日本インドネシア国交樹立６０周年記念事業（日本で実施される事業）
No

実施日

事業名

場所

主催者

1

2017/11～
2018/12/31

会報誌「月刊インドネシア
」へのロゴの掲載

－

一般財団法人日本インドネシ
ア協会

2

2017/11～
2018/12/31

名刺・ウェブサイトへのロ
ゴ掲載

－

独立行政法人

3

2017/11～
2018/12/31

名刺・ウェブサイトへのロ
ゴ掲載

－

日野自動車株式会社

4

2017/11～
2018/12/31

名刺・ウェブサイトへのロ
ゴ掲載

－

5

2017/2～
2018/12/31

名刺・ウェブサイトへのロ
ゴ掲載

－

6 2017/12/7～2022/12/6

7 2018/5/20

国際協力機構

双日㈱海外業務部

エーピーピー・ジャパン株式
会社

インドネシアサッカー協会 ザ・プリンスパークタワー 公益財団法人日本サッカー協
とのパートナーシップ
東京（調印式）
会

チャイルド・エイド・アジ
サントリーホール
ア2018

特定非営利活動法人リトル・
クリエイターズ

インドネシアツアーパンフ
2017/12/20～2018/12/
レット等への60周年ロゴ使
31
用

－

近畿日本ツーリスト個人旅行
株式会社

インドネシアツアーパンフ
9 2018/1/1～2018/12/31 レット等への60周年ロゴ使
用

－

株式会社世界紀行

インドネシアツアーパンフ
10 2018/1/1～2018/12/31 レット等への60周年ロゴの
使用

－

株式会社ワールド航空サービ
ス

8

11

2018/1/29～2/5,
2018/3/12～3/19

日本 インドネシア ティ
ーンエイジ アンバサダー 東京､埼玉､ジャカルタ､ボ
(日本インドネシア国交樹 ゴール
立60周年記念事業）

公益財団法人イオンワンパー
セントクラブ

インドネシアツアーパンフ
12 2018/1/1～2018/12/31 レット等への60周年ロゴの
使用

－

株式会社

日本旅行

毎日新聞「日本インドネシ
ア国交樹立60周年記念特集
」へのロゴの使用

－

株式会社

毎日新聞社

13 2018/1/20

14

2018/1/24～2/14,
インドネシアカカオをもっ
阪急うめだ本店（大阪）
（セミナーは2/10,11) と知ろう!

問い合わせ先
Tel:03-6222-8455
Fax:03-6222-8466
mail:info@japinda.or.jp
web:http://japinda.or.jp
Tel:03-5226-8945
Fax:
mail:Komatsu.Chiharu@jica.go.jp
web:
Tel:
Fax:
mail:yukio.yamada@hino.co.jp
web:
Tel:03-6871-5773
Fax:
mail:
web:
Tel:03-5795-0022
Fax:
mail:
web:
Tel:03-3830-1808
Fax:03-3830-8781
mail:yosuke.mihara@jfa.or.jp
web: www.jfa.jp
Tel:03-6869-7282
Fax:03-6893-3931
mail:contact@littlecreators.jp
web:http://littlecreators.jp/
Tel:03-6894-7220
Fax:03-6894-7225
mail:fujikura110023@mb.knt.co.jp
web:http://www.knt.co.jp
Tel:011-272－6006
Fax:011-272－6008
mail:tour@sekai-kikoh.co.jp
web:http://www.sekai-kikoh.com
Tel:03－3501－4111
Fax:03－3501－4114
mail:sato-kazushige@wastours.jp
web:http://www.wastours.jp
Tel: 043-212-6023
Fax:043-212-6461
mail:1p@aeon.info
web:https://www.aeon.info/1p/
Tel: 03-3614-3538
Fax: 03-3614-3530
mail: hiroshi_kuroiwa@nta.co.jp
web: http://www.nta.co.jp
Tel:03-3212-0537
Fax:03-3212-0581
mail:mekata-k@mainichi.co.jp
web:https://www.mainichi.co.jp/

株式会社Rubah4

Tel: 03-6455-0650
Fax: 03-6455-0479
mail: info@rubah4.com
web: http://www.rubah4.com/

内容
会報誌へのロゴの掲載

名刺・ウェブサイトへのロゴ掲載

名刺・ウェブサイトへのロゴ掲載

冊子・名刺・ウェブサイトへのロゴ掲載

名刺・ウェブサイトへのロゴ掲載

日本とインドネシア、両国の各分野における
サッカーの促進を目的とした各種交流及び知
識共有
国内の児童養護施設に暮らす子供及び国内外
（インドネシア・シンガポール・マレーシア
・フィリピン）から招聘した子供によるコン
サート。６０周年に際し，コンサートの中で
インドネシアの伝統音楽，楽器の紹介を予定
。収益金は日本の恵まれない子供のために使
パッケージツアーを中心にパンフレット・チ
ラシ・ホームページでのインドネシアの紹介
及びロゴの掲載。
パッケージツアーを中心にパンフレット・チ
ラシ・ホームページでのインドネシアの紹介
及びロゴの掲載。
パンフレット・チラシ・ホームページでのイ
ンドネシアの紹介及びロゴの掲載。
日本と海外の高校生が、政府訪問などを行う
「大使活動」､授業やホームステイ等を行う「
交流活動」及び、文化遺産への訪問や伝統文
化を体験する､「歴史・文化活動」を通じ､友
好親善を深める活動を実施。60周年記念に際
し､2018年は日本とインドネシアの高校生が交
流。
パンフレット・チラシでのインドネシアの紹
介及びロゴの掲載。

