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SIFAからのおしらせ

日時

場所
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2月16日（土）10:00～13:10

ラコルタ（千里ニューラウンプラザ６階）

日時

場所

3月16日（土）14:00～14:30

千里ニュータウンプラザ2階エントランスホール

高校生以上の方対象

先着55名
（うちホストファミリー登録説明会は先着15名）

対象

2月4日（月）から電話でSIFAまで申込み

不要。 ご自由にご覧ください。申込み

日時

場所

2月16日（土）10：30～12：00

ラコルタ（千里ニュータウンプラザ6F）

富岡 美知子さん
相愛大学講師、異文化コミュニケーショントレーナー

講師

20名定員

無料参加費

SIFA会員　1月21日（月）から 
　　  一般　1月28日（月）から

いずれも電話またはメールでSIFAまで
メールでお申込みの方は、
①名前 ②電話番号 ③SIFA会員または一般
を必ずご明記ください。

申込み

10:00-10:30　SIFA事業紹介
10:30-12:00　多文化共生講座 （詳細は右記をご参照ください）
　　　　　＝＝＝＝＝  休憩  ＝＝＝＝＝
12:10-12:40　①各活動について個別ブース説明
12:10-13:10　②ホストファミリー登録説明会

内容

2019年度　国際交流ボランティア・
ホストファミリー登録説明会
　SIFAでは多文化共生のまちづくりにつながるさまざまな
事業をすすめています。在住外国人の支援や国際交流に関
するボランティア活動に参加してみませんか？

「はるかぜコンサート」
　千里ニュータウンプラザ2階エレベーター前スペースにお
いて、SIFAの英語クラスと日本語教室が合同でロビーコン
サートを開きます。
　英語学習者と日本語学習者が一緒に歌います。みなさん、
ぜひ聴きにお越しください。どんなコンサートになるか、お
楽しみに！

ご利用いただける方

貸出期間

SIFA賛助会員の方

2週間

「SIFA文庫」始めました
　賛助会員の方を対象に、SIFAの蔵書を貸し出しできるよ
うになりました。
　事務局入り口前に小さな白いワゴン「SIFA文庫」が置い
てあります。SIFAにおいでの際はのぞいてみてください。

※家族単位でのボランティア活動となりますので、単身世帯ではな
くご家族と同居されている方にお願いしています。

ホストファミリー・日本語学習支援・外国の子ども
の学習支援・多文化子育てサポート・翻訳・多文化
まつりサポートなど。

主なボランティア活動

宿泊を伴わないホームビジットです。自宅に招いて
食事をしたり、一緒に外出したりすることで、留学
生等に日本の暮らしや文化を体験する機会を提供す
る交流活動です。

SIFAのホストファミリー活動

☆希望される方のみボランティア登録ができます（後日登録も可）。　
☆ボランティア登録には、2019年度SIFA賛助会員登録（年会費￥2000）を
　お願いしています。　
☆現在ボランティアとして活動中の方は参加の必要はありません。
　2月に継続案内をお送りしますので、そちらでお手続きをお願いします。

多文化共生講座
「外国にルーツをもつ人々との 
 コミュニケーション ～同じと違いを考える～」
　これから社会の中で、文化背景の異なる人とのコミュニ
ケーションがますます増えてきます。相手と共通する部分は
どこか、異なる部分はどこか。コミュニケーション学の第一線
で活躍する講師から、より良い関係を築くためのノウハウを
お話しいただきます。異文化コミュニケーションについて一
緒に考えましょう。

※ホストファミリーを希望される方は②に、それ以外の方は①にご参加ください。

SIFA語学教室・日本語教室 ロビーコンサート

　ご使用にならない2019年のカレンダーがありました
ら、12月14日までにSIFAにお持ちください。日本語教
室(12月15日から配布予定)に来られている方や留学生
等に提供させていただきます。ご協力よろしくお願いい
たします。

カレンダー寄贈のお願い



　2019年度4月開講の語学教室(通年クラス)は、英語・中国語・朝鮮韓国語の3言語を開講
します。詳しいスケジュールや申込方法はすいた市報2月号及び教室リーフレットに掲載
予定です。SIFAホームページは2月1日から申込フォームで受付します。
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SIFAからのおしらせ

