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吹田市国際交流協会

２０１３年度（平成２５年度）事業報告
2011 年 12 月に「吹田市国際交流協会国際化戦略アクションプラン」を策定し、過去
十数年の様々な事業を見直しながら、新たな協会事業の方向性を打ち出してきましたが、
公益移行申請においては、一連の事業見直しだけでなく、収入を得ることが可能な公益
事業の継続的運営が高く評価されました。
2013 年 4 月に公益財団法人に移行しましたが、一方で、市からの補助金の大幅削減
が続いています。加えて、基本財産の運用収入も低下しましたが、移行認定後初年度と
なる 2013 年度（平成 25 年度）においては、限られた予算の中で無駄を省き、より効果
的に事業を実施することが出来ました。
公益法人としての公益事業の在り方につきましては、経営面での自主自立の在り方と
並行して、市の目指す地域国際化事業との緊密な連携や協働に関する協議を今後とも継
続して進めていく必要があります。
2012 年度から進めております、大阪府、大阪府国際交流財団、大阪大学、関西大学
などさまざまな機関との広域連携、協力も、千里ニュータウンプラザ内にある組織との
協働事業や、災害時における在住外国人等支援事業などを通じて、着実に成果を上げる
ことが出来ました。
事業構成の 3 つの柱である、
「市民主体の国際交流・国際協力」
「国際化推進の人づく
り支援」「外国人支援」も、個々の事業を有機的に連携させながら、一体的な運営を行
いました。
ボランティアとの協力関係についても、従来の登録方法を見直し、個人のボランティ
アについては、未経験の方も、長年の経験のある方もそれぞれが参加しやすい環境づく
りに努めました。ボランティア団体については、活動の場を提供し、ボランティア団体
だけでなく、市内の国際交流に関する様々な団体の情報交換の場として「吹田市国際交
流団体ネットワーク連絡会」を立ち上げ、自主的な活動を拡げる新たな方向性を提案出
来るようになりました。
このように様々な形で地域に密着した事業を進めることで、吹田市における多文化共
生の社会づくりに貢献し、外国人を含むすべての人の人権が尊重され、誰もが暮らしや
すいまちづくりにつながるような事業展開を進めました。
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２０１３年度(平成２５年度)賛助会員数
個人会員

４０１名（４０４口）

外国人会員

１０９名（１０９口）

法人会員

１９法人（２３口）

● 市民主体の国際交流・国際協力
１．友好交流都市との交流事業
バンクスタウン市主催の“My Place Photographic Competition 2013”『わたしのま
ちフォトコンテスト 2013』写真展に協力し、吹田市内で撮影された風景写真を募集し、
その後現地での入選作と吹田からの応募者の作品を SIFA 掲示板で紹介し交流した。
応募数 ８名１０作品
２．国際交流情報の収集及び発信
・会報 SIFA Times の発行
協会の活動紹介や在住外国人に役立つ多言語情報等を掲載した会報を発行。年 6 回、
各回 1,200 部。会報は全会員及び行政関係、教育機関、国際交流関係機関、民間企業
等に送付。
・国際交流情報の収集及び発信
ホームページやフェイスブックによる情報発信及び地域コミュニティペーパーへの
情報提供。また国際交流、国際協力、多文化共生に関する資料を設置。
・国際交流協会ネットワークおおさかへの参画
大阪府内の国際交流協会等で構成するに国際交流協会ネットワーク大阪に参画し、情
報交換の場とした。
（公財）大阪府国際交流財団より『災害時「多言語支援センター」
設置および避難所対応訓練広域連携モデル事業』を受託し、研修会と演習（避難所体
験と多言語支援センター設置訓練）を行い、地域国際化事業推進の体制づくり、また
府内での連携づくりについて学んだ。
研修会 ８月２３日（金）
“やさしい日本語”による災害時の情報を考える
講師：佐藤和之（弘前大学人文学部社会言語学教授）
８月３０日（金）外国人市民も含めた避難所運営とは？
講師：今野均（仙台市片平地区連合町内会会長）
９月２０日（金）
“仙台市多言語支援センター”の取り組みから
講師：須藤伸子（仙台国際交流協会総務企画課課長補佐）
１月２４日（金）演習報告と振り返り
コメンテーター：時光（
（特活）多文化共生マネージャー全国協議会事務局長）

