
長崎市国際交流・協力団体一覧 令和５年３月現在

団体名 役職 代表者 所在地
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電子メール
ホームページ等

主な活動

1 （一財）長崎YMCA 代表理事 桑原　伸良 長崎市恵美須町4-7
822-5987
822-7324

nagasakiymca@nagasaki-ymca.or.jp
（ＨＰ）http://www.nagasaki-ymca.or.jp

・英会話教室
　英語を母国語としている講師による英会話のレッスン
・「平和の使者」クリスマスカードコンテストの開催
　長崎県内の幼稚園・保育園・小学校・中学校に通う児童
　を対象した絵画コンテストを開催。

2 （一社）長崎青年会議所 理事長 山口　知宏
長崎市魚の町3-21
マリンハイツ長崎202

825-2709
822-5399

office@nagasaki-jc.jp
（ＨＰ）http://www.nagasaki-jc.jp

・国際交流・理解のための事業の実施
・海外友好青年会議所との交流

3 いろは塾 代表 宮崎　聖乃 長崎市花丘町1-24-407 090-9576-5865

kiyonomjp@yahoo.co.jp
（ＨＰ）
https://kiyonomjp.wixsite.com/hlnaga
saki2
（Facebook）
https://www.facebook.com/iroiroiroh
a/

・ヒューマンライブラリー開催
・異文化理解活動
・中国帰国者支援など

4 (公財)長崎県国際交流協会 理事長 宮脇　雅俊 長崎市出島町2-11
823-3931
822-1551

nia@nia.or.jp
（ＨＰ）http://www.nia.or.jp/
（Facebook）
https://www.facebook.com/nia.nagas
aki/

・国際化の推進に関する事業
・情報の収集及び提供事業
・活動への協力及び支援事業
・地域在住の外国人支援事業

5 (公財)長崎平和推進協会 理事長 調　漸 長崎市平野町7-8
844-9922
844-9961

info@peace-wing-n.or.jp
【長崎平和推進協会】
（ＨＰ）http://www.peace-wing-n.or.jp
（Instagram）
https://www.instagram.com/peace_wi
ng0809/
（Youtube）
https://www.youtube.com/channel/U
Ch3hUa9zwiiLArr-DLzMySg
【国立長崎原爆死没者追悼平和祈念
館】
（ＨＰ）https://www.peace-
nagasaki.go.jp/
（Facebook）
https://www.facebook.com/nagasaki.
kinenkan/

・平和に関する諸問題の調査研究
・原爆被災並びに平和に関する資料の収集、整理、活用
　及び情報発信
・被爆体験の継承、平和に関する講座・講演会等行事の
　開催
・国際平和機関との連携交流
・被爆経験の継承や平和意識高揚のための助成事業
・平和に関する出版物の刊行、頒布及び受託販売
・平和意識の普及に係る物品等の制作、販売
・法人の目的に適合する諸施設の管理運営等に関する受
　託事業
・その他法人の目的を達成するために必要な事業
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6 国際法務研究会 代表 梅枝　眞一郎
長崎市小ケ倉町3-469-2
池田ビル2F

879-2442
879-6808

umeedaoffice@gmail.com

・在長崎外国人無料相談会（地球市民ひろば）
・留学生人材活用セミナー開催（Zoomによるリモート）
・外国人暮らしの市民公開講座（2か月ごと）
・会員、ゲストによる事例発表・研究会

7 箏遊会 代表 黒川　公子 非公開 非公開
sakura2020koto@outlook.jp
（HP）https://blog.goo.ne.jp/sakura_koto

箏を身近に感じてもらうために小中学校での授業・体験教室、国
内外で演奏活動を行う。

8
特定非営利活動法人
長崎ベトナム友好協会

理事長 冨岡　勉
長崎市中園町6-17
八木ビル3階

860-0233
860-0222

vietnam@dream-nagasaki.jp
（HP）http://nvfa.jimdo.com

・長崎とベトナムの交流に関する情報の収集及び提供事
　業
・長崎とベトナムの交流事業
・在日ベトナム人に対する相談事業
・医療・保健・介護・福祉分野におけるベトナム人の人材
　育成支援事業
・言語教育普及事業

9 長崎エスペラント会 会長 盛脇　保昌 諫早市多良見町シーサイド2-190
0957-43-4352
0957-43-4352

pgb012440@nifty.com

・毎月例会開催
・九州エスペラント連盟主催の事業に関すること
・エスペラント講習会・講演会の開催
・国内外のエスペランティストに対する旅行案内の便を図
　ること　など
・その他、本会において必要と認める事項

