
国際交流ネットワークひろしま　加入団体名簿 R4.12.1 現在

№ 団体名 代表者職名 代表者氏名

1 特定非営利活動法人Ａｒｔ Ａｎｇｅｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 代表 Nory Qareeb

2 アジア太平洋フォーラム広島支部 代表 新本　ひとし

3 アジアの花たば 代表 小川 順子

4 アムネスティインターナショナル日本ひろしまグループ 運営担当 野間　伸次

5 特定非営利活動法人ＡＮＴ－Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ 理事長 渡部　朋子

6 いけばなインターナショナル広島支部 支部長 近藤　貞子

7 インドチャイ倶楽部ひろしま 代表 ｼﾞｪｰﾑｽ・ｼﾞｮｰｾﾌ

8 公益財団法人上田流和風堂 代表理事 上田　宗冏

9 牛田日本語教室 代表 小林　佳代子

10 公益財団法人ＡＦＳ日本協会広島支部 支部長 長谷川　葉子

11 特定非営利活動法人ＨＰＳ国際ボランティア 理事長 佐藤　廣枝

12 核兵器廃絶をめざすヒロシマの会 共同代表 森瀧　春子　他

13 カタール会 会長 久保田　清信

14 花鳥風月・芽女の会 代表 石井　晶子

15 観光アシスタントひろしま 会長 上山　哲一

16 韓国の原爆被害者を救援する市民の会広島支部 支部長 中谷　悦子

17 非営利任意団体カンナ・プロジェクト広島 代表 小林　豊治

18 特定非営利活動法人共生フォーラムひろしま 理事長 李　周鎬

19 Cool Kids Across the Pacific 代表 早稲栗　明里

20 楠那ネパール友好協会 会長 山崎　隆一

21 グローバリゼーションを問う広島ネットワーク 代表世話人 木原　滋哉

22 Ｇｌｏｂａｌ Ｂｒｉｄｇｅ 代表 杉島　唯美

23 筝曲グループ玄恵会 代表 西本　恵子

24 献水の滝物語 会長 国好　雅夫

25 「原爆ドームとヒロシマ」実行委員会 代表 出山ひさ子

26 原爆被害者相談員の会 代表 三村　正弘

27 原発はごめんだヒロシマ市民の会 代表 木原　省治

28 国際交流グループＣＡＮＶａＳ 代表 小麻野　貴之

29 国連訓練調査研究所広島事務所（ＵＮＩＴＡＲ） 所長 隈元　美穂子

30 特定非営利活動法人国連支援協会広島 代表 谷尾　奈奈

31 コスモスの会 代表 福馬　昤子

32 コスモス・ラポール 会長 福田　博志

33 コベントリー会（Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ Ｃｏｖｅｎｔｒｙ Ｃｌｕｂ） 会長 岡本　秀子

34 茶道裏千家淡交会広島第一青年部 部長 丸中　美紀

35 サラーム（パレスチナの女性を支援する会） 代表 神垣　しおり

36 シャンティ・インディア・ジャパン・オーガネゼーション 代表 SAMAR, Choudhary

37 新日本ガラパゴス研究会 会長 桑原　一司

38 新ひろしまの未来を語る会 代表者 新本　均

39 スイングワゴン（休会中） 代表 村上　公一

40 生活協同組合ひろしま 理事長 惠木　尚

41 青年海外協力隊広島県ＯＢ会 会長 竹内　英祐

42 セイブ・ザ・イラク・チルドレン広島 代表 大江　厚子

43 「世界の命＝広島の心」を歌おうよの会 代表 渡辺　朝香
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44 世界ハーブ研究会 代表 福田　真理子

