
国際文化都市特別委員会平成23年12月5日(月)

公益財団法人横浜市国際交流協会(YOKE)
事務局長八木沢直治
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区別の外国人登録者数(平成23年9月)
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在住外国人の増加

・平成2(1990)年「出入国管理法Jの改定・施行

日系移民子孫の就労を認める

-日系移民子孫の家族などの増加

-就労や国際結婚、留学生などの増加

口

日本社会の少子高齢化の進展、グローバル化口
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ロ 国籍の多様化(約150か国)

ロ 滞在の長期化・定住化

ロ 単身型から家族型ヘ

ロ 日本語が不自由な人の増加

..・多言語による情報提供、相談、通訳派遣

モ日本語学習支援

地域社会への適応、自立を支援

(1 )多言語相談

(2) 通訳ボランティアの派遣(医療通訳)

(3) 日本語学習支援

(4) 外国人の子どもの教育支援
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(1 )多言語相談

口YOKE情報相談コーナー

多言語での生活相談、情報提供

月~金曜.10:00-1700

=今英語・中国語・スペイン語

第2土曜 10:00-13: 00 
訪スペイン語・中国語

第4土曜 10 : 00 -1 3 : 00 

当スペイン語・英語

相談件数、主な相談内容
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口 相談件数合計5，105件(平成22年度)

その他

くらし一 般

医療・健康

協会事業関係

日本箱学習

通訳・翻訳
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専門機関との連携による相談

口 専門機関との連携(通訳付きの相談)(平成22年度)

-教育相酸(毎月第2・4土曜日) 59件

同行政書士相談(毎月第1木曜日) 22件

・法テラスへの通訳派遣 23件

・市民相談室への派遣 18件

口 他国体の取組み
・南区(法律、在留資格、教育相談)

・鶴見区(専門相銀会の開催)
-神奈川県行政書士会(多言語相談)

(2)通訳ボランティアの派遣

ロ区役所の窓口や市立小中学校、市の公共施設

などの公共機関に市民通訳ボランティアを派遣

派遣先:区役所、学校、保育園、

福祉保健センターなど

派遣件数:1，076件(平成22年度実績)
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通訳ボランティアの派遣

ロ 区役所や学校に通訳ボランティアを派遣

派遣総数
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通訳派遣の状況・派遣先別(22年度)

市役所1

小学校 428

区役所

福祉施位・

病院1
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市民通訳の言語別状況

22年度派遣件数と登録者数

ロ派遣件数

・登録者数~複あり)

440件

0件 10併 200件 300件 400件 500件

口 派遣件数
・中国語、スペイン語、ベトナム語、英語
の需要が多い。

・一般通訳 2000円/回

・専門通訳 4000円/回

口 登録者数

33言語、 600人の市民

1/3は在住外国人の登録者

・ベトナム語、タガログ語は需要に対し

登録者が不足。
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通訳ボランティアの派遣の流れ

l酔 | : 通訳実施

③ 
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病院通訳の派遣

《外国人》

・病院で言葉が通じない!

・医療費が高い!

医療通訳派遣が困難だ、った要因は?

1 誤訳による賠償責任
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「誤訳によって医療過誤が起きた場合、その責任
を通訳ボランティアが負わなければならない。」

2医療通訳者の確保が困難

「医療分野の通訳は専門的な内容なので、ボラン

ティアで通訳を引き受ける人材が少ない。 j
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日韓ワールドカップ医療通訳ボランティ
ア派遣システム(平成14(2002)年モデル事業)

・誤訳による賠償を病院で負担

二今通訳者を病院の準スタッフとして受入れることを

医療機関と協定

協定病院:8病院

-医療通訳ボランティアの募集・研修の実施

=今医療通訳人材の募集および医療用語や誤訳を防ぐ

ための研修会の開催

応募:130人 登録:64人(10言語)
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NPO法人多言語社会リソースかながわ ー

(MICかながわ)
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MICかながわ

口医療通訳の派遣(平成22年度実績)

派遣医療機関 56病院

対応言語

通訳派遣数

通訳経費

10言語 167名

4，034件

3，000円/回

(病院、自治体の負担)

(3)日本語学習支援

「今後、日本語を学びたいと思うか」

19 

(外国人市民意識調査平成21年7月 1812人)

積 極的に学びたい 32 

機会があれ ば学びたい

今左右t必E要カ宅なし、

無料なら学びたい

あまり学ひ.たくない

学びたくない 111.2 

o 5 10 15 20 25 30 35 
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「日本語をどのように学んでいるかJ(複数回答)