10 長崎県日韓親善協会 会長 安部　直樹
佐世保市ハウステンボス町2825
—7　長崎国際大学内

0956-20-5677
0956-39-3111 nikkan-ngs@niu.ac.jp

・日韓親善に関する講演会、懇談会等の開催
・親善貿易使節の交換
・日韓両国相互の文化の紹介と研究
・在日韓国民との融和提携
・産業貿易の交流促進
・日韓漁業の合理的発展
・文化事業の経営

11 長崎県日中親善協議会 会長 大石　賢吾
長崎市尾上町3-1 5階
長崎県国際課内

832-2878
832-2881

nagasaki-nitchu@ret.bbiq.jp
（ＨＰ）http://nagasaki-nitchu.org/

・中国語の普及促進事業
　（１）長崎県中国語講座
　（２）長崎県中国語コンクール
　（３）長崎県中国語講座受講生の中国現地研修
・中国語通訳等活用事業
・中国人墓地清掃
・中国外交部等職員の県立大学受入事業
・長崎県日中親善協議会ニュースの発行
・訪中及び中国からの来県に係る協力等
・中国からの招待研修への参加に係る支援
・中華人民共和国駐日本国大使館との友好交流会
・その他の日中友好親善の促進事業

12 長崎交響楽団 理事長 河野　英雄
長崎市恵美須町4‐5
ＮＢＣサードビル2階

832-6575
832-6570

nso@ngs2.cncm.ne.jp
（ＨＰ）http://www5.cncm.ne.jp/~nso/

・音楽演奏会の開催
　市民による交響楽団を編成し、市民のための演奏会を
　開催し、活動成果を公開する
・音楽演奏の普及
　初心者や個人の演奏家が気軽に参加できるオーケスト
　ラ体験を開催し、演奏者の発掘と普及を図る
・音楽を通じた国際交流
　姉妹オーケストラであるセントポール市民交響楽団との
　交流を通じて国際理解と市民友好を深める
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13 長崎「国際交流塾」 塾長 青栁　智子 長崎市東山手町6-25 822-7966

chikyukan.higashiyamate@gmail.com
（Facebook）
https://www.facebook.com/profile.ph
p?id=100086279444827

・チェス＆ブリッジクラブ
　火・木・金にブリッジ、チェスは休止中。
・英会話クラス
　月曜日、木曜日に外国人の講師を招き、英会話のレッス
　ンを行う。
・東山手「地球館」cafe slowの運営
　ワールドフーズからcafe slowにリニューアルし、世界の
　料理をイメージした身体に優しい料理の提供、フェアト
　レードの原料を使ったドリンクの提供。
・留学生と交流の会
　季節にあわせたティーパーティーなどを開催し、留学生と
　地域の方を誘って交流。

14 長崎上海クラブ 会長 宮脇　雅俊
長崎市銅座町１—11 十八親和銀
行本店内

828-8859
821-0214

nri@nagasaki-keizai.co.jp
（ＨＰ）https://www.nagasaki-
keizai.co.jp/

上海長崎倶楽部、行政および中国上海関連団体と連携して次
の事業を行う。
・上海長崎倶楽部との連絡提携
・会員に対する上海の情況の伝達
・長崎、上海の各界各層にわたる人的交流の実施、並びに斡旋
・上海との情報交換並びに会員または一般の希望する情報の
調査及び提供
・長崎・上海の各界各層における個別の交流提携の斡旋
・長崎・上海の相互理解、発展に役立つ研修会、催し物、事業等
の主催または後援
・その他本クラブの目的達成に必要な事業
　親善使節団の相互訪問　・青少年卓球交流・在崎留学
生との交流等

15 長崎商工会議所 会頭 森　拓二郎 長崎市桜町4-1
822-0111
822-0112

somu@nagasaki-cci.or.jp
（ＨＰ）https://nagasakicci.jp/

・経済ミッションの派遣、商談会
・見本市の開催、経済関係セミナー等を関係機関と協力し
　実施。また、原産地証明の発給なども行っている。
・アメリカのセントポール商業会議所、ポルトガルのポルト
　商業会議所、ポルト工業会議所と姉妹商工会議所を締
　結。

16
長崎シンガポール・マレーシ

ア協会
会長 平山　謙二

長崎市元船町2-7-6F
（株）ティエルエス内

818-8686
818-8687

mori@tls-style.co.jp
（ＨＰ）http://ngs-sin.jp
（ＨＰ）http://ngs-mal.jp

・経済・文化活動支援
・留学生支援、在長崎シンガポール人・マレーシア人との
　交流事業
・大学間交流の支援
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17
長崎・セントポール姉妹都市