2018年1月20日付の毎日新聞にて､「日本イン
ドネシア国交樹立60周年」を記念し､特別企画紙
面を掲載するにあたり、ロゴの使用。

インドネシアカカオの魅力を発信する為のセ
ミナー及びバリのカカオ農家と手紙をやりと
りするプログラムを開催するにあたり、チラ
シやホームページ等でのロゴ使用による「日
本インドネシア国交樹立60周年」の周知啓発
を図る。
インドネシア３都市の中学校への教科「環境
」の確率及び環境教育の普及の為の研修､イン
ドネシア・日本環境理解セミナーを開催する
もの。
日尼仏の共同製作によるインドネシアのバン
ダ・アチェと東北の津波の記憶を想起した作
品を全国ロードショーにて公開するにあたり
、チラシ、ホームページ等でのロゴ使用によ
る「日本インドネシア国交樹立60周年」の周
知啓発を図るもの。

15 2018/2/11～18

中学教科「環境」の確立と
環境教育の普及支援プロジ 富山県、長野市、東京都
ェクト

一般社団法人インドネシア教
育振興会

Tel:090-3764-0583
Fax:
mail:sb930jp@yahoo.co.jp
web:http://www.baliwind.com/

16 2018/5/26～

「海を駆ける」（映画タイ
日本／全国ロードショー
トル）上映

東京テアトル株式会社

Tel: 03-3355-1013
Fax: 03-3355-1065
mail: yokoi_m@theatres.co.jp
web: http://www.theatres.co.jp/

京都大学 京都東アジアコミ
ュニティー AJAST

Tel: 090-1137-9335
Fax:
mail: yoshiken199679kyt@gmail.com
web: http://ajast.jimdo.com

日本関連企業や日本で就職したいインドネシ
アの学生を日本に招聘し､短期インターン等で
文化体験を通じて､両国関係の強化を図るもの
。

中央観光株式会社良彌

Tel: 075-871-0448
Fax: 075-861-6300
mail: okosiyasu@yoshiya.jp
web: http://www.yosiya.jp/

ワークショップ等を通してインドネシア人や
世界中へ健康的な食生活やおもてなしの心が
詰まった､「和食」の魅力を発掘し，周知啓発
を図る。
日本､インドネシア､フィリピン３カ国を繋い
で森林資源・都市生態環境・建築の木質化に
ついて市民・専門家・行政・企業を横断した
議論を推し薦め､新たな環境パラダイムに関す
る意識醸成とデザイン創出を目的とする事業
。2018年は日本インドネシア国交樹立60周年

17 2018/3/7～3/16, 8月頃 かけはしプログラム

京都及びその他の関西地域

18 2018/1/14～12/31

日本とインドネシアの心を
京都（嵐山）
結ぶ弁当プロジェクト

19 2018/02/3'

木質デザイン・フォーラム
in Jakarta インドネシア（ジャカルタ 一般社団法人日本建築文化保
環西太平洋地域における都
）
存協会
市と建築をめぐる新たな環
境パラダイムの創出-

Tel: 03-4405-6274
Fax: 03-5479-1604
mail: minoda.toshiyuki@archi-depot.or.jp
web: https://archi-depot.or.jp

20 2/19/2018

三井住友銀行＆SMBC日興
証券共同インドネシア経済 三井住友銀行
セミナー

Tel: 03-4333-5767
Fax: 03-4333-9868
mail: Izumi_Yuki@rn.smbc.co.jp
web: http://www.smbc.co.jp/

インドネシアの現役官僚等を招いて、両国の
経済分野における講演会を実施し､知識共有を
目的とした各種交流及び相互理解。

21 2018/1/1～12/31

インドネシアツアーパンフ
レット及びバリ島､他島商
品チラシへの使用

Tel: 03-5908-2466
Fax: 03-5908-2418
mail: tk-bali@his-world.com
web: https://bali-his.com/

パッケージツアーを中心にパンフレット・チ
ラシ・ホームページでのインドネシアの紹介
及びロゴの掲載。

－

良彌

①株式会社三井住友銀行
東館会議室 ②SMBC日興証券株式会社（
共催者)

株式会社エイチ・アイ・エス

22 4/20/2018

日本インドネシア６０周年実
日本インドネシア国交樹立 ホテルニューオータニ（東
行委員会，日経新聞，日本イ
６０周年記念シンポジウム 京）
ンドネシア協会

23 3/8/2018

BKPM&SMBC
グローバルセミナー イン
三井住友銀行
ドネシア-Eコマースで変わる市場と６ ル
つのリスク（６Ｌ）への対
応策

24

2018/2/18～
2/24

第２０次ＦＥＣアセアン訪
問団によるインドネシア訪
問

本館大ホー

－

京都（嵐山）

良彌

Tel:03-5501-8265
Fax: 03-5501-8264
mail:
web:

Tel:03-6706-5149
①三井住友銀行
Fax: 03-6706-9827
②インドネシア共和国投資調
mail: Omura_Chuichi@dn.smbc.co.jp
整庁
web: http://www.smbc.co.jp/

日経新聞紙面及びチラシ等へのロゴの掲載。

インドネシア投資調整庁長官やインドネシア
の企業人等を招いて､両国の経済分野における
講演会を実施し､知識共有を目的とした各種交
流及び相互理解。

民間外交推進協会（ＦＥＣ）

Tel: 03-3433-1122
Fax: 03-3433-1123
mail: tokyo@fec-ais.com
web: http://www.fec-ais.com