(外国人市民意識調査平成21年7月 1812人)

自分で勉強している

家族に教えてもらっている

日本語学校に通っている

通っている大学や学校で学んでいる

。 10 20 30 40 50 60 70 

21 

横浜市内の地域日本語教室の状況

口 日本語ボランティア団体数:95団体

口 日本語教室の規模(支援者の数による分類)

n
u
n
u

nu

n
u
n
u
n
U
 

5

4

3

2

1

 

100 

90 

80 

70 

9人以下 10-20人 21-40人 50人以上 不明 針



国際交流ラウン 国際交流ラウンジ 19 4 23 
ジ(23団体)

公共施設 地区センター・市民活動支援セ 32 5 37 
(73団体) ンタ-・コミュニティハウス等

かながわ県民センター 13 2 15 

地域ケアプラザ等福祉施設 8 8 

他の公共施設(あーすぷらざ・ 11 2 13 
男女共同参画センター等)

その他 団体事務所等 4 4 
( 13団体)

教会 5 5 

その他(団地集会室等) 3 3 

不明 1・ 1 

(複数回答あり) 96 13 109 
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支援者からみた、地域日本語教室の役割

国体調査・
ヒアリング

より

支援者〈日本語ボランティア〉

戸、



団体調査・
ヒアリング

より
課題に感じること

ロ ボランティア指導者の確保、高齢化

口学習者の確保

ロ指導技術のレベルアップ

ロ会場の確保、財源の確保

ロその他
(日本語教室聞のネットワーク化など)

なか国際交流ラウンジの取組み事例

「日本語教
室連絡会」

開催

(HP・マッ
プ)
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地域の日本語ボランティア団体との連携

|町イ吋|
学習者の不足 | 

活動場所の確保

-ボランティア
研修講座

-施設に口添え -区の助成金制度

の案内

・広報協力
(Hp.マップ)
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日本語教授法の移り変わり

+ 11 学習者重視

- I自律学習/協働 | 
|学習 | 

コミュニカティブ・
言語構造の理解 |アプローチ

オーディオ・リンガ| 日本語が不自由
ル法 | なニュー力マ一

一 留学生・就学生
28 



横浜市における日本語教育の取組

横浜における日本語学習支援システムの構築に向けて

ロ 「横浜市・地域日本語教室事例発表会」の開催

(日時:11月27日(日))

ロ 研修会の開催

(平成23年度)

・「日本語ボランティア研修会J(4回講座:12月コース、 1月コース)

・『教室実習型研修」の開催

(子育てをテーマにした教室実習型研修:11月-3月)

ロ 日本語教室・教材事例集の作成

(r入門・初期レベルの学習者向け教材例集J:3月作成予定)

口 聞本語学習支援アドバイス

(日本語教室の運営等について専門家によるアドバイス)

(4)外国人の子どもの教育支援

公立学校に在籍している外国人児童生徒数の推移

人
全体数

7，000 

6.000 
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4.000 

3，000 

2.000 
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。
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29 

横浜市教育委員会作成 30 



外国人児童生徒数(H23年5月現在)

口横浜市立学校に在籍している外国人児童生徒数

(外国につながる児童生徒数を含む) 6，399人

口日本語指導が必要な児童生徒数

(外国につながる児童生徒数を含む) 1，195人

(注)r外国につながるjとは:

二重国籍者、日本国籍取得者及び保護者などが外国籍である日 '
本国籍者などです。
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外国人の子どもたちの抱える教育課題

口 日本語の壁

口 親とのコミュニケージョン上の問題

日本語学習機会のない親

母語を忘れてしまう子どもたち

口 ハードルの高い中等・高等教育への進学

ロ 自分のルーツに自信や誇りが持てない

32 



【生活言語と学習言語】

口生活言語:日常会話の能力。

子どもが友達と遊んだり、生活経験と結びついて
会話する場合など。

一般的な習得期間 :1年~2年。

口学習言語:思考及び認知的発達を促す能力。

読み書きを中心とした教科学習に必要な言語。

一般的な習得期間 :5年~7年。

【言語獲得の臨界期】

口子どもの言語の獲得には、年齢的な限界が存在
すると言われている。

33 

口その年齢は、 10歳~11歳といわれる。(研究者による
違いがあるようである。)

口臨界期を過ぎると完全に言語を獲得することが難
しい。
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【言語獲得の臨界期】
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【言語聞の相互依存説】