演 習 大阪北部：１１月１日（金）箕面市立多文化交流センター
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大阪南部：１１月２３日（土）とんだばやし国際交流協会
参加者 のべ３２２名（うち外国人６１名）

● 国際化推進の人づくり支援
１．国際交流ボランティア活動支援
外国人と自主的に交流し理解を図ろうとする協会の登録ボランティアに対し、その機
会を提供し、あわせて研修会を実施しスキルアップを図りながら、自主的なボランティ
ア活動に繋がるようにサポート及びコーディネートした。
これまでのボランティア活動メニューに新しくユースサポーター（対象：高校生・大
学生・留学生・30 歳までの社会人）の活動を増やし、ユース世代の力を発揮できる場
を作り、多くの登録があった。
・2013 年度ボランティア活動メニュー
日本語チューター/ハロハロ SQUARE/多文化子育てサポート/翻訳・通訳/コミュニテ
ィ通訳/ホストファミリー/地域での異文化交流/ユースサポーター/事業サポート
【登録者数】 ２３５名：日本人：２１２名

外国人：２３名（４カ国）

・ボランティア登録説明会
講演会「やってみようボランティア！」と協会のボランティア活動や、市民グループ
を紹介。
開催日 ①３月２９日（土）

②４月２日（水）

場 所 市民公益活動センター
講 師 柳瀬真佐子（吹田市立市民公益活動センター長）
参加者 のべ６２名
・ボランティア研修会
①登録ボランティアを対象に日本語チューターの事前研修として、SIFA で日本語ボ
ランティア活動をするために最低限必要な研修を実施し、初めてのボランティアが
具体的にイメージできるよう、日本語初心者との会話も取り入れた。
②日本語チューター経験者が自身の活動を振り返り、意見交換や具体的な指導法を学
ぶ場として実施。
開催日 ①４月２３日（火）

②２月２３日（日）

場

所 市民公益活動センター

講

師 ①後藤範子（SIFA 日本語教室講師）
②澤田幸子（海外産業人材育成協会日本語講師）

参加者 のべ６０名
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２．語学教室 ※吹田市補助金対象外事業
学習者の知識や技術習得だけでなく、さまざまな国の文化や生活習慣を知る機会を提
供することを目的とし、外国語に慣れ親しむことにより地域での国際理解の意識を高め、
共に生活する隣人としての外国人支援につなげるために実施。バンクスタウン市からの
国際交流員２名が語学講師も兼任し担当した。また、子どもを対象に保護者と一緒に学
ぶ幼児から高校生までの英会話クラスを開催し、英会話を通して子ども達の国際理解を
深め、グローバル人材の育成に努めた。
・通年、半期、短期クラス
英語（大人・子ども）・中国語・韓国朝鮮語クラスを開講。
場 所

SIFA、勤労者会館

参加者 ※登録人数
【通年クラス・大人】
クラス数

人数

英語

14

209 名

中国語

3

23 名

韓国朝鮮語

3

40 名

クラス数

人数

親子（幼児）英語

3

24 組 48 名

小学生英語

6

48 名

中学生英語

1

11 名

高校生英語

1

7名

クラス数

人数

英語（4～9 月）

2

20 名

英語（10～3 月）

4

39 名

クラス数

人数

英語（SIFA）

3

39 名

英語（勤労者会館）

2

19 名

【通年クラス・子ども】

【半期クラス】

【短期クラス】

・サマーコース（子どもクラス/Summer Fun with English!!）
小学１～４年生の英語学習初心者を対象に、オーストラリアの小学校で遊ぶゲームな
どを取り入れ、外国人講師と楽しみながらアルファベットや挨拶、簡単なフレーズな
どを学ぶクラスを開講。
開催日 ７月２９日(月)～７月３１日(水)
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参加者 ３クラス/のべ２２名
・サマーコース（大人クラス/英語）
通年クラス休講期間に基礎学習及び文法や単語の表現、会話の復習するクラスを開講。
開催日 ７月３０日(火)～８月１日(木)
参加者 ３クラス／のべ３０名
・英語でエアロビ！
エアロビクスで使う英語表現とエアロビクスを体験するクラスを開講。
開催日 1 月～２月 週１回

全６回

参加者 のべ２４名
・英語でエアロビ！with Kids
親子でエアロビクスを体験しながら、自然と英語表現を身につけるクラスを開講。
開催日 1 月～２月 各クラス３回 計６回
参加者 ２クラス／のべ３０組
・多言語アワー Ciao イタリア語
初心者対象に、語学を通してイタリアの文化・生活・習慣などを学ぶクラスを開講。
開催日 ２～３月

