２ 県内の主な国際交流関係団体
№

団

体

代

名

表

者

住所

郵便番号

1

ＡＭＤＡ沖縄(アムダ）

代 表

大仲 良一

〒902-0076 那覇市与儀1-26-６

2

いけばなインターナショナル沖縄支部

支部長

大城 昌子

〒902-0075 那覇市国場1170-18

3

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー 会 長

平良 朝敬

〒901-0152 那覇市小禄1831-1

4

(一財)日本ボーイスカウト沖縄県連盟

会長

宮里 博史

〒900-0012 那覇市泊1-3-5

5

(一財)りゅうぎん国際化振興財団

理事長

大城 勇夫

〒900-0015 那覇市久茂地1-11-1

6

(一社)沖縄産業開発青年協会

理事長

吉川 浩正

〒905-1204 東村字平良380-1

7

(一社)沖縄市国際交流協会

会 長

島袋 リカルド

〒904-0004 沖縄市中央1-17-15

8

(一社)ガールスカウト沖縄県連盟

連盟長

仲地 輝美

9

(一社）日本沖縄華僑華人総会

会 長

10 浦添市国際交流協会

沖縄セントラル病院

ＴＥＬ

098-854-5511

ＦＡＸ

098-854-5519

098-853-7147
沖縄産業支援センター2F 098-859-6123

098-859-6221

098-943-2385

098-943-2387

098-866-1212

098-862-3672

0980-43-2118

0980-43-2505

098-989-6759

098-989-6758

〒902-0062 那覇市松川2-2-16 2F

098-851-9006

098-851-9035

東江 芝軍

〒903-0801 那覇市首里末吉町4-1-22 仲村ビル102

098-894-7648

098-894-7999

会 長

藤田 孝一

〒901-2131 浦添市牧港3-40-6

浦添市中央公民館分館
098-879-3010
内

098-879-3010

11 沖印友好協会

会 長

新垣 雄久

〒904-0412 国頭郡恩納村谷茶1496

098-982-5951

098-965-6980

12 沖縄アルゼンチン友好協会

会 長

與座 宏章

〒901-0156 那覇市田原1-4-1

（事務局 金城 様
方）

090-2517-3172 098-859-3889

13 沖縄インドネシア友好協会

会 長

西平 守樹

〒901-1113 南風原町喜屋武257

南風原文化センター内

098-889-7399

14 沖縄カナダ協会

会 長

大山 盛稔

〒902-0067 那覇市安里150-10

大山 様 方

090- 6869-2747 098-863-2708

15 沖縄キューバ友好協会

会 長

金城 艶子

〒902-0067 那覇市安里384-5

南米料理SUDAKA

098-885-4918

098-864-5266
(金城様宛)

16 沖縄県国際教育研究協議会

会 長

與那覇 正人

〒901-2214 宜野湾市我如古2-2-1

県立中部商業高等学校
098-898-4888
内

098-898-4808

17 沖縄県ＪＩＣＡ帰国専門家連絡会

会 長

浦本 寛史

〒901-2552 浦添市字前田1143-1

098-876-6000

098-876-6014

18 沖縄県青年海外協力協会

会 長

我如古 盛修

〒901-2102 浦添市前田1143-1

沖縄国際センター内 本
館３F

098-876-6000

098-876-6014

19 沖縄県青年海外協力隊を支援する会

会 長

稲嶺 惠一

〒901-2101 浦添市前田1143-１

（JICA沖縄国際センター
098-866－2295
内）

20 沖縄県日韓親善協会

会 長

大城 宗憲

〒900-0013 那覇市牧志1-3-24

朝日矢ビル４階

21 沖縄県ボランティア通訳友の会

代 表

上田 尚史

〒901-2424 中城村南上原846-1-403 上田尚史 様方

090-1949-4339 098-955-2969

22 沖縄県マレーシア友好協会

会長

喜友名 洋

〒903-0125 西原町上原133-10-201 アイ・ムーブ株内

098-882-0717

098-882-0718

東 良和

沖縄県教育庁生涯学習
〒900-8571 那覇市泉崎1-2-2 13F
098-866-2746
振興課内

098-863-9547

098-886-5070

098-885-1186

098-931-0373

098-931-0373

23 沖縄県ユネスコ協会

会 長

琉球銀行本店内

コザ・パルミラ通り

098-866-3179

24 沖縄ゾンタクラブ

会 長

糸数 慶子

（特別養護老人ホーム
〒903-0802 那覇市首里大名町1-43-2
大名内）

25 沖縄日伊協会

会 長理事長

泉 惠得

〒904-2174

26 沖縄ニューカレドニア友好協会

会 長

与那覇 修

〒901-0225 豊見城市字豊崎3-84

（沖縄特産販売株式会
098-850-8953
社 内）

27 沖縄ハワイ協会

会 長

高山 朝光

〒901-2102 浦添市前田1554-1

FM21気付

28 沖縄フィリピン協会

会 長

屋宜 恒一

29 沖縄ブラジル協会

会 長

30 沖縄フランス（沖仏）協会

沖縄市与儀3－8－12（理事長）

泉惠得様方

098-889-0529

098-868-0700
098-867-6100

098-876-0021

098-877-1118

〒904-0004 沖縄市中央3-５-48

098-989-8010

098-989-8010

西原 篤一

〒900-0022 那覇市樋川1-4-52

098-832-7373

098-832-7373

会 長

岩崎 セツ子

〒901-0145 那覇市高良2-4-1 602

31 沖縄・ベトナム友好協会

会 長

鎌田 隆

〒903-0804 那覇市首里石嶺町4-363 鎌田 隆 様気付

098-887-6307

098-943-4545

32 沖縄ペルー協会

会 長

比嘉 憲太郎

〒900-0006 那覇市おもろまち4-2-27 (1401)