-・・・圃・・・・・・

臨界期

年齢相

応の言

E
 
E
 共通深層能力

Commins(1980) 
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【ケース1】
臨界期(10歳'"11歳)以降の来日。

• 
|学習言語(5-7年) I 

|バイリンガルの可能性]
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【ケース2・3】

臨界期(10歳'"11歳)前の来日。

学習言語が習得できない ・

1)ドミナント・バイリンガル ②ダブル・リミテッド
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教育委員会の取組み

(講師28名)

生徒への日本語指導

日本語集中教室指導 市内4か所に児童・生徒が通級

指導者の派遣指導 日本語指導が必要な児童・生徒の

学校に日本語講師を派遣

・国際教室担当教員の設置

jの児童・生徒が5人以上在籍

する学校に教員を加配

配置校 小学校 44校 中学校 20校(平成23年度)

教育委員会の取組み

・母語を用いた学習支援
l-母語ができる学習支撮サポーターによる学習支援

.一部の推進校のみ

推進校:小学校 16校中学校 9校(平成23年度)

-母語を用いた初期適応支援
・母語ができるサポーターによる入学まもない日本語が
理解できない児童生徒への支援

-国際教室担当教員配置校以外の学校

39 
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外国人中学生学習支援教室

区内の公立中学校と連携した外国人生徒の学習支援

ロ 期間:毎週木曜日 (16:30--18:00)

ロ 活動場所:

なか国際交流ラウンジ

ロ 外国人生徒:27名

ロ 学習サボーター:24名

目 学習科目:

初期日本語、国語、

数学、英語

外国人の子どもたちの教育支援の仕組

合同の補習教室
(日本語・学習教

室)を設置

41 
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口 日本と母国との架け橋となる人材

口 日本の社会を支える貴重な人材

43 

多文化共生推進プラン
総務省『多文化共生の推進に関する研究会J2006年

口 コミュニケーション支援

. 1)地域における情報の多言語化 2)日本語・日本社会の学習支援

ロ 生活支援

1 )居住 2)教育 3)労働環境 4)医療・保健・福祉

5)防災 6)その他

ロ 多文化共生の地域づくり

1 )地域社会に対する意織啓発 2)外国人住民の自立と社会参画

ロ 多文化共生施策の推進体制の整備

1 )地方自治体の体制整備 2)各主体の役割分担と連携

44 



ロ 行政サービスへのアクセス支援(多言語相談、通訳ボランティア

の派遣など)

ロ 医療の確保 (MICかながわの取組み)

ロ 日本語学習による生活支援 (日本語ボランティア教室の開催)

ロ 子どもの教育の充実 (国際教室、補習教室の開催)

ーl脇市民M 外国人錦町

-在住外国人にとって安心・安全に暮らせる地域社会づくり

・地域社会への適応、自立の支援

→ ・セーフティネットの構築 ト一一一

多文化共生のまちづくりに向けて

Aム一一二

摩擦・対立
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多文化共生のまちづくりに向けて

多文化共生とは:

「国籍や民族などの異なる人々が、 互いの文化的ちがいを認
め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員
として共に生きていくことJと定義している。

総務省「多文化共生の推進に関する研究会J(報告書2006年)

• 
「外国人住民を支援の対象としてだけではなく、地域社
会の担い手として位置づけるとともに、 多文化の特性を
まちづくりに活かし、 地域の活性化につなげていくことが
求められている。J(YOKE中期計画(2011-2013)素案)

47 

『多文化まちづくり工房」による取組事例

f固謄本滞韮舎鋤重量甫再世(f)事嘗 f草JiV:?::t重日回日
~ • # # 

口 外国籍の若者による地域防災への取組

県営いちょう団地において多文化共生のまちづくりを進めている「多文

化まちづくり工房」と泉消防署が側面支援を行い、多国籍の若者たち

により「多文化レスキューユースTRYangels(トライエンジェルス)Jが

結成され、「防災の担い手から地域の担い手ヘJをスローガンに、地域

の防災活動に積極的に取組んでいる。
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公益財団法人横浜市国際交涜協会 (YO阻)は、外国人が暮らしゃすく社会参加しやすい多文化共生のまちづ

くり、グローバルに行動できる人づくり、市民活動の支援・連携促進、国際協力の推進などの事業を市民ととも

に進めている横浜市の外郭団体です。

The Yokohama Association for International Cornrnunications and Exchanges (YOKE) is an affiliated or-
ganization based in the City of Y okoharna. Tqg巴therwith出ecitiz巴nsof Y okohama， YOKE promotes pro-
jects such as multicultural cornrn山J.ityplanning.百leseprojects help foreign r巴sid巴ntsfe巴1more comfort-
able and encourag巴 the江 P紅ticipationin Japan巴sesociety. YOKE， through its support and cooperation 
with various citizen groups， also seeks to develop human resourcωthat will suppo託 globalactivities and 
foster international cooperation. 