インドネシア訪問団の携行するＩＤカード及
び冊子へのロゴの掲載。

中央観光株式会社良彌

Tel: 075-871-0448
Fax: 075-861-6300
mail: okosiyasu@yoshiya.jp
web: http://www.yosiya.jp/

訪日インドネシア観光客を増やすべく、京都
在住のインドネシア人が京都を中心とした日
本の魅力をホームページにて紹介及びロゴの
掲載。

富山市

Tel: 076-443-2053
Fax: 076-443-2122
mail: ankyousei-01@city.toyama.lg.jp
web: http://www.city.toyama.toyama.jp/

インドネシア訪問団を歓迎するレセプション
を開催する際，看板や横断幕にロゴを使用す
るもの。（駐日アリフィン大使が出席する予
定とのこと。）

25 2018/2～12

秘密の京都

26 4/9/2018

インドネシア訪問団 歓迎
レセプション～日本インド
富山第一ホテル
ネシア国交樹立６０周年記
念事業～

27 4/7/2018

NPO法人多摩川エコミュー
第14回多摩川桜のコンサー ジアム活動拠点のせせらぎ NPO法人多摩川エコミュージ
ト
館前広場（神奈川県川崎市 アム
）

Tel: 044-900-8386
Fax: 044-900-8386
mail: npo@tama-eco.com
web: http://www.seseragikancom

28 2018/7/24, 26

「女形」の伝統芸バリと日本の交流-

Tel: 080-3700-8781
Fax: 03-5998-4234
mail: zizimasako@me.com
web:

29 2018／4～2019/12

日本・インドネシア農業協 東京・北海道・長野・ジョ 一般社団法人ジェイアイシー
同研究プロジェクト
グジャカルタ
・ジャパン

Tel: 03-5577-3663
Fax: 03-5577-3661
mail: sakai.his@astageinc.co.jp
web:http://indonesia-go.jimdo.com/

日本とインドネシア、両国の各分野における
農業の促進を目的とした各種交流及び知識共
有。

30 4/8/2018

第2回がーやちゃん杯越谷
少年柔道大会

越谷市柔道連盟

Tel: 048-964-5093
Fax: 048-971-5507
mail: niinuma@tbm.t-com.ne.jp
web: http://bloomingsoul.co.jp

インドネシア（バリ）より仙石道場チームを
招待し，柔道を通して友好親善を深め，相互
理解・発展を目的とした各種交流及びパンフ
レットにロゴ掲載

31 5/4/2018

逗子海岸映画祭インドネシ
逗子海岸
アデー

逗子海岸映画祭実行委員会

Tel:046-873-5643
Fax: 046-845-9661
mail: info@cinema-amigo.com
web: http://zushifilm.com

逗子海岸映画祭においてインドネシアの映画
放送，パフォーマンス及びワークショップ等
を通して，インドネシアの文化紹介及びパン
フレットにロゴの掲載。

32 2018/8/3～17

２０１８日本インドネシア
国交樹立６０周年記念野球 日本大学菅平研修所
指導者養成プログラム

東都大学順硬式野球連盟

Tel: 03-3401-0824
Fax: 03-3401-0824
mail: info@tohtojunko.com
web: http://www.tohtojunko.com/index.html

33 2018/8頃（2日間）

インドネシア・フローレス 日本アセアンセンター
島の母が編む
セアンホール

株式会社Rubah4

Tel: 03-6455-0650
Fax: 03-6455-0479
mail: info@rubah4.com
web: http://www.rubah4.com/

日本とインドネシア、両国の各分野における
野球指導者養成の促進を目的とした各種交流
及び知識共有。（横断幕，Tシャツ等にロゴ使
用予定。）
インドネシアのロンタルヤシの魅力を発信す
る為のセミナー及びワークショップ（ヤシの
葉を使用した伝統工芸体験）を開催するにあ
たり、チラシやホームページ等でのロゴ使用
による「日本インドネシア国交樹立60周年」
の周知啓発を図る。

34 2018/6/27～7/2

バティックと日本

35 2018/6/16,17

ランバンサリ自主公演「青
銅音曲20ジャワの影絵芝居
ワヤンとガムラン『ディウ 日暮里サニーホール
ォルチDewaRuci～生命の水
を求めて～』」

36 2018/8/4,5

浅草公会堂，花柳流稽古場
GEKKO CLUB
，座高円寺

越谷総合体育館

ア

Tel: 075-221-0028
一般社団法人 てこらぼ
阪急百貨店うめだ本店（大
Fax: 075-223-2507
(在大阪インドネシア総領事館
阪）
mail: masao@hosoo.co.jp
と共催)
web: http://www.tecollabo.net/

「ジャカルタお掃除クラブ」が実施する地域
清掃活動を通じて，相互交流が開始したこと
を機に，６０周年記念に際し，「多摩川桜の
コンサート」にて，友好親善を深める為，イ
ンドネシア文化紹介及びカレンダーやパンフ
レットにてロゴの掲載。
バリ舞踊家を日本へ招き，日本舞踊や歌舞伎
の舞踊家と合同練習及び公演会を実施し，伝
統芸能分野における相互理解を促進させるも
の。（公演会のパンフレットにロゴの掲載。
）

インドネシアのバティックの魅力を発信する
為の展示会及びワークショップを開催するに
あたり、チラシ等でのロゴ使用による「日本
インドネシア国交樹立60周年」の周知啓発を
図る。