10名14:10～15:10洋楽で楽しく学ぶ英会話　
（レベル問わず）501 Hosea

定員

1,480円
1/7～3/11
（全8回）
発表会3/16

期間

1,650円

＜会員＞ ＜一般＞

受講料（1回あたり）
別途消費税8％時　間クラス内容申込

番号 担当講師

月

10名10:00～11:00英語でロールプレイング
（レベル1～2）502 Hosea 1,480円

1/8～3/12
（全10回）1,650円火

15名13:00～14:30英語で学ぶ世界の国々
（レベル3～4）503 Hosea 1,480円

1/8～3/12
（全10回）1,650円火

10名15:00～16:00英語でダンス・イントロダクション
（レベル問わず）504 Maria 1,480円 1/8～2/5

（全5回）1,650円火

15名15:00～16:30話そうたびえいご ※江坂教室
（レベル2～3）505 John 1,480円 1/10～3/14

（全10回）1,650円木

曜日

対象：15歳以上 （別途プリント代300円が必要です。）

1月開講 短期クラスの受講生募集

SIFA
語学教室

往復はがきに下記①～⑦をご記入の上、SIFAへご郵送ください。
事務局へ直接はがき持参も受付します。
メール（sifaclass@suita-sifa.org）でのお申込みも可。

（申込番号：506）「親子でSING&CHANTS!」は
お子さまの名前(ふりがな)・性別・年齢も。

お申込み

◆洋楽で楽しく学ぶ英会話：ゴスペルシンガーとしても活躍する講師とエネルギッシュに歌い、発表会にむけて練習します。
◆英語でダンス・イントロダクション：ブラジルやニューヨークであらゆるダンスを学んだ講師から、様々なダンスの違いを学び体験するクラス。

8組11:20～12:10親子でSing&Chants!506 Hosea

定員

1,480円 1/8～3/5の隔週
（全5回）

期間

1,650円

＜会員＞ ＜一般＞

受講料（1回あたり）
別途消費税8％時　間クラス内容申込

番号 担当講師

火

曜日

対象：2～4歳の幼児と保護者　参加者以外のお子様の同伴はご遠慮ください。(別途プリント代300円が必要です。）　
◆チャンツとは話し言葉をリズムに乗せて表現したものです。歌やチャンツを通してネイティブの発音を学びます。

10名14:45～15:45
はじめてのハングル　
（超入門レベル）601 朴家英

定員

1,480円 2/6～2/27
（全4回）

期間

1,650円

＜会員＞ ＜一般＞

受講料（1回あたり）
別途消費税8％時　間クラス内容申込

番号 担当講師

水

曜日

対象：15歳以上 （別途プリント代300円が必要です。）
◆「これからはじめてみよう！」という方向けの、ハングル文字から学ぶ講座です。オリジナルプリントを使用します。

1年コースと同時受講していただけます。
たくさんのご応募お待ちしております。
「話そうたびえいご」は江坂教室、それ以外はSIFAです。

2月開講 短期クラスの受講生募集

《予告》4月開講クラス

①申込番号　 ②住所　 ③名前（ふりがな）　④性別
⑤年齢　 ⑥電話番号　 ⑦SIFA会員または一般

※応募多数の場合は抽選になります。
※受講希望者の人数が基準に満たない場合は開講しないことがあります。

1月開講（501～506） ： 12月17日（月）必着
2月開講（601） ： 1月16日（水）必着

申込締切



　SIFAでは留学生の住環境・就職支援と受入れ環境の充実
を図るため、「CARES CAFE わらしべ長者」の実施、留学
生の小学校一日体験、地域住民との交流促進活動に取り組
んでいます。留学生の皆さんが日本でさまざまな経験を積
み、日本と世界をつなぐ人材として活躍されることを願って
います。
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CARES-Osaka事業
文部科学省「住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業」

SIFA事業報告

　今年は台風の影響により日程の
変更などがあったものの、無事体育
祭が開催されました。当日は好天に
恵まれ、熱中症にも注意しながら皆
楽しんで競技に参加している様子でした。
　今回は津雲台地区に住む外国人留学生11名が参加しまし
た。中には日本に来て間もない学生もおり、地域のイベントに
参加し日本人と交流するというのは、彼らにとってとても新
鮮なことでした。日本語がうまく聞き取れない留学生に対し
て、周囲の日本人が身振り手振りで伝えようとしている光景
が多く見受けられました。
　競技の種目で特徴的だったのは防災リレーです。天災が多
い日本では災害への十分な備え、災害時の正しい行動が大切
になります。防災の知識を競技を通して学び、留学生のみな
らず、日本人の参加者にも勉強になったようです。

