
Taichung Global Communication Network 

〜世界に広げよう友だちの輪〜 

緒言 

 台湾には様々な立場や背景の人びとが生活しています。 

しかし、様々な人びとが交流する機会というのは、私たち自

身も含めて思った以上に少なく、すぐ隣にいるということに

さえお互いに気づいていないのが現状です。 

 そこで私たちは、主に台湾で生活している移住労働者や外

国籍花嫁の人たちと、立場や国籍をこえた交流の第一歩を築

いていく活動を進めています。また、台湾内の活動にとどま

らず、国や地域を越えた交流作りにも取り組んでいます。 

 まずは互いの存在を知ることから始め、さまざまな背景を

持つ人々がお互いの存在に気づき、関係を築いていけるよう

な活動を創出していくことを目指しています。 

 

短期的活動・目標 

1. 人と人とを結びつけるきっかけとしての「多文化」地図

作り「外国人の営みが見えてくる・感じられる地図」 

2. アーカイブ：「外国籍・外国人」ということばをキーワー

ドに、台湾や台中市の情報を収集、分類、そして公開する「学

び」の活動 

中期的活動・目標 

3. 地図やアーカイブなどの成果物をもとに、台湾あるいは

世界で活動している組織とのネットワークを形成 

4. 当事者、活動家、研究者をはじめ多様なアクターたちに

よる交流会、講演会、インタラクティブな勉強会 

長期的目標 

5. 台中市における人と人との交流のための「場」としての

NGO 事務局の立ち上げ 
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 Taichung Global Communication Network 

～Let’s widen a circle of friendship～ 

Introduction 

Taiwanese society is made up for people from variety of 

nationalities, positions and backgrounds. However we 

have few opportunities to interact with these people. 

   Now, we are focusing first on trying to get to know 

foreigners, such as migrant workers and foreign brides, 

living in Taichung.  

   Our objective is to create a network for developing 

better relationships among people. It starts with 

becoming aware of those around us, noticing lives of 

others and of ourselves. We plan to expand our activities 

to other regions, nations and countries.  

 

Short-term Goals 

1. Making multi-cultural maps: noticing foreigner’s 

dairy life and contributing for better relationships 

among various people living in Taiwan and Taichung.  

2. Collecting and sharing data: collecting data and 

information of and for Foreign Residents (FRs). 

Mid-term /Long-term Goals 

3. Network construction: To foster cooperative 

partnerships among various associations. 

4. Communication with FR individuals, groups, activists, 

advocates, public officers, scholars and so on: study 

tours, conferences, workshops, etc.  

5. Establishing an NGO office: To offer people 

opportunities to forge better relationships. 
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〜搭起跨國界的友誼橋〜 

序文 

 在台灣這塊土地上，生活著各種不同背景的人們，然

而這些人之間的交流機會，比我們想像的還更少，即使

近在咫尺，卻沒有發覺到彼此的存在。 

 因此，我們展開了交流的第一步，以來台的外籍勞工

及外籍新娘為主要對象，進行超越立場、跨越國籍的交

流。除了台灣地區的活動之外，我們也著手規劃跨國界

及跨區域的交流活動。 

我們希望做到的是，從知道彼此存在的事實開始，接

著讓各種不同背景的人們意識到彼此的存在，進一步立

建構友誼的關係。 

 

 

短期活動與目標 

1.繪製能夠為人們建立連繫關係的「多元文化」地圖：

「了解、感受外國人營生狀況的地圖」 

2. 資料匯整：本「學習」活動以「外籍、外國人」為

關鍵字，收集台灣及台中市的情報，加以分類之後予以

公開。 

中期活動與目標 

3. 依據地圖及資料匯整的成果來串連在台灣或世界各

地的組織團體。 

4.進行當事人、活動家、研究人士等各種行為者的交流

會、演講會及讀書會等具有互動性的活動。 

長期目標 

5.創設 NGO 辦公室，做為台中地區的交流「場所」。 
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主な活動実績 

・2007 年 8月 フィリピン･スタディツアー 

・2008 年 6 月 講座（東アジアプロジェクトの紹介、    

フィリピンのお菓子試食、地図体験など）実施 

・台湾国際労工協会（TIWA）との交流 

・復興路天主堂への訪問 

・バザー実施 

・外国人の営みが見える地図を現在作成中 

 

Achievements 

･Aug 2007: Study tour in the Philippines 

･June 2008:  Lecture at the “THU Peace Coffee” 

･Interaction with Taiwan International Worker Association 

(TIWA) 

･ Visiting Churches and communicating with foreign 

residents (FRs) 

･Holding Bazaars 

･Making multi-cultural maps (ongoing) 

 

主要活動 

・2007 年 8月 菲律賓學習之旅 

・2008 年 6 月 舉辦演講（東亞計畫介紹、菲律賓小點心試

吃、地圖體驗等） 

・與台灣國際勞工協會（TIWA）進行交流 

・拜訪復興路天主堂 

・舉辦義賣活動 

・「了解外國人營生狀況的地圖」繪製中 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

407-99 台中市西屯區台中港路三段 181 號 

850 信箱 東海大學日本語文學系 

松永稔也研究室宛 

 

MATSUNAGA ’ s office (Tunghai University, Dept. of 

Japanese Language and Literature) 

P.O.Box #850, 181 Section 3, Taichung Harbor Road, 

Taichung City, 407-99,TAIWAN  

 

e-mail: thu-intercultural-communication@ 

googlegroups.com 
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Non-profit Group for People's Inter-activities 

 