週１回

全６回

参加者 のべ３６名
３．異文化理解・啓発事業
ア．国際交流プラザ
協会の活動や国際交流に関連するボランティアグループなどのパネル展示や世界の
文化の紹介等を通して、広く市民の国際理解を促進するとともに、協会の活動を紹介し
た。「世界を体験しよう！」のコーナーでは、バンクスタウン国際交流員を中心に多く
の外国人がボランティアスタッフとして参加。
開催日 ５月１１日(土)～１２日(日)
場 所 メイシアター
イ．多文化共生講座・・・2013 年度は未実施
ウ.異文化理解出前講座「地球村ぷらす」
講師の外国人が自国の文化、暮らし、言葉を紹介し、また日本に暮らして感じること
を話すことで、市民の異文化理解を進めるために開催。
開催日

６月 16 日（日）

８月 31 日（日）

10 月 20 日（日）

１月 26 日(日)

場所

市民公益活動ｾﾝﾀｰ

南千里地区公民館

市民公益活動ｾﾝﾀｰ

SIFA

講師

ｶﾌｨ･ﾚﾁｬ･ｱﾌﾞｿﾞ

大井亜美

ｴﾄ･ﾒﾆｴ･ﾘｭｸ･ﾃﾞﾏｲﾖｰ

ｸﾞｪﾝ・ﾄﾗﾝ・ｼﾞｬﾝ・ﾘｰ

国名

ガーナ

フィリピン

ガボン

ベトナム
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参加者

25 名

15 名

13 名

14 名

４．子ども国際理解事業
体験学習を通じて国籍や世代の違う仲間と交流し、世界の多様な文化等について共に
学び、国際理解を深めるプログラムを実施。
・外国語で絵本の読み聞かせ
バンクスタウン国際交流員や外国人ボランティアによる外国語の絵本の読み聞かせ
を通して、就学前の幼児と保護者等に絵本のストーリーと外国語に親しむ機会とした。
協 力 千里図書館
開催日

６月 29 日（土）

８月 29 日（木）

12 月 4 日（水）

3 月 19 日(水)

場所

千里図書館

市民公益活動ｾﾝﾀｰ

千里図書館

SIFA

言語

中国語

韓国語/英語

タイ語/英語

ロシア語/英語

参加者

25 名

15 名

13 名

20 名

・SIFA ユースサポーターによる子ども国際理解プログラム
①H.O.M.E 千里交流拠点主催：国際交流フェスティバル「千里万国博覧会」へのブー
ス出展
妖怪に扮したボランティアが会場で、参加者に外国や友好都市について知ってもら
えるようなクイズを出題するクイズラリーを実施。
開催日 １０月２０日（日）
場

所 関西大学南千里国際プラザ南広場

クイズラリー参加者 約８０名
②作って食べよう！世界の SUSHI!
世界中でその国の食文化にあわせて発展している日本のお寿司を通して、異文化を
知る体験学習。
開催日 １２月８日（日）
場

所 南千里地区公民館

参加者 ２２名
③ハローワールド「オーストラリアの学校へ行こう」～バンクスタウン市友好交流都市提携
25 周年記念事業～

バンクスタウン国際交流員と一緒に英語を使ってオーストラリアの小学校や遊び
を知る体験学習。
開催日 ３月２日（日）
場

所 市民公益活動センター

参加者 ２６名
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５．国際交流団体等支援・連携事業
地域における国際交流等について、国際交流に関する市民団体や関係機関が相互に情
報交換ができる場を設けた。また国際交流団体等の実施する事業に対して、共催、後援
等の支援を行った。
・名義後援 ９件
・吹田市国際交流団体ネットワーク：２３団体で構成
・共催事業の実施
①外国人のための千里図書館見学ツアー 共催：千里図書館
開催日 １１月１４日（木）
場

所 千里図書館多目的室

参加者 ７名／４カ国
②外国人のための日本料理を作ろう 共催：日本語の会
開催日 １１月２９日（金）
場

所 南千里地区公民館

参加者 １５名
③地球村クッキング★韓国

共催：南千里地区公民館
・・・外国籍市民への支援事業６―キに記載

●外国籍市民への支援事業
１．日本語教室の開催（吹田市委託事業名：在日外国人のための日本語教室運営事業）
受講者の日本語能力に応じて初めて学ぶ人から簡単な会話が出来るレベルまでの２
クラス（各 90 分、週 2 回）を開講。単なる会話力を習得する教室でなくコミュニケー
ションを重視した構成にしている。また、就学前の子どもがいても学習できるように保
育付きのクラスを設け、保育ボランティアの協力により情報交換等が可能な場とした。
参加者
前期(4～9 月)