Tel: 03-3519-6637
Fax: 03-3519-6638
mail: office@lambangsari.com
web: https://lambangsari.com/

東京藝術大学のガムランサークルから独立し
て３０年程活動を継続してきた当団体が実施
する，インドネシアジャワの影絵芝居ワヤン
の公演を通して，インドネシアの文化紹介及
びチラシ等でのロゴ使用による「日本インド
ネシア国交樹立60周年」の周知啓発を図る。

第１７回阿佐ヶ谷バリ舞踊 阿佐ヶ谷神明宮境内（能楽 阿佐ヶ谷バリ舞踊祭実行委員
祭
殿）
会

Tel: 03-6454-7128
Fax: 03-6454-7128
mail: panorama@kbh.biglobe.ne.jp
web: http://asabalidance.wixsite.com/asabali

阿佐ヶ谷バリ舞踊祭においてインドネシアの
バリ舞踊とガムラン演奏等を通して，インド
ネシアの文化紹介及びパンフレットにロゴの
掲載。

37 2018/8/23～8/27

第１９回日本・インドネシ 国際機関日本アセアンセン
インドネシア美術研究会
ア美術文化交流展
ターホール

Tel: 03-3953-589
Fax: 03-3953-5489
mail: shino327@jcom.zaq.ne.jp
web:

38 2018/7/14～9/24

企画展「彩りの島々インド 神奈川県立地球市民かなが
公益社団法人青年海外協力協
ネシア－魅せる染職と人々 わプラザ（あーすぷらざ）
会
の暮らし」
3階企画展示室

Tel: 045-896-2121
Fax: 045-896-2299
mail: gakushu@earthplaza.jp
web: http://www.earthplaza.jp/

39 2018/7/1～7/9

日本インドネシア国交樹立
60周年記念
東京・和歌山
インドネシア高校生招へい
事業

Tel: 03-5501-8265
Fax: 03-5501-8264
mail:
web

40 5/25/2018

インドネシア食文化発信プ キーコーヒー株式会社定時
キーコーヒー株式会社
ロジェクト
株主総会会場ほか

ガムラングループ・ランバン
サリ

外務省

Tel: 03-5400-3069
Fax: 03-3433-5751
mail: yoshitaka_isoda@keycoffee.co.jp
web: http://www.keycoffee.co.jp

インドネシア美術の魅力を発信する為の展示
会を開催するにあたり、チラシ等でのロゴ使
用による「日本インドネシア国交樹立60周年
」の周知啓発を図る。
(外務省後援名義使用許可済)
インドネシアのバティック等の魅力を発信す
る為の展示会及びワークショップを開催する
にあたり、チラシ等でのロゴ使用による「日
本インドネシア国交樹立60周年」の周知啓発
を図る。
両国関係の将来を担うインドネシアの高校生
を招聘し，植樹活動他，防災，日本の政治，
歴史的建造物視察等を行い，被招聘者の防災
意識の啓発と対日理解の一層の促進を図るこ
とを目的とするもの。
インドネシアの食文化理解の促進を目的とし
た各種交流イベント及び知識共有。株主総会
及び各種イベント等での配布資料やウェブサ
イト等でのロゴ使用による「日本インドネシ
ア国交樹立６０周年」の周知啓発を図る。

インドネシアのケチャやガムラン演奏等を通
して，インドネシアの文化紹介及びパンフレ
ットにロゴの掲載。（２００８年日本インド
ネシア友好年（５０周年）事業としても認定
された。）
インドネシアにおける，SDGsの達成を目指し
た企業や政府とNGOの取り組み事例の紹介や
在日インドネシア大使館員からの講演及びパ
ネルディスカッションを通して，知識共有を
目的とした各種交流及び相互理解。
「日本インドネシア国交樹立６０周年」を課
題に，全国の高校生より小論文を募集し，コ
ンテストを開催するにあたり，パンフレット
及び各種イベント等での配布資料等でのロゴ
の掲載。
インドネシアの舞踊やガムラン，アンクルン
演奏等を通して，インドネシアの文化紹介及
びパンフレットにロゴの掲載。（２００８年
日本インドネシア友好年（５０周年）事業と
しても認定された。）

41 2018/8/1～5

第４３回芸能山城組ケチャ 新宿三井ビルディング５５
ケチャまつり実行委員会
まつり
HIROBA

Tel: 03-3366-4741
Fax: 03-3366-4742
mail: cak@yamashirogumi.jp
web: http://www.yamashirogumi.jp/

42 5/18/2018

SDGsの現場で起きているこ
と～インドネシアにおける 在日インドネシア共和国大 コンサベーション・インター
，企業や政府とNGOの取り 使館
ナショナル・ジャパン
組み事例から～

Tel: 03-5315-4790
Fax:
mail:auraguchi@conservation.or.jp/
web:http://conservation.or.jp/

43 2018/7/1～9/14

第2回高校生東南アジア小
論文コンテスト

Tel:03-3258-5861
Fax:03-3254-2790
mail: daigo@kanda.kuis.ac.jp
web: https://www.kandagaigo.ac.jp/essaycontest/

44 2018/5/3，4

日本インドネシア国交樹立 福岡アジア美術館，明治通 NPO法人トゥマンハティふく
６０周年記念どんたく隊
り，どんたく広場
おか

Tel: 090-2718-6754
Fax:
mail: temanhati.fukuoka@gmail.com
web: https://temanhati.jimdo.com