ミッション・ステートメント/Missionstatement 
私たちは、国際都市横浜の歴史的・文化的特性を継承しつつ、異なる文化や価値観をともに認め、尊重し

合える豊かな社会づくりを目指します。

Weむmto巴nrichour cornrnunity by encouraging understanding and respect for one ano白巴r'scultures and 
values all the while maintaining Yokohama's historica1 and cultural charn1s and e凶lancingits reputation 
as an international city 

| 主な事業三PrincipalProjects 

1 .多文化共生のまちづくり/MulticulturalCommunity Planning 

-情報・相談コーナーの運営
YO即事務室内のIYO阻情 報 相談コーナー」において、市民スタッフが、

市内に住む外国人に、英語・スペイン語・中国語により、電話や面談による

総合相談、生活情報の提供を行っています。

-外国人無料相談会の開催
関係機関との連携により、法律、医療、福祉、就労、出入国手続きなどの専

門的相談を行う一日無料相談会を地域で開催しています。

市内国際交流ラウンジの支援
市内7か所の国際交流ラウンジ(中、港南、保土ヶ谷、金沢、港北、背葉、

都筑の各区)との相互連携、人材育成なと守の支援を行っています。

.日本語教室の実施
外国人市民の日本語学習を支援するため、 IYOKEニューカマーのため

の日本語教室」を実施しています。

-通訳・サボーターの派遣
区役所・福祉施設等の公共機関、学校における外国人市民への対応の

支援のため、市民通訳ボランティアを派遣しています。また、子どもの母語

により学習支援を行うサボーターを養成し、学校現場に派遣しています。

.情報誌の発行
外国人市民に向けて、横浜での生活情報、行政サービス、催事を紹介す

る情報誌を、多言語で発行しています。

・英語版「ヨコハマ・エコーJ(月刊 4，000部)

・各国語版「よこはまYokohamaJ(月刊 800~1 ，300部)

中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、ベトナム語、

やさしい日本語

.Operation of YOKE Information Corner 
The “YOKE Information Corner，" located at YOKE's main office， provides 
consultation and offers information to foreign residents living in Y okohama. 
These services紅eoff，巴E巴dby telephon巴orin person in English， Spanish， and 
Chinese. 

.Hold Free Consultation Fair for Foreign Residents 
Through its association with oth巴rorg創llzations，YOKE offers one-day f同e
consultation fairs at which foreign r巴sidentsreceive special consultation on 
legal， medical， welfar巴， labor， or inrrnigration matters. 

.Support International Lounges in Y okohama 
YOKE works in close coop巴rationwith 7 Y okohama-based International 
Lounges (Naka， Konan， Hodogaya， Kanazawa， Kohoku， Aoba， and Tsuzuki-
Ward) and provides suppo抗 for出巴位出国ngof their personnel. 

.Conduct Japanese-language classes 
“YOKE Japanese Classes for Newcomers" supports foreign residents in their 
Japan侭 巴 studies.

.Dispatch Interpreters and Support Personnel 
YOKE dispatches volunteer-interpreters to public organizations -ward offi-
ces， social welfare facilities， and schools-to suppo此 understandingand 
cornrnunication. YOKE also住むnsand dispatches support~personnel to help 
children study in the江 nativelanguages at their schools. 

.Publish Newsletters 
YOKE publishes newsletters geared to foreign r巴sidents.Thes巴n巴wsletters
紅 ewritten in a number of languages釦 dseek to inform foreign residents of 
information白atis useful to their daily lives， of adrninis仕 組veservlces出at
紅巳 availableto白em，and information conc巴rningspecial events in the city 
ofYokohama 
-“Y okohama Echo" in English (4，000 copies mon出ly) ~ -
.“Yokoharna Yokoharna" (800 to 1，300 copies monthly) 
Available in Chinese， Hangul， Sp釘山h，Portugues巴， Indonesian， Vietnam 
ese， and Easy Japanese 



11.グローバルに行動できる人づくり
Human Resources Development for Global Activities 

-国際交流・協力イベントの開催
市民の国際交流・協力活動、外国人市民支援活動を促進するイベント「横

浜国際フェスタJを開催しています。

-人材の育成
市内大学学生の国際機関における実務体験研修、国際的問題につい

ての市民講座、語学講座などを実施し、人材の育成を図ります。

また、市立小学校の英語活動を支援するため、教室で担任を補助する英

語活動サボーターを募集・研修し、学校に紹介します。

.Hold International Exchange I Cooperative Events 
YOKE sponsors the“Y okohama Int巴口lationalFesta."τ'his event encourages 
citizens to participate in international exchanges and international cooper-
ations. Festa also promotes activiti白 血atsupport foreign residents in Y oko-
hama. 