委員会
会長 宮西　隆幸

長崎市茂里町2-38
長崎ブリックホール2F　地球市民
ひろば内

090-4487-5412

nspscc.1999@gmail.com
（ＨＰ）
https://www.facebook.com/NSPSCC
/

・姉妹都市交流に関する事業の計画及び実施
・姉妹都市交流に関する情報、資料の収集・提供及び普
　及
・姉妹都市交流に関する諸団体、関係者との協力
・長崎市が行う交流事業への参画及び支援協力
・その他、会の目的達成に必要な事業の実施

18 長崎日伊協会 会長 三井　一明
長崎市銅座町１—11 十八親和銀
行本店内

828-8859
821-0214

nri@nagasaki-keizai.co.jp
（ＨＰ）https://www.nagasaki-
keizai.co.jp/

・在日イタリア人との情報交換
・文化講演会、クリスマスパーティー、音楽会等を開催

19 長崎日英協会 会長 三井　一明
長崎市銅座町１—11 十八親和銀
行本店内

828-8859
821-0214

nri@nagasaki-keizai.co.jp
（ＨＰ）https://www.nagasaki-
keizai.co.jp/

駐日英国大使館、在大阪総領事館及び行政、英国関連団体と
連携して次の事業を行う。
・日英両国の親睦と理解を促進するための交流会、講演会等の
開催
・日英両国の社会、経済、文化の研究及び発表
・長崎における英国人の歴史的業績の調査、研究
・在崎英国人との交流促進
・会報誌「BUND」の発刊
・その他本会の目的を達成するために必要な事業

20 長崎日豪協会 会長 （現在不在） 長崎市上小島2—6—23　南山方
824-2731
824-2731

mu.me.ko@galaxy.ocn.ne.jp

・日本とオーストラリアの友好親善を目的に活動。
・全国日豪協会との連携（3年に1度開催の全国日豪協会
　連合会会合に出席）
・毎月第４日曜日例会開催（英語力upの為の研鑽）

21 長崎日仏協会 会長 澤山　俊雄 長崎市出島町3-10　3階
878-5100
801-1770

francengs@utopia.ocn.ne.jp
（ＨＰ）http://sfj-nagasaki.org/

・フランス語講習会の開催
・フランス文化講演会の開催
・フランス料理を楽しむ会（公現祭・パリ祭・ボジョレーヌー
　ボー）の開催
・ペタンク大会及び月例練習の開催
・フランス語翻訳等への協力
・日仏交流に関する種々の業務

22 長崎日米協会 会長 宮脇　雅俊
長崎市銅座町１—11 十八親和銀
行本店内

828-8859
821-0214

nri@nagasaki-keizai.co.jp
（ＨＰ）https://www.nagasaki-
keizai.co.jp/

駐日米国大使館、在福岡米国領事館及び行政、米国関連団体
と連携して次の事業を行う。
・日米両国の学識経験者の交流及び講演会等の開催
・会員による日米両国の社会、経済、文化の研究及び発表
・米国姉妹都市その他との親善を図るための交流
・英語スピーチコンテストの後援
・在崎米国人との交流
・会報誌「Partner」の発刊
・その他本会の目的を達成するために必要な事業

23 長崎日本ポルトガル協会 会長 宮脇　雅俊
長崎市銅座町１—11　十八親和銀
行本店内

828-8859
821-0214

nri@nagasaki-keizai.co.jp
（ＨＰ）https://www.nagasaki-
keizai.co.jp/

駐日ポルトガル大使館、行政およびポルトガル関連団体と連携
して次の事業を行う。
・日本・ポルトガル両国の親善と文化の研究
・日本・ポルトガル文化に関する記念の恒久保存
・講演会、懇親会等の開催および会報の発行
・駐日ポルトガル名誉領事館に関わる業務
・来崎するポルトガル関係者の対応

24 日本語ネットワークIN長崎 代表 西久保　郁子 諫早市山川町30-6 0957-25-2605 なし
日本語を毎週１回教えている
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25 ヒッポファミリークラブ 代表 山口　佳子 長崎市音無町9-59
848-4491
848-4491

nagasaki@mxc.cncm.ne.jp
（ＨＰ）http://www.lexhippo.gr.jp/

共通の多言語CDを使った活動など

26 プラン・長崎ペアレントの会 会長 窪田　紀幸 長崎市坂本3—1—1
090-4488-3167

844-6930
plan.nagasaki@hotmail.co.jp
（ＨＰ）http://pnpnokai.exblog.jp/

途上国の恵まれない子ども達の飢餓・医療の欠落・重労働など
からの解放、教育の機会を与える。
女の子の地位向上など、国際ＮＧＯ「プラン・インターナショナ
ル・ジャパン」の活動に賛同し、実質的に支える国際ボランティ
アの一部としての役割を担い、行っていく。


