推進をはかるもの。

項　　　　　　目 内　　　　　　　容

No.
受入人数 訪問人数

国際ソロプチミスト長岡主催「高校生英語
スピーチコンテスト」理事長賞（実施予定
日５月２２日）

高校生の英語力向上や青少年の国際理解・国際交流の推進のため、高校
生英語スピーチコンテストで理事長賞を授与。理事長賞受賞者は国際ソロプ
チミスト長岡が参加費を負担しインターナショナル・リーダーシップ・アカデ
ミーに参加する。訪問した生徒はフォートワースで各国の生徒との交流し、国
際理解を深める。

項　　　　　　目 内　　　　　　　容

むつみ会主催「外国人による日本語ス
ピーチコンテスト」理事長賞

在住外国人市民の日本語学習の研鑽の場、長岡や日本文化の発信の場と
してのスピーチコンテストで、理事長賞を授与し、外国人市民を支援する。

項　　　　　　目 内　　　　　　　容

ワールドリーダーズセミナー
（実施日未定）

中学生・高校生を対象に、国内において国際的に活躍する企業、組織を訪
問し、将来の夢をかなえるヒントを与え、国際人育成の一助とするためのプロ
グラムを開催。（長岡市「熱中！感動！夢づくり教育事業」）

OBOG交流会（実施日未定）
姉妹都市訪問事業OBOGを中心とした参加者が集まり、近況や、今後の
OBOGの協会事業や国際交流事業の関わりについて話し合う。

協会機関紙「HOWDY」発行（年3回）
協会の機関紙（市の事業案内含む）を年３回（４月、９月、１月）発行するととも
に、賛助会員に対して事業の開催案内を送付する。

国際交流のつどい（実施日未定）
賛助会員の親睦を図るとともに、国際交流・多文化共生に対する理解の輪を
広げるための交流会を開催する。

青少年団体海外派遣助成事業
（通年）

教育、文化及びスポーツ等の分野で国際交流活動を行う青少年の団体に対
して、海外訪問時の費用の一部助成を通じて、国際的分野に興味を持つ青
少年を育成し、国際交流人口の底辺拡大を図る。

ホストファミリー交流会（時期：未定）
ホストファミリー登録者及びホストファミリーに関心のある人を対象に、ホスト
ファミリー経験談やＡＬＴの日本生活体験の発表を通して、来訪者受入時の
心得やマナーを学んでもらうとともに交流を深める。