10月8日（祝・月）　＠津雲台小学校

地域交流促進事業
「津雲台地区市民体育祭」

　10月のテーマは「日本企
業で働く～先輩からのアド
バイス！」。スピーカーとして、
日本企業で働く元留学生、
トルコと韓国出身のお二人
に来て頂きました。自分に
合った仕事を見つけるため
にはどうしたらよいか、会社
のことを調べるにはどんな機会があるか、外国人が日本で働
くためにはどんなことを勉強し、どんなことが強みになるかな
ど、これから就職を考える留学生にとって役立つことを、自ら
の経験を通してお話頂きました。経験者だからこそわかるこ
とが、参加者にはとても興味深かったようで、みなさん熱心に
聞いていました。
　また、関西大学法律相談所の学生及びOB弁護士による「無
料法律相談会」で相談する参加者もいました。

10月15日（月）　＠SIFA
CARES CAFE わらしべ長者

　留学生が卒業後に英語教
育分野に就職することを見
据えて、日本の学校文化や
教育現場の実情を学ぶ機会
として実施しました。ALT
（外国語指導助手）の英語
の授業を中心に、給食や掃
除などの時間も含めて1日
子どもたちと交流しながら
体験をしました。
　参加した13人の留学生にとっては、さまざまな気づきが
あったようです。先生と児童が友だちのように親しい関係で
あることや、給食の準備や掃除を子どもたち自身ですること、
担任の先生が複数の教科を教えることなど、自国との違いに
驚き、先生の大変さを間近で感じ、貴重な体験ができたよう
です。一方、子どもたちにとっても、いろいろな国の人と異文
化交流ができる機会となり、双方にとって実りあるプログラム
となりました。

10月15日（月）、22日（月）　＠千里第二小学校
11月5日（月）、6日（火）　＠桃山台小学校

留学生のための小学校1日体験

ボランティア講座
「外国にルーツをもつ子どもの
 学習支援 ～教科学習と日本語～」
10月28日（日）　＠ラコルタ  

　日常会話は上手にできても、教科学習についていくための
日本語力が十分でない･･･そんな例が多くみられる外国に
ルーツをもつ子どもたちの現状や課題、学習支援の方法につ
いて講座を行いました。学校の教室で、また地域の教室でも
ご経験の豊富な坪内好子さんを講師にお迎えし、ご自身の失
敗や成功を交えてお話し頂きました。子どものニーズにあう

指導法や教材を考える
とき、日本語や教科の理
解度はもちろん、子ども
自身が分かりたいと思っ
ていること、心の中にあ
ることを汲み取ってあげ
ることも大切だと感じま
した。グループワークで
は実際に数学の教え方
を考え、教科で使う日本

語の難しさを改めて感じる方も多かったようです。
　参加者からは、「現状が知れてよかった」「グループワーク
で意見を出し合ったのもよかった」などの声を頂きました。こ
の講座での学びが、子どもたちの支援につながることを願っ
ています。
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他団体からのおしらせ

日　時　2月2日（土）～3日（日）10：00～17：00
場　所　関テレ扇町スクエア・北区民センター・扇町公園
問合せ　ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会事務局
　　　　TEL 06-6777-1039

ワン・ワールド・フェスティバル
市民に広く国際協力の大切さを認識してもらおうと関西を中
心に国際協力・交流に関わる団体が協力して開催します。

　吹田市内の日本語教室の学習者・
ボランティアのみなさんといっしょ
に、万博記念公園に出かけました。
各教室から、日本語学習者とその家
族、日本語ボランティア、総勢34名
で賑やかな秋の遠足となりました。
　紅葉の盛り、そして入園無料デー
とあって、さまざまなイベントも開
かれており、本当に大勢の人が万博
公園を訪れていました。そんな中、紅葉や会話を楽しんだり、
写真を撮ったりしながら日本庭園を回りました。さすがは日頃
日本語教室で活動されている皆さん、初めて会う学習者やボ
ランティア同士も話が弾み、笑顔いっぱいで過ごされていまし
た。その後、みんなでお弁当を広げました。
　お腹が満たされた後は、グループに分かれてそれぞれ思い思
いの場所へ。お茶席に行くグループ、ソラードで冒険するグルー
プ、小さい子どもがいる参加者は森のトレインに乗ったり遊具
の方へ向かったりと、素晴らしい秋晴れの一日を楽しみました。

日　時　12月13日～3月14日（12月27日、1月3日、31日除く）木曜日　
　　　　14：40～15：40
場　所　SIFA教室
申込み　TEL /FAX 06-6876-1659（武内）
　　　　E-mail  osksifa@gmail.com

「おしゃべり会」参加者募集！
日本語を勉強中の方が身近なテーマのプリントをもとにボラン
ティアと自由に話し合う時間です。
早く日本の生活に慣れて快適な生活を送りましょう。