後期(10～3 月)

40 回

41 回

日本語１/週２回（前期保育あり）

544 名

514 名

日本語２/週２回（後期保育あり）

629 名

757 名

クラス

年間合計

のべ 2,444 名

・日本語発表会
日頃の学習成果を発表した。協会ボランティアが発表会とその後の交流会の準備を進
め、発表する外国人とボランティア、見学者の交流と異文化の相互理解の場となった。
開催日 ３月２１日（金）
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場 所 市民公益活動センター、南千里地区公民館
参加者 発表者：９名

来場者（観覧）：３０名

２．SIFA 日本語教室
学習者のニーズに合わせてボランティアのチューターと 1 対 1 等で学習する。日本語
交流活動を通して、同じ地域で暮らす市民として共に学び、お互いの文化や生活への理
解を深め国際交流を進めた。
開催日 ５～３月（８月を除く） 全８２回
場 所

SIFA

参加者 学習者・ボランティア のべ 590 組
３．コミュニティ通訳ボランティア同行事業
日本語による会話が十分でない在住外国人が、言葉の壁により医療機関等を利用する
機会が失われないように、市内提携病院や吹田市行政窓口等を利用する際に協会の養成
講座を修了した「コミュニティ通訳ボランティア」と、安心して出産、子育てができる
ようサポートする「外国人ママサポート通訳ボランティア」が同行し、診察時等に通訳
を行う。
同行医療機関等：吹田市民病院・済生会吹田病院・済生会千里病院・吹田市立保健センター

同行件数 １９０件（うち９件(中８/英１)当日キャンセル）
中国語：１５１件、英語：３３件、韓国朝鮮語：６件、スペイン語：０件
・コミュニティ通訳ボランティア同行事業関係者会議
開催日 ①１０月２３日（水） ②２月１７日（月）
場 所

SIFA

参加者 ①９名

②９名

・通訳ボランティアミーティング（兼勉強会）
開催日 １月１５日（水）
場 所

SIFA

参加者 １０名
４．コミュニティ通訳ボランティアスキルアップ研修（吹田市受託事業名：吹田市コミ
ュニティ通訳運営業務）
）
コミュニティ通訳ボランティアが安心して活動ができるよう、スキルアップのために
提携医療機関等で開催されるさまざまな研修へ参加。
内 容 ①妊婦（両親）教室
②外科、薬剤の病院職員研修
開催日 ①１２月２日（月）～１月２０日（月） ②１２月１９日～１月１６日
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場 所 ①保健センター

②吹田市民病院

講 師 ①保健センター 産婦人科医師、栄養士、保健師、助産師
②市民病院

外科医師、薬剤師

参加者 ①のべ１５名

②のべ２名

5．市民との交流事業
ア.市内の大学等のホストファミリープログラムの支援
大阪大学、関西大学等と連携し留学生にボランティアがホストファミリーとして精神
的な支えとなるとともに交流を通して、異文化理解を深める。
・大阪大学ホストファミリープログラム（大阪大学国際教育交流センター）
留学生及びホストファミリーがお互いの文化・習慣を正しく知り、相互理解を深める
ために家族ぐるみで国際交流活動を行う。世話人を中心に留学生等とホストファミリ
ーのマッチングを行い、交流期間中のサポートを行った。
交流期間 ４月または１０月から約６ヶ月
交流家庭数

４月：１８家庭/１０月：２１家庭

・関西大学在籍留学生ホームビジット（H.O.M.E.千里交流拠点）
留学生の第２の故郷（ふるさと）プロジェクトとして、留学生が地域社会との交流を
通して日本の社会や文化を理解し、地域の魅力を実感することを目指し実施。
実施日 ①６月２２日（土）

②１１月９日（土）

交流家庭数 ①９家庭 ②７家庭
訪問留学生数 ①１４名 ②１４名
・オーストラリア政府派遣短期日本語・日本文化研修プログラム（関西大学国際部）
オーストラリア政府派遣短期日本語・日本文化研修プログラム参加者が日本の家庭を
半日訪問し、日本の日常生活を体験。
協 力 吹田国際隣人グループ SING
実施日 １月１８日（土）
交流家庭数 ２３家庭
訪問者数 ５６名
・ホストファミリー交流会
開催日 ①５月１８日（土）