45 世界平和女性連合広島県連合会 議長 川野　定子

46 世界を学ぶ会 会長 田中達也

47 世界をみる会 代表 向井 圭子

48 ＳＥＬＥＣ（英文記事を読む会） 会長 吉名　聖子

49 特定非営利活動法人全国語学教育学会（ＪＡＬＴ）広島支部 支部長 キャロライン　ロイド

50 全国在日外国人教育研究協議会広島 事務局長 吉田　絵里子

51 第九条の会ヒロシマ 世話人代表 藤井　純子

52 チェリーフレンド 石原　祥恵

53 地球家族村文化研究会 代表 山本　則明

54 地球市民共育塾ひろしま 代表 中須賀　裕幸

55 中国留学生会 名誉会長 曽　憲忠

56 南方特別留学生を語り伝える会 代表 新見博三

57 特定非営利活動法人虹橋の会 理事長 岩井　梅子

58 日中愛好会 会長 魏　澤楷

59 日比援助協力会 代表 藤原　謙二

60 日本軍「慰安婦」問題解決・ひろしまネットワーク 共同代表 土井　桂子他

61 特定非営利活動法人日本ケニア協会 理事長 大野　一之

62 日本語学習会 代表 新谷　友代

63 にほんごカフェからふる 代表 行友　梨恵

64 日本サーバス中国四国支部 支部長 上野原　淑恵

65 公益社団法人日本産業退職者協会広島支部 常任理事広島支部長 谷口　博

66 日本司法支援センター広島地方事務所（法テラス広島） 所長 野曽原　悦子

67 日本中国友好協会広島支部 支部長 塚田　博

68 日本ベトナム友好協会広島支部 会長 大中　伸一

69 日本ユーラシア協会広島支部 支部長 黒川　富秋

70 ネパール×日本自然と平和の会 代表 ｶﾙｷ･ﾊﾟﾗﾒｿｰﾙ

71 ノーモア・ヒバクシャ継承センター広島 代表 今石　元久

72 特定非営利活動法人Ｈｅａｒｔ ｏｆ Ｐｅａｃｅ ひろしま 理事長 中川　圭子

73 ＰＩＬＥ 代表 清水　恵子

74 はるかぜ日本語ボランティア 事務局 佐藤　雅子

75 Ｂａｎｇｌａｄｅｓｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ｉｎ Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ 会長 Saiful Islam

76 特定非営利活動法人PEACE ＣＬＴＵＲＥ ＶＩＬＬＡＧＥ 代表 STEVEN　ＬＥＥＰＥＲ

77 特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島 理事長 益田　浩司

78 ヒッポファミリークラブ゛広島 代表 神川　孝紀

79 被爆死した米兵捕虜の名前を原爆慰霊碑に記載する会 主宰者 森　重昭

80 被爆体験を継承する会 代表 船津　晶子

81 Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ Ａｒｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 代表 新田　和成

82 広島アジア友好学院 理事長 三木　豊

83 広島インターナショナル・ウィメンズ・クラブ 会長 Koledic,Bijana

84 広島インドネシア協会 会長 田村　興造

85 広島インドネシア家族会（Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ） 代表 イ・ワヤン・スラスナ

86 広島エスペラント会 会長 忍岡　多恵子
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87 特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター 代表理事 安藤　周治他