.Personnel Training 
YOKE創msto住ainknowledgeable personnel and as p紅 tof白iseffo此 pla-
C巴suniversity students into internships at International Organizations located 
Wl白 m白巴 cityof Y okohama. YOKE also holds seminars on international is-
sues and conducts language classes 
To support English-Learning activities at Yokohama's public elementary 
schools， YOKE recruits and trains support-workers， who are then introduced 
mto也epublic school system to help teachers teach English in classrooms 

皿.国際協力の推進/PromoteInternational Cooperation 

-国際機関への支援
横浜市が設置した「横浜国際協力センターJ(西区みなとみらい1-1-1)

の管理運営を行い、入居する国際機関を支援するとともに、国際機関と

連携して地域からの国際協力を進めています。

-国際熱帯木材機関 (ITTO)

・アジア太平洋都市間協力ネットワーク(CITYNET)

.wpp国連世界食糧計画日本事務所

-国際連合食糧農業機関 (FAO)日本事務所

.国連大学高等研究所(UNU-IAS)

・留学生への支援
「横浜市国際学生会館J(鶴見区本町通4-171四 23室数計115室)の管

理運営を行い、市内大学の留学生、外国人研究者に住居を提供するとと

もに、留学生と市民との交流、留学生の就職支援などの事業を実施して

います。

-海外からの研修員への支援
nCA横浜の研修員の福利厚生・研修を支援し、開発途上国の人材育成

に協力しています。

.Support toward International Organizations 
YOKE manages佃 doperates血e“Yokohama International Organization 
Center" (1-1-1 Minato Mirai， Nishi-ku) on behalf of the City of Yokohama. 
YOKE supports Tenant International Organizations. Together with出巴seIn-
ternational Organizations， YOKE works with the comrnunity to promote in" 
ternational cooperation. 
.Int巴rnationalTropical Timber Organization (ITTO) 
. Th巴 RegionalNetwork of Local Authorities for th巴 Managementof 
Human Settl巴ments(CITYNET) 

. United Nations Wor1d Food Prograrnme， WPP Office in Japan 

. Food and Agricul町巴 Organizationof the United Nations LiaisonσAO) 
Office in Japan 

. The United Nations University Institute of Advanced Studies 尽兄沢J-IAS)・Supporttoward International Students 
YOKE manages飢 doperates白E“Yokoh創naInt巴rnationalStudent House" 
(4-171-23 Honcho-dori， Tsurumi-ku). Wi白 atotal of 115 rooms，血eCentre 
not only offers international students and research巴rsa place to live， but also 
白eopportunity to interact with Japanese citizens. The Cen仕ealso helps in-
ternational stud巴ntsfind employment and offers a host of oth巴rs巴rvices・SupportTrainees from Overseas 
YOKE provides support to位創neesof nCA Y okohama in their仕組ninglso-
cial services and cooperates in personnel tr創ningofdev巴lopingcountries. 

1V.国際交流情報の提供/ProvideInformation on International Exchanges 

.広報紙、ホームページ
市民の国際交流・協力活動、外国人市民支援活動を促進するため、広

報紙を発行しています。また、多言語によるホ」ムページを運営しています。

・「ヨークピアJ(月刊 4，100部)

. iYOKEホームページJ(日本語、英語、中国語、ハングル、スペイン語、

ポルトガル語)

横浜市の外国人市民数の推移(各年度3月末、横浜市調べ)

.Information bulletin/Website 
YOKE publishes information bulletins to promot巴citizeninvolvement in in-
t巴ロlationalexchanges and other activities 血atfoster international cooper 
ation. These bulletins also encourag巴Japanes巴 citizensto p紅ticipat巴 mac-
tivities designed to make foreign r巴sidentsfeel more cornfortabl巴inJapan. 
YOKE also manages a website that provides information in a number of dif-
ferent languages. 
-“YOKE PlliR"(4，100 copies month1y) 
.YO阻 Websiteis available in Japanese， English， Chinese， Hangul， Sp釦
ish， and Portuguese. 