日　時　2月23日（土）10：00～15：00
場　所　メイシアター3階（レセプションホール、和室、第一会議室）
入場料　無料（材料費は実費）
問合せ　吹田市都市魅力部 文化スポーツ推進室
　　　　TEL 06-6384-1305

文化で国際交流
「日本の文化を伝えたい」と吹田市文化団体協議会に加盟する
団体が、外国人と市民に茶道、着付け、将棋、きりえ、邦楽、民謡
等、伝統文化の数々を紹介し体験してもらうイベントを企画。

問合せ　公益社団法人 CISV日本協会 関西支部事務局 
　　　　TEL 06-6773-3722（受付 月・水・金曜日13：00～17：00）
　　　　FAX 06-6773-3724 　E-mail kansai@jp.cisv.org

11歳からはじめる国際交流プログラム
CISVは1951年に活動を始めた世界的な平和教育・国際交流
ボランティア団体です。現在2019年度プログラム参加者、引率
者、スタッフを募集中です。

万博公園へ行こう
吹田市日本語教室ネットワーク交流会

SIFA事業報告

11月18日(日)　＠万博記念公園
主催 ： 吹田市日本語教室ネットワーク連絡会※

こあらくらぶ　9月7日、10月19日
在住外国人のための無料法律相談　9月14日
MUSEたかつきカレッジクラブ講座　
9月14日、28日、10月12日、26日、11月9日、30日

ホストファミリー出会いの会　9月28日、10月3日、13日
文化庁日本語教育大会パネル発表　10月13日～14日
災害時要配慮者を支える減災フェア パネル出展　10月19日～20日
多言語進路・学校生活サポートガイダンス　10月20日
中学生職場体験　10月31日～11月1日、11月7日～8日
子どもクラスOpen day　10月24日、26日、27日

★広告募集中★
SIFAの HPや SIFA Times に広告を掲載しませんか？

詳しくはSIFAまでお問い合わせください。
Tel：06-6835-1192　E-mail：office@suita-sifa.org

2018年9月～11月
実施事業いろいろ

※吹田市内には、SIFAの各日本語教室、識字教室、他に市民グループによる６つ
の日本語教室があります。「吹田市日本語教室ネットワーク連絡会」は、これらの
教室によって構成される連絡会です。
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特　集

　2018年は自然災害に数多く見舞われた1年でした。台湾
からの留学生として日本に在住し、2017年9月から1年間
SIFAでインターンとして勤務した李肇昕さんは、北海道を
旅行中に地震に遭遇しました。地震が起きたのは、台風21
号が日本に上陸し各地に甚大な被害をもたらしたすぐ後で
もありました。
　外国人の方から見た当時の様子をうかがいました。

　9月6日の深夜3時ごろ、北海道の胆振東部に地震が発生し
ました。当時、私は両親と旅行中で洞爺湖のホテルに泊まっ
ていました。台湾でも地震がよく起こるため、地震が発生し
た時、両親と私は焦らずにホテルの部屋で待機していまし
た。およそ30分後、余震が発生し、停電になりました。停電に
なってから、私たちは部屋から出ました。当然、エレベーター
など一切使えませんでした。そのあと停電の問題はしばらく
解決できないという情報が入りました。
　その朝、乗る予定の新千歳空港行きのバスもキャンセルさ
れました。原因は信号機が機能しないためで、交通も混乱
し、バスも動けないままでした。そして、停電に伴う断水も大
きな問題でした。当時、部屋やロビーのトイレは水が流せな
い状態でした。ホテル側も、停電でサービスを提供できない
為、連泊のリクエストを断りました。このように、宿泊できず、
空港にも行けないまま時間を過ごしました。午後3時に、空港
行きのバスが来ました。その時、私たちは２つの選択肢を与
えられました。１つは空港行きのバスに乗ること、もう１つは
札幌市内行きのバスに乗ることでした。インターネットが繋
がらないため、ほとんど情報がわかりませんでした。唯一確

認できたのは、この日新千
歳空港の便は全てキャンセ
ルされたことでした。まだ、
札幌市内の停電も復旧して
いない状態でした。両親と
私はそのような情報不足な
状態で、結局、空港に向か
うことを選び、新千歳空港
に行きました。

