
文化交流施設等協力事業に必要な経費
文化交流施設等協力事業費

1. 文化交流施設等協力事業費
⑴ 人物交流特定寄附
⑵ 日本研究特定寄附
⑶ 日本語特定寄附
⑷ 催し等特定寄附
⑸ 文化交流施設等特定寄附



文化交流施設等協力事業費

海外の公益団体等が実施する国際文化交流事業に対して寄付を計画している場合に、当基金の業務目的に合致するものに
限り当基金が寄付金を受入れ、対象となる団体に援助する。

合計額 138,646,571円

事業名 期間 事業内容

(1)人物交流特定寄附

１ ロータリー国際親善奨学支援事業 05.07.01～
09.06.30

相異なる国民間の理解と友好親善の増進に寄与することを
目的とする「ロータリー国際親善奨学金」および世界8ヵ所
のロータリーセンターにて平和研究を行う「世界平和フェ
ローシップ」の支給事業を実施

２ ロータリー国際親善奨学支援事業 06.07.01～
10.06.30

相異なる国民間の理解と友好親善の増進に寄与することを
目的とする「ロータリー国際親善奨学金」および世界8ヵ所
のロータリーセンターにて平和研究を行う「世界平和フェ
ローシップ」の支給事業を実施

(2)日本研究特定寄附

３ アルバータ大学高円宮殿下日本カナダ記
念基金

05.04.01～
08.03.31

「アルバータ大学エンダウメント・ファンド」基金内に「高
円宮殿下日本カナダ記念基金」を創設し、運用益にてカナ
ダと日本の相互理解促進のための褒章事業等、「高円宮殿
下日本教育・研究日本センター」拡充のための事業を実施

４ ミシガン大学ロースクール日本法研究プ
ログラム

06.07.01～
07.06.30

ミシガン大学ロースクールにおいて、①日本法に関連する
教職員の研究活動支援、②日本法に関連する蔵書の収集、
③日本法研究部門の客員教授の派遣および招へいを実施

５ 「パーフェクト・デザイン」クラークセ
ンターの将来を支援するプロジェクト

06.12.01～
09.11.30

クラーク日本美術研究センターにおいて、①日本美術研究
者のためのドラッカー奨学金プログラム、②日本美術専門
の学芸員志願者のためのインターンシッププログラム、③
平山郁夫展覧会（07.3.27～07.5.19）、④センターの運営基
盤強化のための基金の積み増しを実施

６ 「故石川吉右衛門教授記念・比較日本法
基金」の設立

07.01.01～
09.12.31

故石川吉右衛門東京大学名誉教授の功績を記念する日本研
究促進のための恒久基金を設置し、その運用益にて①日本
法の客員教授の招へい、②日本法の学生・研究者への資金
援助、③日本法の図書等拡充、④日本の若手法学研究者の
同校への留学費用助成を実施

７ 長島・大野・常松法律事務所奨学金（コ
ロンビア・ロー・スクール）

07.07.01～
08.06.30

コロンビア・ロー・スクールにおいて、日本法の研究を行
なう学生に対する奨学金支給を実施

８ 長島・大野・常松法律事務所：日本法・
文化プログラム（シカゴ・ロー・スクー
ル）

07.07.01～
08.06.30

シカゴ大学ロースクールにおいて、①日本法・文化を研究
する学生への奨学金給付、②学生の日本企業でのインター
ンシップ支援、③日本法律研究会の活動支援、④学生の日
本研修旅費支援を実施

９ 長島・大野・常松法律事務所：日本法・
文化プログラム（デューク・ロー・スクー
ル）

07.07.01～
08.06.30

デューク・ロー・スクールにおいて、①日本法紹介コース
への日本人客員教授招へい、②日本法関連図書購入、③香
港で開催する「国際法アジアアメリカ講座」への日本法専
門の教授招へい及び参加学生への奨学金支給、④同校教授
の日本派遣、を実施

文化交流施設等協力事業費



事業名 期間 事業内容

10 長島・大野・常松法律事務所：日本法プ
ログラム助成金（ミシガン・ロー・スクー
ル）

07.07.01～
08.06.30

ミシガン大学ロースクールにおいて、①日本法・日本社会
の調査・研究を行う教授に対する報酬の支援、②同校図書
館の日本法関係書籍及び資料の購入を実施

11 ダートマス大学における日本学基金 06.07.01～
07.08.31

ダートマス大学において、①学士課程での日本語教育およ
び日本語講座の開講、②同大学付属タック・ビジネス・ス
クールでの日本関連講座開講、③図書館の日本語・日本関
連図書及び教材の購入を実施

(3)日本語特定寄附

12 ジャパン・リターン・プログラム 2006
年日本語サミット

05.10.01～
07.02.28

世界で日本語を学ぶ青少年16名を選抜、パネリストとして
日本に招へいし、日本代表パネリスト4名を加えて日本の
高校生・大学生とのディスカッションやディベートを行う

「2006年‘平和－国と世界’日本語サミット」（2006.7.10～
2006.8.8）を福岡及び東京にて開催

13 特定非営利活動法人エルエスエイチアジ
ア奨学金

05.04.01～
08.03.31

新大久保駅の事故で亡くなった韓国人留学生李秀賢氏の勇
気ある行動を讃え、同氏の国際交流の理念を実現するため、
国内の日本語教育機関に在籍するアジアからの就学生に奨
学金を支給

14 ドイツ社団法人日本語普及センターの事
業資金

06.04.01～
07.03.31

ドイツ社団法人日本語普及センターにおいて、日本語講座
の開講及び日本語教材作成等の日本語普及事業、「中島宏
行書道展」、作文コンクール「日本への興味を呼び起こそ
う！」等の日本文化紹介事業を実施