45 2018/5/1～12/31

インドネシアツアーパンフ
レット等への60周年ロゴ使
用

ガルーダ・オリエントホリデ
ース・ジャパン株式会社

Tel: 03-5288-5672
Fax: 03-5288-6771
mail: kudo@garudaholidays.jp
web: http://www.garudaholidays.jp

パッケージツアーを中心にパンフレット・チ
ラシ・ホームページでのインドネシアの紹介
及びロゴの掲載。

46 5/8/2018

インドネシアと日本におけ
る国立公園協働管理に関す 東京国際フォーラム
る国際セミナー

国際協力機構（ＪＩＣＡ）

Tel: 03-5226-3389
Fax:
mail: Iriyama.Hitoshi@jica.go.jp
web:

国際セミナー開催に伴うチラシ，パンフレッ
ト，プレゼンテーションにロゴを使用するも
の。

47 2018/9/29,30

平成３０年度日本留学フェ
インドネシア（ジャカルタ 独立行政法人日本学生支援機
ア（インドネシア）実施要
）スラバヤ，ジャカルタ） 構（JASSO）
項

Tel: 03-5520-6111
Fax:
mail: infoin@jasso.go.jp
web:

日本留学を志すインドネシアの学生の為の情
報提供及び各種交流。ウェブサイト，イベン
ト広報物，ポスター等にロゴを使用。

48 6/10/2018

ジャワガムランと舞踊 コ 日本アセアンセンター
ンサートとワークショップ セアンホール

Tel: 03-5402-8008
Fax: 03-5402-8009
mail: info_to@asean.or.jp
web: www.asean.or.jp

インドネシアのジャワのガムラン及び舞踊の
魅力を発信する為のコンサート及びワークシ
ョップを開催するにあたり，チラシやホーム
ページ等でのロゴ使用による「日本インドネ
シア国交樹立60周年」の周知啓発を図る。

49 2018/9/4～9/30

日本インドネシア国交樹立
60周年記念 海の道 ジャ 東京国立博物館
ランジャラン

東京国立博物館

Tel: 03-3821-9270
Fax:03-3821-9680
mail: re-yamakawa@tnm.jp
web: http://www.tnm.jp/

インドネシアのバティック，ワヤン人形，陶
磁等の魅力を発信する為の展示会及びワーク
ショップを開催するにあたり，チラシ等での
ロゴ使用による「日本インドネシア国交樹立6
0周年」の周知啓発を図る。

50 2018/7/14～9/24

横浜ユーラシア文化館企画
展「バリを抱きしめて 暮
横浜ユーラシア文化館
らして集めた伝統衣装コレ
クション」

公益財団法人横浜市ふるさと
歴史財団横浜ユーラシア文化
館

Tel: 045-663-2424
Fax: 045-663-2453
mail: T.TAKEDA@eurasia.city.yokohama.jp
web:http://www.eurasia.city.yokohama.jp/

バリ島（インドネシア）の儀礼と文化を紹介
する為の展示会を開催するにあたり，チラシ
等でのロゴ使用による「日本インドネシア国
交樹立60周年」の周知啓発を図る。

公益財団法人 国際交通安全
学会 IATSSフォーラム

Tel: 059-370-0511
Fax: 059-370-0505
mail: hasegawa.y@iatss.or.jp
web: http://www.iatssforum.jp/

日本とインドネシアの交通や地域づくりを課
題として実施する研修プログラムのうち，両
国の文化交流会を開催する際，配布資料や横
断幕にロゴを使用するもの。

2018/6/10，10/14（年
IATSSフォーラム
51 に二回実施するもの
文化交流会
。）

アジア

神田外語大学(学校法人佐
野学園）

－

神田外語大学

ア 国際機関日本アセアンセンタ
ー

鈴鹿サーキットホテル
サウス棟IATSSフォーラム

Tel: 03-3265-7451
Fax: 03-3265-7460
mail: info@jps.gr.jp
web: http://www.jps.gr.jp

52 6/18/2018

国際機関日本アセアンセン
インドネシア撮影情報セミ
公益社団法人
ター
ナー
会
アセアンホール

53 2018/8/4, 5

第５７回気仙沼みなとまつ
宮城県気仙沼市港町ほか
り

気仙沼みなとまつり実行委員
会

Tel: 0226-22-4600
Fax: 0226-24-3817
mail: kcci@kesennuma.or.jp
web: http://www.kesennuma.or.jp/minatomatsuri/

54 2018/8/18～8/19

江ノ島シーキャンドルイベ
江ノ島バリサンセット２０
江ノ島バリＳＵＮＳＥＴ実行
ントステージ（神奈川県藤
１８
委員会
沢市江の島）

Tel: 0466-24-2715
Fax: 0466-24-5593
mail: basundhari@hotmail.co.jp
web:http://enoshimabali.wixsite.com/enoshimabali

STUDIO
EASE(スタジオ・イーズ）
目黒（東京）

日本写真家協

Tel: 03-5759-8266
Fax: 03-5759-8262
mail: studio@iziz.co.jp
web: http://www.iziz.co.jp