098-889-0037

098-889-0037

33 沖縄ボリヴィア協会

会 長

寺田 柾

〒901-1103 南風原町与那覇498-2

090-6859-9134 098-888-1502

ライオンズマンション高良
公園前

㈱松隆工務店 気付

090-1949-4041
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ＴＥＬ

34 沖縄メキシコ協会

会 長

大浦 敬文

〒900-0012 那覇市泊1-27-15

35 オ・ライ・ティモールの会

副会長

宮良 多鶴子

〒903-0807

36 海外のウチナーンチュ子弟を励ます会

会 長

比屋根 清一

〒901-2114 浦添市安波茶3-8-6

37 カンボジア沖縄友好の会

会 長

崎山 正美

〒902-0065 那覇市壷屋2-10-10

金城様 方

098-832-6575

098-832-6575

38 宜野湾市国際交流協会

会 長

高里 健作

〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1

宜野湾市役所 市民協働推
進課 平和・男女共同係内

098-893-4411

098-892-7022

39 (公社)沖縄県青少年育成県民会議

会 長

新垣 幸子

〒900-0029 那覇市旭町112-18

098-861-3463

098-861-3473

40 国際ソロプチミスト沖縄

会 長

翁長 孝枝

〒900-0015 那覇市久茂地2-10-20

098-869-9871

098-943-0349

41

代表

玉元 三奈美

〒901-2214 宜野湾市我如古2-8-16 1階

098-953-2908

098-953-2908

世界若者ウチナーンチュ連合会沖縄本部(WYUA)

(株)おおうら内

098-863-7313

ＦＡＸ

098-867-5261

090-2627-5843 03-6893-0553

那覇市首里久場川町2-152-11

マンション白馬301号

42 特定非営利活動法人アジアチャイルドサポート

代表理事 池間 哲郎

〒904-2142 沖縄市澄川1583

098-938-0100

098-938-0108

43 特定非営利活動法人沖縄NGOセンター

代表

新垣 誠

〒901-2211 宜野湾市宜野湾3-23-52 1F

098-892-4758

098-892-9908

44

会 長理事長

Aksornkoae
馬場 繁幸

〒903-0129 西原町字千原１

琉球大学農学部内

098-895-6601

098-895-6602

45 特定非営利活動法人レキオウィングス

理事長

安和 朝忠

〒901-2121 浦添市内間2-13-10

(502)

098-943-8919

098-943-8919

46

理事長

比嘉 正央

〒903-0803 那覇市首里寒川町2-53

098-886-1415

47 独立行政法人国際協力機構沖縄国際センター 所 長

河崎 充良

〒901-2552 浦添市字前田1143-1

098-876-6000

098-876-6014

48 名護市国際交流協会

会 長

上地 修

〒905-0011 名護市字宮里487

名護市国際交流会館内 0980-51-0123

0980-51-0325

49 那覇市国際交流市民の会

会 長

澤岻 郁子

〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1

那覇市平和交流・男女
参画課内

098-861-5195

098-861-4092

50 日本中国友好協会 沖縄県支部

支部長

上里 賢一

〒901-1116 南風原町字照屋217

コーポハピネス1-A

51 南風原町立南風原文化センター

館 長

神里 智

〒901-1113 南風原町喜屋武257

098-889-7399

098-889-0529

52 ヒスパニック文化センター

代表者

眞壁 由香

〒901-2224 宜野湾市真志喜2-6-16 ３－E

090-6869-3508 098-899-1327

53 琉球華僑総会

会 長

張本 光輝

〒900-0015 那覇市久茂地3-23-10

よなはビル402

098-862-9153

098-862-9157

54 琉球大学スペイン文化研究会

会 長

金城 宏幸

〒903-0213 西原町字千原１

琉球大学法文学部内

098-895-8924

098-895-8924

55 沖縄新華僑華人総会

会長

島袋 雲茜

〒900-0003 那覇市安謝2-4-7

モリビル２F

098-963-9078

098-963-9079

56 沖縄ボリビア協会

会長

伊佐 仁

〒904-0413 恩納村字冨着1445

098-965-5395

098-965-5395

57

所長

加藤 秀一

〒901-2132 浦添市伊祖1-1-21

OFFICE TIMEビル ５F 098-943-7801

098-943-7802

58 おきなわ多文化共生のまちづくり振興会 代表

喜納高宏

〒904-0014 沖縄市仲宗根町24-5

GO-MA HOUSE 内

098-989-9392

098-989-9392

59 一般社団法人 中国教育文化協会

代表

陸 丹鳳

〒904-0021 沖縄市胡屋1-4-29

(902)

098-989-1401

098-989-1401

60 沖縄スリランカ友好協会

会長

ディリープ・チャンドララール

〒902-8521 那覇市国場555

沖縄大学内 3-512

098-832-6564

098-832-6564

61 （公財）沖縄県国際交流・人材育成財団 理事長

山田 保

〒901-2221 宜野湾市伊佐4-2-16

国際交流課

098-942-9215

098-942-9220

62 沖縄ブラジルネットワークアミーゴ会

会長

与那城 昭広

〒900-0021 那覇市泉崎1丁目15－5

098-867-3304

098-861-7955

63 台北駐日經濟文化代表處那覇分處

處長

蘇 啓誠

〒900-0062 那覇市久茂地3-15-9

098-862-7008

098-861-6536

特定非営利活動法人国際マングローブ生態系協会

特定非営利活動法人HIV人権ネットワーク沖縄

(公社)青年海外協力協会 沖縄事務所(JOCA)

※１～62は、平成28年度沖縄県国際交流団体連絡協議会会員

アルテビル那覇6F