(4)催し等特定寄附

15 秋吉敏子60周年記念チャリティーコン
サート

05.12.04～
07.01.31

ジャズピアニスト秋吉敏子氏のデビュー60周年・渡米50周
年を記念し、「今、21世紀の子供達へ伝えたいこと-世界の
平和」をメッセージとして掲げたチャリティーコンサート
をサントリーホールにて実施（06.12.4）

16 日韓交流おまつり２００６ 06.04.01～
06.12.31

2005年に実施された「日韓交流おまつり」の継続事業とし
て、日韓両国の伝統・民俗芸能公演及びパレード、韓国側
学生実行委員会企画の公演、日本の自治体紹介等を行うお
祭りを、ソウル市鐘路区大学路にて実施（06.9.23～
06.9.24）

17 第9回アジア太平洋地域聴覚障害問題会
議・第40回全日本聾教育研究大会

06.03.01～
07.03.31

「アジア太平洋地域聴覚障害問題会議（APCD)」の第9回
会議と、「全日本聾教育研究会」の第40回大会を東京都内及
び近県の7つの会場にて共同開催し、聾教育に関する講演
及び研究協議分科会、聾学校見学、レセプション等を実施

（06.10.9～06.10.12）

18 四天王寺ワッソ 06.05.01～
07.04.30

古代衣装の人物行列や古代楽器の演奏で往時の東アジアの
国際交流を再現する催し「四天王寺ワッソ」（06.11.5）を
中心に、日韓の文化交流および青少年育成交流事業を実施
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事業名 期間 事業内容

19 ミュージック・フロム・ジャパン2007年
音楽祭

06.10.02～
07.03.30

日本の優れた音楽を米国に紹介するため、「湯浅譲二の世
界」と題した室内楽コンサートと、「現代に息づく伝統・琵
琶」と題した、琵琶奏者・田原順子氏を中心とした室内楽
コンサートをニューヨーク市にて実施後、琵琶コンサート
を米国内4都市に巡回（07.2.22～07.3.5）

20 第13回ホノルル フェスティバル 06.04.01～
07.05.31

アジア太平洋諸国とハワイの文化交流を促進するため、「太
平洋の新しいきずな」をテーマとして、ホノルル市内各所
にて日本および太平洋諸国とハワイの参加団体による伝統
芸能、舞踏、音楽等の披露、日米友好をテーマとしたセミ
ナー等を行うフェスティバルを実施（07.3.9～07.3.11）

21 ワールド・パートナーシップ・フォーラ
ム in ながおか

06.04.01～
07.03.31

在京外国大使館関係者と経済界のリーダー等を中心とし、
官界及び学界からの参加も得て、「平和文化と人材教育」を
テーマとした、講師による基調講演と参加者及び一般の聴
衆を交えての質疑応答・討論を行うフォーラムを新潟県長
岡市にて開催（06.8.3～06.8.5）

22 日タイ修好１２０周年記念事業 07.12.31～
07.12.31

日タイ修好120周年記念事業として、①「パンパシフィッ
ク・オーケストラ演奏会」（07.9.26）、②「日本-タイ・フェ
スティバル2007」（07.12.8）、③シンポジウム「日タイ経済
の未来」（07.11.1）、④「記念モニュメント寄贈事業」、⑤
草の根助成、を実施

23 日印交流年実行委員会事業 07.12.31～
07.12.31

2007年「日印交流年」を記念し、同年実行委員会企画事業
として、①森山良子スペシャルコンサート（07.2.9～
07.2.10）②大学生によるヒンディー語・ウルドゥー語劇公
演（07.2.18～07.3.7）、③講演会「染色技術を通じた日印
交流と祇園祭の起源」（07.3.23）、④草の根事業助成、を実
施

24 チェコ共和国「匡左彫り展示会プロジェ
クト」

07.07.30～
07.07.30

村主匡左氏による鎌倉彫の漆器作品である「匡左彫り」約
130点の展示会を、チェコ共和国ピルゼン市、西ボヘミア博
物館にて実施

(5)文化交流施設等特定寄附

25 フランクフルト現代茶室建設プロジェク
ト

07.02.20～
07.04.20

日本とドイツの文化交流の促進及び日本文化紹介のため、
隈研吾氏設計の現代日本建築による茶室を、フランクフル
ト・デザイン美術館の公園内に建設

26 フランス国立人類博物館内日本民家復元
事業

05.09.01～
07.03.31

長野県木曾郡よりフランスへ移送された明治時代建築の日
本民家を復元し、2007年から2009年にかけてフランス国立
人類博物館にて開催される「人類の冒険」展にて展示

27 財団法人 日本民藝館「旧柳邸修復事業」 05.09.01～
06.10.31

日本の生活文化と民藝に理解を深める題材として広く一般
に公開するため、日本民藝運動創始者である柳宗悦氏が生
活していた家屋の修復を実施

28 キープ国際研修交流センター整備事業 05.09.01～
08.08.31

草の根国際交流事業の促進と友好的な国際関係の構築のた
め、財団法人キープ協会の清泉寮施設を、国際文化交流の
拠点となる国際研修交流センターに改築、整備

文化交流施設等協力事業費



事業名 期間 事業内容

29 アジア女子大学 06.11.01～
09.10.31

南アジア及び東南アジア各国のあらゆる文化、宗教、人種、
社会的背景を持つ女性を対象に、アジアの現状理解及び国
際的視野を持たせることを主眼とする教育を提供する大学
をバングラデシュのチッタゴン市に設立

30 米国フィラデルフィア 和風建築・松風
荘保全事業

06.10.01～
07.11.30

日本が建設・寄贈した和風建築・松風荘のフィラデルフィ
ア移築50周年を記念し、建物の修理工事及び工事完了報告
のための交流会を実施

文化交流施設等協力事業費
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