インドネシア・フローレス島及びジャワ島バ
ニュワンギ，ブルーファイア地域の風景等を
写真や映像で紹介する展示会及びセミナーを
開催するにあたり，チラシ等でのロゴ使用に
よる「日本インドネシア国交樹立60周年」の
周知啓発を図る。
宮城県気仙沼みなとまつりにおいてインドネ
シアの舞踊団によるパフォーマンスを披露し
，インドネシアの文化紹介及びチラシ等での
ロゴ使用による「日本インドネシア国交樹立6
0周年」の周知啓発を図る。（在京インドネシ
ア大大使出席）
江の島バリサンセット２０１８においてイン
ドネシアのバリ舞踊とガムラン演奏等を通し
て，インドネシアの文化紹介及びパンフレッ
トにロゴ使用による「日本インドネシア国交
樹立60周年」の周知啓発を図る。
撮影スタジオ（STUDIO
EASE)を一般開放し，インドネシアの料理やバ
リ舞踊団による演奏・舞踊を通して，インド
ネシア文化紹介及びパンフレットにロゴ使用
による「日本インドネシア国交樹立60周年」
の周知啓発を図る。

55 7/27/2018

路地裏Dining-Bali Night-

56 2018/7/7,8

TIAT WORLD CULTURE EVENT 羽田空港国際線旅客ターミ TIAT東京国際空港ターミナル
インドネシアフェア
ナル
株式会社

Tel: 03-5757-8283
Fax: 03-5757-8286
mail:mnakabayashi@big-wing.co.jp
web: http://www.big-wing.co.jp/company/

57 2018/9/15,16,17

海神楽2018～バリ舞踊：ガ
福光海岸（島根県）
ムランと出会う～

海神楽２０１８実行委員会

Tel: 0854-88-9950
Fax: 0854-88-9960
mail: ohdakankou@shimanet.jp
web: http://www.ginzan-wm.jp

58 2018/7～12/31

日本インドネシア国交樹立
６０周年記念 和歌山県プ
ロモーション事業

和歌山県

Tel: 073-441-2061
Fax: 073-433-1192
mail: yamada_h0022@pref.wakayama.lg.jp
web: http://www.pref.wakayama.lg.jp/

和歌山県を紹介する為のインドネシア語版パ
ンフレット及びプロモーション行事にロゴを
使用するもの。

59 2018/11/18～23

百花繚乱～ジャワ島の音楽 北とぴあ
と舞踊～
東京）

デワンダルダンスカンパニー

Tel: 090-4453-2555
Fax: 042-422-1106
mail:mirayanli919@yahoo.co.jp
web: http://blogs.yahoo.co.jp/dewandaru2006

インドネシア人と日本人のジャワ舞踊家によ
る公演会で日本におけるジャワ舞踊ジャワガ
ムランの普及を目的とし，インドネシアの文
化紹介及びパンフレットにロゴ使用による「
日本インドネシア国交樹立60周年」の周知啓
発を図る。

つつじホール（

STUDIO EASE目黒

展示物，ワークショップ及びパフォーマンス
等を通して，バリ島以外のインドネシアの伝
統や文化紹介及びパンフレットにロゴ使用に
よる「日本インドネシア国交樹立60周年」の
周知啓発を図る。
国内外の様々な伝統文化芸術を披露すること
を目的としたイベント「海神楽」において，
インドネシアのバリ舞踊及びワークショップ
等を通して，インドネシアの文化紹介及びパ
ンフレットにロゴ使用による「日本インドネ
シア国交樹立60周年」の周知啓発を図る。

滋賀県への観光者促進を目的とし，日本伝統
とインドネシア伝統を披露して，インドネシ
アの伝統や文化紹介及びパンフレットにロゴ
使用による「日本インドネシア国交樹立60周
年」の周知啓発を図る。
インドネシア前防災長官を招き，インドネシ
アと日本の防災に関する講演会を実施し，知
識共有を目的とした各種交流及び相互理解。
パンフレットにロゴ使用による「日本インド
ネシア国交樹立60周年」の周知啓発を図る。

60 10/6/2018

和の祭典「近江のおもてな
近江神宮（滋賀県）
し」

和の祭典「近江のおもてなし
」実行委員会

Tel: 080-3803-2809
Fax:
mail:chachabox1596@gmail.com
web: http://hitomi-uno.me/

61 7/11/2018

インドネシアと日本の防災
和光大学
教育について

和光大学

Tel: 080-3803-2809
Fax: 044-751-3012
mail:bambang@wako.ac.jp
web:

62 9/12/2018

インドネシア共和国独立７
３周年記念祝賀会，日本イ
ホテルニューオータニ博多 九州・インドネシア友好協会
ンドネシア共和国国交樹立
６０周年記念祝賀会

Tel: 092-523-1691
Fax: 092-524-3269
mail: m-katayama@kyudenko.co.jp
web:

九州在住のインドネシア人留学生等を招き，
インドネシア独立７３周年及び日尼国交樹立
６０周年祝賀会を開催する際，看板や横断幕
にロゴを使用するもの。（駐日アリフィン大
使が出席する予定との由。）

63 2018/8/23～8/30

沖縄紅型のワークショップ
インドネシア
と影絵公演

Tel: 080-4195-1811
Fax:
mail: jukung@me.com
web:http://urotsute.com

日本とインドネシアの伝統芸能コラボレーシ
ョンによる作品を通じて両国の異文化共存共
生の促進を図るもの。ポスターやチラシにロ
ゴ掲載。

64 2018/8/4～12/14

平成30年度「東南アジア青 ブルネイ，フィリピン，タ
内閣府
年の船」事業
イ，ベトナム

Tel: 03-6257-1432
Fax:
mail:g.sseayp@cao.go.jp
web:

「東南アジア青年の船」事業は毎年実施され
ている事業であり，ASEAN10か国と日本が参
加しており船内及び訪問国において各種の交
流活動を行うもの。船内で行われるインドネ
シアからの参加者による発表等に使用するリ
ーフレットにロゴを掲載。

65 2018/10/1～12/31

ボロブドゥール遺跡とバリ
島の旅５日間

富士急トラベル株式会社

Tel: 03-3376-1113
Fax: 03-3376-1126
mail:sayo-ito@fujikyu.co.jp
web:http://www.fujikyu.co.jp/

パッケージツアーを中心にパンフレット・チ
ラシ・ホームページでのインドネシアの紹介
及びロゴの掲載。

つくば総合インフォメーショ
ンセンター交流サロン

Tel: 029-853-2056
Fax:
mail: kokusaika@un.tsukuba.ac.jp
web:http://www.tsukuba.ac.jp

ジュクン・ミュージック

－

筑波大学（茨城）

筑波大学は，地域社会全体と協働した国際化
の拡大と充実を図り，地域住民が広くインド
ネシアへの理解と関心を高め，交流を促進す
ることを目的としたインドネシアウィークを
開催し，パンフレットにロゴ使用による「日
本インドネシア国交樹立60周年」の周知啓発
浜松市に在住するインドネシア人やインドネ
シア企業関係者等に祝意を表し，両国の友好
関係促進を目的とし，インドネシアの文化紹
介及びパンフレットにロゴ使用による「日本
インドネシア国交樹立60周年」の周知啓発を
図る。
インドネシアを代表する電子音楽グループ，
ホモジェニックのジャパンツアー開催にあた
り，チラシ等でのロゴ使用による「日本イン
ドネシア国交樹立60周年」の周知啓発を図る
。
日本のダンスカンパニーディニオスとインド
ネシアのビモ・ダンス・シアターが日本とイ
ンドネシア友好60周年を記念して現代舞踊の
作品を披露するにあたり，チラシ等でのロゴ
使用による「日本インドネシア国交樹立60周
年」の周知啓発を図る。
インドネシアのバティックやイカットの魅力
を発信する為の展示会及びワークショップを
開催するにあたり、チラシ等でのロゴ使用に
よる「日本インドネシア国交樹立60周年」の
周知啓発を図る。

66 2018/9/21-9/23

インドネシアウィーク

67 10/21/2018

インドネシア・フェスティ
浜松インドネシア友好協会 クリエート浜松
バルin浜松

68 2018/9/7,8,11,12,14

ホモジェニック
ツアー２０１８

69 2018/11/22,23

日本インドネシア友好60周
年記念 ビモ＆ディニオス 京都府立文化芸術会館
ダンスコンサート

70 2018/11/11-25

布文化を語る～インドネシ 旧田中家住宅（埼玉県川口
浜田克則
アの染織
市）

Tel: 090-6136-5139
Fax:048-222-2219
mail:katsunorihope1125@yahoo.co.jp
web:

71 10/14/2018

インドネシア・デイ
Ashikaga ２０１８

Tel: 0284-43-2412
Fax :0284-43-2418
mail: info@ashikaga-inter.jp
web: http://www.ashikaga-inter.jp/

72 2018/10/6,7

インドネシアのハラル料理 岐阜県土岐市駄知町南山公
土岐市国際交流協会
と美濃焼
民館

Tel:0572-59-3266
Fax:0572-59-3266
mail:tokicity-ica@leaf.ocn.ne.jp
web:http://www.city.toki.lg.jp/docs/hpg000007156.ht
ml

73 2018/12上旬

日本インドネシア国交樹立
６０周年記念「宮内雅楽」
紹介カレンダー事業

Tel:046-866-6068
Fax::046-866-6068
mail:
web:

宮内庁主催雅楽演奏会の写真等の提供許可を
受け，日本文化である「宮内雅楽」紹介及び
ロゴ使用による「日本インドネシア国交樹立
６０周年」の周知啓発を図る。

74 11/25/2018

第１６回インドネシアフェ 名古屋国際センター
スティバル２０１８
ホール

Tel: 0561-72-1787
Fax: 0561-72-1787
mail:
web:https://pkin-melati.jimdo.com/

インドネシア各地の民族舞踊，武術，音楽を
通してインドネシアの文化を紹介及びロゴ使
用による「日本インドネシア国交樹立６０周
年」の周知啓発を図る。（本フェスティバル
は２００２年から継続しているもの。）

75 2018/11/9～11/11

インドネシア映画祭

Tel: 082-223-3525
Fax: 082-228-0312
mail:
web:https://www.cf.city.hiroshima.jp/eizo

インドネシア映画を通じて広島市民にインド
ネシアの照会及び相互理解促進を図るもの。
チラシ等でのロゴ使用による「日本インドネ
シア国交樹立60周年」の周知啓発を図る。

76 11/8/2018

インドネシアハラルビジネ
大阪産業創造館
スセミナー

Tel: 06-6615-5522
大阪市/一般財団法人大阪国際 Fax: 06-6615-5518
経済振興センター
mail: nc-ml@ibpcosaka.or.jp
web:https://osaka-kokusai-keisai-keizai.jp/

77 2018/10/1～12/31

平成30年度インドネシア官
インドネシア・日本
民ミッション

Tel: 03-6261-3971
経済産業省/一般財団法人Medi Fax: 03-6261-3970
cal Excellence Japan
mail: mejoutbound@me-jp.org
web:https://medicalexcellencejapan.org/jp/