Annual change in the number of foreign residents in Yokohama as recorded at the end of March， each year， by the City of Yokohama 

横浜市の外国人登録

人口は年々 尊重えており、

現在は8万人弱、市内

人口の約2%に達して

います。
The number of regis-
tered foreign res卜

dents in Yokohama is 
Increaslng every year， 
and now approaches 
80 thousand or 2 % 
of the total popula-
tion of Yokohama. 
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お問い合わせは直通ダイヤルでどうぞ!
For all inquiries， please call the following telephone number directly. 

-外国人のための総合相談は
YOKE情報・相談 コーナー teI045-222-1209 

英 語・スペイン 語・中国語

月~金曜 10:00-11:30/12:30-16:30

第2・4土曜 日:00-12:30

・通訳・翻訳のボランティアを募集しています二お問合せは
通訳ボランティア担当 teI045-222-1173

月~金曜 8:45-17:30

.Comprehensive Consultation for Foreign 
Residents 

YOKE Information Comer tel045-222-1209 
English ・Spanish.Chines巴
Mon-Fri 10:00-11:30/12:30-16:30 
2nd and4出 Sat.of every month 10:00-12:30 

.Recruiting volunteer interpreters/ translators. 
Inquiries: 

Person in ch釘 geof volunteer interpr巴terteI045-222-1173 
Mon-Fri 8:45-17:30 

・留学生支援や交流のお問合せ・お申込みは
横浜市国際学生会館 te1045-507-0121 

.Inquiries/ Application for support!exchange with 
international students 

第4月曜を除く 9:00-17:00
Y okohama Intemational Student Hous巴tel045-507-0121
9・00-17・00except 4出 Mondayof the month 

公益財団法人横浜市国際交流協会
〒220-0012横浜市西区みなとみらい1-1-1パシフイコ横浜 横浜国際協力センター5階

Te1.045-222-1171 Fax. 045-222ー1187ホームページhttp://www.yoke.or.jp E-mail:yoke@yoke.or.jp 

Yokohama Association for Intemational Communications and Exchanges(YOKE) 
Yokohama lntemational Organization Center 5F，Pac泊coYokohama 1-1-IMinato Mir血，Nishi-ku，Yokohama 220-0012 

Tel.045-222-1171 Fax. 045-222-1187 Website: http://www.yoke.or.jp E-mail:yoke@yoke.or.jp 

代 表 者理事長 森 田 信 英 Representative Chairperson: No buhide Morita 

沿 革 昭 和56年 7月8日 任意団体「検浜市海外交流協会」として設立

昭和57年12月28日財団法人蕗可

History July 8， 1981 Established as a voluntary org副lization“Yokohama-
shi Kaigai Koryu Kyokai" 

平成 5年 3月30日 特定公益治進法人認定

平成11年 4月18 i機浜市国際交流協会」に名称変更

平成16年 6月13日 中区山下町2産業貿易センターから現住所に事務所移転

基本財産 14億9千7百万円

-交通機関
みなとみらい駅(みなとみらし、線)

徒歩 5分
桜木町駅(JR・検浜市営地下鉄)

徒歩15分

.Access 
5 min walk lrom Minatomirai Stn.， 
Minatomirai Line 
15 min walk lor Sakuragicho Stn.， 
JR/ Municipal Subway 

-協会への寄付(YOKEサボーター)

Oecember 28， 1982 Recognized as a foundation 
March 30，1993 Authorized to act as a Specific Public Interest Promotion 

Corporation 
April 1，1999 Changed its Japanese name to “Y okohama-shi Kokusai 

Koryu Kyokai" 
June 13，2004 Moved to present address from Sangyo Boeki Center， 2 

Yomashita-cho， Naka-ku 
Endowment 1.497 billion yen 

Yokohoma 8αy 
横浜港

横浜市国際交流協会で・は、皆さまからのご寄付を随時受け付けています。いただいたこ'寄付は、ご指定の各種事業の資金になります。

当協会は、「特定公益増進法人Jの認定を受けています。法人または個人が寄付をした場合には、税法上の優遇措置を受けることができます0

.To Donate to YOKE or to become a YOKE Supporter 
Yokohama Association for International Communications and Exchanges is now ready to accept yourcontribution. 
Your contribution will be used for the YOKE project of your choice. YOKE is authorized to serve as a“Specific Public Interest 
Promotion Corporation". Individuals and corporations who contribute to the project may be eligible to receive a tax deduction. 
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