②１２月１日（日）

場 所 南千里地区公民館
参加者 ①１９名

②３５名

・ホストファミリーボランティア説明会兼研修会
開催日 ①７月２０日（土）

②２月２３日(日)

場 所 市民公益活動センター
参加者 ①１８家庭

②１７家庭
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イ.地域との交流事業への参加
近隣地域が主催する行事に日本語教室の受講生とその家族、留学生等が参加し市民と
の交流を図った。
・超特大紙相撲大会（主催：市民公益活動センター）
開催日 ９月１５日（日）
場 所 市民公益活動センター
参加者 １２名／２カ国
・災害救助訓練見学（主催：吹田警察・吹田市消防本部）
開催日 １月１７日（金）
場 所 千里万博公園
参加者 ８名／２カ国
・国際交流餅つき大会（主催：人権啓発推進協議会千一地区委員会）
開催日 ２月９日(日)
場 所 千一地区公民館
参加者 ２０名／７カ国
ウ.関西大学南千里国際プラザ等との連携
関西大学南千里国際プラザが地域の一員として日本の文化体験や季節の行事等を参
画することに支援や協力を行う。また、文部科学省「留学生交流拠点整備事業」
（2012
～2014）を受託し、大阪大学・関西大学の共同事業体が事業運営のために設置した
「Harmonic Osaka・Multicultural Environs コンソーシアム千里交流拠点（H.O.M.E.）」
の具体的な事業の企画、立案、実施の各段階において、協会職員が、留学生、日本人学
生、地域ボランティアのコーディネート役として協力。
・関西大学南千里国際プラザ及び関西大学南千里国際学生寮運営委員会
・H.O.M.E.千里交流拠点運営委員会
・H.O.M.E.交流事業
①環境問題と街づくりスタディーツアー
留学生対象事業に地域市民として協会ボランティアが参加。
開催日 １１月１６日（土）
場

所 くるくるプラザ他

参加者 ３名
②H.O.M.E.スタディーツアー

吹田市の歴史と世界に広がる街づくりを学ぶ

吹田市の街づくりの現場の一つとして、留学生が協会を訪問・見学。職員が協会の
事業や留学生が活動できるボランティア活動などを紹介。
開催日 ２月２０日（木）
場

所

SIFA
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参加者 １２名
６．その他の外国人への支援
ア．外国籍児童支援事業
吹田市教育委員会主催の「日本語適応教室」に通室する子どもについて、教育委員会
や指導スタッフと連携することで支援、協力。
イ．帰国・渡日児童生徒学校生活サポート事業
大阪府教育委員会主催の「多言語・進路・学校生活サポートガイダンス」を通じ高校
受験などの進路選択のための情報提供と相談等に協力。
開催日 １１月２日(土)
場 所 高槻市教育会館
参加者 児童生徒１６名

保護者１８名

ウ．ハロハロ SQUARE（青少年学習支援事業）
外国にルーツをもつ子ども達が共に楽しく学べる場を提供し、日本語の力を伸ばすと
同時に、進学に向けて学力をつけ、自己実現につなげていけるよう学習支援を大学生ボ
ランティアを中心に協会ボランティアの協力により実施。また、夏休み、冬休みには「自
習室」として、宿題や勉強ができる学習の場を提供。
協 力 大阪大学グローバルコラボレーションセンター、関西大学ユネスコ研究会
開催日 ４月～３月 全４５回
場 所 SIFA
参加者 小学生～高校生のべ３９４名 ボランティアのべ３４８名
・ハロハロ SQUARE ボランティア勉強会
開催日 １月３１日（金）
場 所

SIFA

参加者 １１人
エ．入管法改正支援事業・・・2013 年度は未実施
オ．外国人ママの仲間づくり事業
子育て中や妊娠中の外国人ママ・パパに寄り添い、日本で安心して子育てができるよ
うに、協会ボランティアの協力により交流や情報交換ができる機会を提供。また、関係
機関と連携することで、地域の子育て支援情報を伝えることにより、外国人の地域の子
育て広場への参加につなげた。
①七夕飾り制作・飾り付け・ママ同士のおしゃべり
開催日 ６月２１日（金）
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場 所