インドネシアのハラルビジネスに関心のある
在阪中小企業向けのセミナーを開催及びロゴ
使用による「日本インドネシア国交樹立６０
周年」の周知啓発を図る。
平成３０年度国際ヘルスケア拠点構築促進事
業（医療国際展開促進事業）の官民ミッショ
ンとして，日本の医師及び医療関係企業等を
派遣し，現地医療機関，保健省等と意見交換
を行うもの。資料やネットワークディナーへ
の招待状にロゴを掲載。

下北沢近松，横浜BBストリ
ジャパン ート，大阪HOKAGE，京都
合同会社スケープジャパン
グローリー，神戸イベント
ホールRAT

in

足利市民会館

ダンスカンパニーディニオス

別館ホール 足利市

―

足利市国際交流協会

有限会社麻布企画

別棟 ナゴヤ・インドネシア文化協
会

広島市映像文化ライブラリ 広島市映像文化ライブラリー
ー
，広島インドネシア協会

Tel: 090-2575-9740
Fax:053-443-7751
mail:h.kinoshita26@gmail.com
web:http://indonesiakyoukai.hamazo.tv/
Tel: 090-6931-6904
Fax:
mail: hojohisaya@gmail.com
web:http://www.scaperec.com
Tel: 075-406-5903
Fax: 075-406-5904
mail: kyotosjc@dream.com
web:http://watanabe-sjc.com

地域における多文化共生を推進し，「日本人
住民も外国人住民も共に地域社会を支える主
体である」という認識を広く共有するととも
に、相互理解及び各種交流を実施するにあた
り，チラシ等でのロゴ使用による「日本イン
ドネシア国交樹立60周年」の周知啓発を図る
岐阜県土岐市在住のインドネシア人と日本人
が共同でハラル料理を作り，イスラム文化に
ついての知識共有及び各種交流による相互理
解促進を図るもの。チラシ等でのロゴ使用に
よる「日本インドネシア国交樹立60周年」の
周知啓発を図る。

Tel: 090-5196-4187
Fax:03-5393-3843
mail:kfunada@kanda.kuis.ac.jp
web:

日本でインドネシア語教育を実施している全
国の大学や諸教育機関の教員や教授が学会・
研究の発表を開催し，大学相互の情報交換及
びインドネシア語教育の促進を図るもの。本
年，６０周年を記念して発表に順位をつけ大
会を開催し，ロゴ使用による「日本インドネ
シア国交樹立６０周年」の周知啓発を図る。
インドネシア津波被害復興支援のチャリティ

78 2018/11/17,18

日本インドネシア学会第４
南山大学
９回大会

79 11/24/2018

インドネシアフェスティバ スマイルグリコパーク（楽
Japan halal TV/ariTV株式会社
ルin仙台
天生命パーク宮城内）

Tel: 022-398-4799
Fax: 022-398-4799
mail:info@ari-tv.jp
web:http://ari-tv.jp/

ーイベントを開催し，日本とインドネシアの
文化紹介及び各種交流による相互理解促進を
図るもの。チラシ等でのロゴ使用による「日
本インドネシア国交樹立60周年」の周知啓発
。

80 2018/11/11,12/1

JICA地球広場 月間国別展
国際協力機構（展示スペー
示・セミナー開催企画につ
国際協力機構（ＪＩＣＡ）
ス）
いて

Tel: 0120-767-278
Fax:
mail:chikyuhiroba@jica.go.jp
web:

開発途上国の暮らしや現状，地球が抱える問
題等を体験してインドネシアの実情照会及び
各種交流による相互理解促進を図るもの。Ｈ
Ｐ，ポスター，チラシにロゴを使用。

81 10/30/2018

一般社団法人日本インドネ
アクトシティー浜松（静岡 一般社団法人日本インドネシ
シアビジネス協会設立記念
）
アビジネス協会
セミナー

Tel: 053-482-0002
Fax: 050-1113-5297
mail:01hamaren@gmail.com
web:

82 2018/12/5 '

競技プンチャック・シラッ
新宿区立
ト体験会～アジア大会金メ
ー
ダリストを迎えて～

83 12/23/2018

南知多を代表する船主であ
南知多（愛知県）
った内田家の歴史を体験

日本インドネシア学会

角筈地域センタ

Tel: 090-5441-7941
一般社団法人
Fax:
日本プンチャック･シラット協
mail:info_japsa@yahoo.co.jp
会
web:https://japsainfo.wordpress.com//

グランドライフ株式会社

Tel:050-3695-2700
Fax:050-3695-2700
mail:info@gp1000.jp
web:http://gp1000.jp/

インドネシア人材を活用して同国への進出・
販売したい企業に対してセミナーを開催し，
企業相互の情報交換及び経済発展の促進を図
るもの。本年，６０周年を記念して発表に順
位をつけ大会を開催し，ロゴ使用による「日
本インドネシア国交樹立６０周年」の周知啓
発を図る。
インドネシアの伝統競技であるプンチャック
・シラットの競技人口拡大及び競技力向上の
ため，インドネシアより金メダリスト及びコ
ーチを講師に迎え，体験会を実施するもの。
チラシ等でのロゴ使用による「日本インドネ
シア国交樹立60周年」の周知啓発を図る。
インドネシア人名古屋在住者及び留学生に対
し，南知多町における重要文化財紹介及び各
種交流による相互理解促進を図るもの。チラ
シ等でのロゴ使用による「日本インドネシア
国交樹立60周年」の周知啓発。