88 広島オーストリア協会 会長 大辻　茂

89 広島オマーン友好協会 会長 福島　和宏

90 広島カナダ゛協会 会長 苅田　知英

91 ひろしま・カンボジア協会 会長 黒田　鎮明

92 広島経済大学興動館 副館長兼事務長 石田　真英

93 広島県華僑華人総会 会長 蘆　涛

94 広島県合唱連盟 理事長 福原　泰弘

95 広島県青年海外協力隊を育てる会 会長 上田　みどり

96 広島県原爆被害者団体協議会 理事長 坪井　直

97 特定非営利活動法人広島県手話通訳問題研究会 理事長 宥免　千英子

98 広島県日韓親善協会 会長 岡畠　鉄也

99 広島県ユニセフ協会 会長 越智　光夫

100 広島国際家族の会（ＨＩＦＡ） 会長 平上　Julie

101 一般社団法人広島国際青少年協会 代表理事 井内　康輝

102 公益財団法人ひろしま国際センター 会長 田村　興造

103 広島国際ホームステイクラブ 会長 光波　妙子

104 広島市シェアリングネイチャーの会 運営委員長 住吉　和子

105 特定非営利活動法人ヒロシマ宗教協力平和センター 理事長 上田　知子

106 広島修道大学ＩＣＬ 代表 中岡　大智

107 広島少年合唱隊（Hiroshima Boys Choir) 教員 平田　昌久

108 広島シンガポール協会 会長 坪井　宏

109 ヒロシマ・セミパラチンスク・プロジェクト 世話人代表 佐々木　桂一

110 広島タイ交流協会 会長 西川　正洋

111 一般社団法人ひろしま通訳・ガイド協会 会長 古谷　章子

112 広島トーストマスターズ・クラブ 会長 荒木　史子

113 Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ Ｓｔａｍｍｔｉｓｃｈ Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ（広島独日交流会） 佐々部　義人他

114 ひろしまと世界を結ぶこども文庫 代表 柴田 幸子

115 広島日独協会 会長 浅原　利正

116 広島日仏協会 会長 後藤　文生

117 広島日米協会 会長 山本　一隆

118 広島日タイ友好協会 会長 鈴木　章純

119 広島日中友好促進会 会長 尾山　直人

120 ひろしま日本語教育研究会 代表 渡部　倫子

121 ひろしま日本語教室 代表 光原　鈴江

122 広島の水場を守る会 代表 中村一夫

123 広島ハノーバー友好協会 会長 井内　康輝

124 Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ Ｈｉｓｔｏｒｉｏｇｒａｐｈｅｒｓ 代表 John Mensing

125 広島被爆者援護会 理事長 石原　智子

126 特定非営利活動法人広島フィリピン友好協会 理事長 横佩　智恵

127 ひろしま・ブルガリア協会 会長 今村　功

128 公益財団法人ヒロシマ平和創造基金 理事長 岡谷　義則

129 特定非営利活動法人広島ベトナム協会 理事長 林　辰也
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130 広島ペルー協会 会長 小林　正典

131 広島ホームステイ協会 会長 長通　一修

132 広島ボタニカル・アート・ソサイエティ 世話人 二森　みつえ

133 広島安野・中国人被害者を追悼し歴史事実を継承する会 世話人代表 足立　修一

134 広島ユネスコ協会 会長 松岡　盛人

135 広島ラオス交流協会 会長 戸田　喬大

136 広島ＹＭＣＡ国際コミュニティーセンター 理事長 殿納　　隆義

137 広島ＹＷＣＡ 代表理事 中木　風子

138 広島笑いヨガ研究会 代表 のま　まりこ

139 Ｆａｃｅ　Ｔｏ　Ｐｅａｃｅ 代表 池田　穂乃花

140 Ｐｌｕｓ Ｓｑｕａｒｅ 代表 佐伯　宏美

141 プロジェクトひろしま２１ 代表 菅　英滋

142 ぺあせろべ実行委員会 実行委員長 生田　文雄

143 平和のためのヒロシマ通訳者グループ 代表 小倉　桂子

144 ＰＥＲＵ　ＡＮＤ　ＢＲＡＳＩＬ 代表 宮川　ビビアナ

145 南観音日本語ボランティアグループ 会長 今村　毅美子

146 特定非営利活動法人民団２１プロジェクト 理事長 沈　勝義

147 みんなの寺子屋 代表 小林　妙慧

148 モハニの会 代表 高田　登代子

149 ヤヤサン・アニャマン・カシひろしま 世話人代表 阪田　泰和

150 特定非営利活動法人友愛アカデミー 理事長 佐々木　三千男

151 留学生と”ともだち”の和 世話人代表 白石　英雄

152 留学生を支援する会 世話人代表 阪田　泰和

153 特定非営利活動法人ワールド・フレンドシップ・センター 理事長 立花　志瑞雄

154 公益財団法人ＹＦＵ日本国際交流財団 中国地域代議員会議長 神谷　和佐子