SIFA

参加者 外国人親子５組 ボランティア４名
②手遊び・新聞紙遊び・紙芝居
開催日 ７月１０日（水）
場 所

SIFA

参加者 外国人親子７組 ボランティア２名
③折り紙で制作（お月見）・紙芝居
開催日 ９月２０日（金）
場 所

SIFA

参加者 外国人親子７組 ボランティア２名
④公園にて外遊び
開催日 １０月１１日（金）
場 所 千里南公園
参加者 外国人親子６組 ボランティア３名
⑤室内でのおしゃべりを中心とした団らん、歌・手遊び、体を使った遊び
開催日 １１月１日（金）
場 所

SIFA

参加者 外国人親子３組 ボランティア３名
⑥室内でのおしゃべりを中心とした団らん
開催日 １２月６日（金）
場 所

SIFA

参加者 外国人親子３組 ボランティア３名、他事業に参加した外国人の子ども２名
⑦のびのび子育てプラザで遊び
開催日 １月２４日（金）
場 所 のびのび子育てプラザ
参加者 外国人親子 1 組 ボランティア１名
⑧のびのび子育てプラザの保育士さんと食べ物にまつわる絵本、食に関する雑談（離乳
食・幼児のお弁当）
開催日 ３月５日（水）
場 所

SIFA

参加者 外国人親子３組 ボランティア２名
のびのび子育てプラザ職員１名 保育士１名
カ．成人歯科検診の実施・・・2013 年度は未実施
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キ．SIFA 地球村プロジェクト
・地球村クッキング
外国人の外国人による外国人と地域がつながる居場所づくりとして実施。地域で暮ら
す外国人が講師や運営する立場となり、母国料理教室等を開催。準備段階から自分た
ちで進め講師を経験することにより、地域に積極的に関わろうとする姿勢を育てると
ともに、参加者の異文化理解を深めた。
開催日
場

９月１１日（水）

所

１月１８日（土）

２月７日（金）

南千里地区公民館

料理

タイ料理

講師など

中西イン

韓国料理
イム

パン作り

ウンヒ

榎原智子

赤木チャニタ

ペ チョンスク

張玉蘭

近藤モン

イ インスク

オリガ
近藤モン
部良本涼子

参加者

１８名

２０名

１５名

共催

―――

南千里地区公民館

―――

●その他
【協力・参加】
大阪府国際化戦略実行委員会
大阪府コミュニティ通訳ボランティアスキルアップ事業運営委員会
大阪府外国人向け行政情報提供窓口相談員ネットワーク会議
平成 25 年度大阪府自治体国際化推進連絡会議
文部科学省「留学生交流拠点整備事業」H.O.M.E.千里交流拠点運営委員会
関西大学南千里国際交流プラザ及び関西大学南千里国際学生寮運営委員会
文化庁平成 25 年度日本語教育実態調査
文化庁：
「生活者としての外国人」のための日本語教育事業・地域日本語教育コーデ
ィネーター研修
大阪府吹田警察署吹田地域国際交流推進協議会
（財）自治体国際化協会：平成 24 年度国際交流・国際協力・多文化共生支援事業 事
例報告会
大阪大学グローバルコラボレーションセンター：現代文化を読み解く「多文化共生と
その実践の現状」事例発表
大阪大学大学院人間科学研究科カルビン講師主催フィリピン台風被災者支援寄付活動
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大阪大学医学部国際医療研究会
大阪大学中国留学生春節晩会
関西大学留学生別科入学式・卒業式
関西大学国際部：オーストラリア政府派遣短期日本語・日本文化研修会修了式
大阪学院大学 CET プログラム：インタビュー協力者紹介
甲南女子大学多文化コミュニケーション学科「行動演習」学生受け入れ
大阪府教育委員会：帰国・渡日児童生徒学校生活サポート事業三島地区実行委員会
バンクスタウン市主催：My Place Photographic Competition 2013
済生会吹田病院第 12 回ボランティア総会
（公財）CISV 日本協会関西支部 50 周年記念式典
吹田産業フェア実行委員会
すいたまつり実行委員会・企画委員会
吹田市安心安全の都市づくり協議会・安心安全の都市づくり市民会議
地域安全・青少年育成吹田市民大会

協賛団体

吹田市内公立中学校の職業体験受入２校（竹見台中学校・西山田中学校）
吹田市成人祭
千里ニュータウンプラザ連絡会議
（一社）ガールスカウト大阪府連盟：2013 年度ガールスカウトいきいき発表会
大阪日ロ協会：平成 26 年新年互礼会
在日大韓民国大阪府吹田支部：新年会
千里図書館：吹田市立図書館講座じゅずつなぎ「もっと韓国が知りたい」
吹田市立市民公益活動センター：かえっこバザール
吹田市交流活動館：教養文化事業つながり文化講座「はじめてのハングル講座」
内本町コミュニティセンター：中国料理教室
片山地区公民館：韓国料理教室
古江台小学校：国際理解授業
竹見台児童センター：「えいご DE あそぼう」
外国にルーツをもつ子ども支援ネットワーク大阪会議
こどもひろば主催：
「外国にルーツをもつ子どもたちを地域で支えるために必要なこ
と」事例発表
国際交流勉強会総会
すいたきりえグループ第 36 回きりえ展
【視察受け入れ】
（公財）高槻市都市交流協会
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【連携・協力している他団体・機関等】
大阪大学国際交流オフィス

地域団体ボランティア留学生支援連絡会

大阪大学国際教育交流センター
大阪大学日本語日本文化教育センター
大阪大学グローバルコラボレーションセンター
関西大学国際部
関西大学南千里国際プラザ
留学生交流拠点整備事業 H.O.M.E.千里交流拠点
大阪学院大学国際センター
公益財団法人大阪府国際交流財団
千里図書館
吹田市立市民公益活動センター
吹田市南千里地区公民館
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【理事会・評議員会等】
１．理事会
・第１回通常理事会：平成２５年５月１４日（火）
議案第１号 公益財団法人吹田市国際交流協会理事長、副理事長、専務理事の選定に
ついて
議案第２号 平成 24 年度財団法人吹田市国際交流協会事業報告及び決算の承認につ
いて
議案第３号 公益財団法人吹田市国際交流協会事務局長の任用について
議案第４号 公益財団法人吹田市国際交流協会諸規則の法人名義変更について
議案第５号 公益財団法人吹田市国際交流協会定時評議員会の招集について
・臨時理事会：平成２５年７月１０日（水）
議案第６号 事務局長のあるべき姿と今後の方向性について
・第２回臨時理事会：平成２５年９月１０日（火）
議案第７号 事務局長の選任について
・第２回通常理事会：平成２６年３月１８日（火）
議案第８号 平成 26 年度公益財団法人吹田市国際交流協会事業計画(案)について
議案第９号 平成 26 年度公益財団法人吹田市国際交流協会収支予算書(案)について
議案第 10 号

平成 26 年度公益財団法人吹田市国際交流協会資金調達及び設備投資の

見込みについて
議案第 11 号

財団法人吹田市国際交流協会職員給与規程の一部を改正する規程の制

定について
議案第 12 号

公益財団法人吹田市国際交流協会の事務局長の選任について

議案第 13 号

平成 25 年度公益財団法人吹田市国際交流協会収支補正予算書(案)につ

いて
議案第 14 号

公益財団法人吹田市国際交流協会第３回臨時評議員会の招集について

２．評議員会
・定時評議員会：平成２５年５月３０日（木）
議案第１号 平成 24 年度財団法人吹田市国際交流協会事業報告及び決算の承認につ
いて
議案第２号 公益財団法人吹田市国際交流協会理事の選任について
・臨時評議員会：平成２５年７月１１日（木）
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議案第３号 事務局長のあるべき姿と今後の方向性について
・第２回臨時評議員会：平成２５年１０月１日（火）
議案第４号 平成 25 年 10 月以降の事務局体制について
・第３回臨時評議員会：平成２６年３月２６日（水）
議案第５号 平成 26 年度公益財団法人吹田市国際交流協会事業計画書(案)について
議案第６号 平成 26 年度公益財団法人吹田市国際交流協会収支予算書(案)について
議案第７号 平成 26 年度公益財団法人吹田市国際交流協会資金調達及び設備投資の
見込みについて
議案第８号 平成 25 年度公益財団法人吹田市国際交流協会収支補正予算書(案)につ
いて
３．公認会計士による決算監査の実施
平成２４年度決算監査：平成２５年４月２６日（金）
４．監事監査の実施
平成２４年度決算監査：平成２５年４月３０日（火）
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平成 25 年度事業報告には、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」
第 34 条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が
存在しないので作成しない。
平成 26 年 5 月
公益財団法人 吹田市国際交流協会
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