北海道胆振東部
地震に遭遇して

　最初の計画は、新千歳空港
で一泊し、翌朝の便に乗り、
東京か名古屋に向かうこと
でした。（関西空港は台風の
影響で閉鎖されていまし
た。）しかし、空港に着いたら
すぐ空港が復旧作業を行う
ため、その場にいる全員を避
難させるという情報が入りま
した。そのため、私たちはま
た２つの選択を迫られまし
た。１つは千歳市内の避難所
に行くこと、もう1つは札幌
市内まで行くことでした。
（この時もまだ停電が復旧していませんでした。）私たちは
千歳市内の避難所に行き、そこで一泊しました。9月7日の朝
には関西空港の国内線が使えるようになったとの情報を友人
から聞いて、8日の便を予約しました。そのあと、札幌市内の
電力が戻り、両親と私はすぐ札幌市内へ行き、ホテルを探し
て泊まりました。8日の朝は無事に大阪に帰れました。
　今回の経験から見ると、ホテルや空港などの場所は外国語
の対応できるスタッフがいたので、日本語のわからない外国
の方も、きちんと情報を得ることが出来ました。そして、地震
への備えが普段からしっかりできていると感じました。避難
所では温かい緊急食を提供していただき、非常に助かりまし
た。一方、避難所は地方自治体が運営しているように見え、外
国語で対応できるスタッフやその場にいる外国人の割合が低
いため、避難所での情報発信はきちんとできていないと感じ
ました。停電の状態では携帯の充電もできず、友達から情報
を貰うこともなかなかできなかったので、各機関の外国人へ
の対応がさらに大切になると思いました。私は日本語が不自
由ではないため、最後の夜はなんとか札幌市内でホテルを探
せて泊まれました。しかし、避難所に二泊以上泊まった外国
人がほとんどでした。地震が起こったあと、私自身もできる
だけ通訳をしようとしていましたが、二日間ほとんど睡眠が
取れず、できることは少なかったです。
　今回の北海道地震を経験した後、災害の時に通訳できる人
材の大切さを初めて感じました。これからも日本で地震が発
生することを考えると、避難所や病院などの場所に常に外国
語の通訳のできる人が居れば、外国人観光客も安心ではな
いかと思います。

　法人会員の皆様、いつもご支援いただきありがとうございます。
　掲載のご承諾をいただきました法人会員のお名前をご紹介いたします。（５０音順）

■ 一般社団法人 吹田市薬剤師会
■ 江坂企業協議会
■ 株式会社 共立メンテナンス
■ 株式会社 ネクステージ ホームステイ イン ジャパン
■ 株式会社 ビケンテクノ
■ 北大阪農業協同組合
■ グリーンワルト財団

■ 甲南女子大学 文学部 多文化コミュニケーション学科
■ 社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会吹田病院
■ 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部大阪府済生会千里病院
■ 吹田商工会議所
■ 吹田ライオンズクラブ
■ 有限会社 レインボー・インク

法人会員紹介
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　SIFA では外国人を含むすべての人がともに安心し
て暮らせる地域社会づくりのために在住外国人の支
援・異文化理解・国際交流などのさまざまな事業に
取り組んでいます。  
■年会費（毎年度 4月～翌年 3月まで）
　個人会員　2,000 円　　　法人会員　10,000 円  
■主な会員特典
　ニュースレターSIFA Times 送付
　SIFA主催事業（一部）の優先受付や参加費の割引
　ボランティア登録ができます。
　SIFA Times またはHPの広告掲載料の割引
　（法人会員のみ）  
■お申込み方法
　事務局で…平日 9:00 ～ 17:30
　郵便振込…ゆうちょ銀行
　　　　　   口座番号 00930-7-4830
　　　　　   加入者名 公益財団法人 吹田市国際交流協会
　　　　　   （振込手数料はSIFAが負担します）

賛助会員になってSIFAを応援してください！

SIFA定例事業

★　　　　  いいね！してね★
最新情報をアップしています！
SIFAのHPからもリンクしています。

友好交流都市との交流
カンタベリバンクスタウン市（オーストラリア）、モラトワ市（スリランカ）
との交流。 

国際交流情報の収集及び発信
SIFA Times、HP、facebookや外国人向け情報メール「ミミヨリINFO」
での情報発信。 

ホストファミリープログラム支援
市内大学との連携による留学生等と市民の交流。 

国際交流ボランティア活動支援
ボランティア登録やボランティア講座の開催など。 

SIFA語学教室
英語、中国語、韓国朝鮮語、多言語アワーなど各クラス。 

異文化理解・啓発事業
「地球村ぷらす」や「多文化共生講座」などの講座や「多文化まつり」など。 

子ども国際理解に関する事業
子どもを対象とした異文化理解プログラム。 

SIFA日本語教室
日本語１（入門）／日本語２（初級）：生活に必要な会話や読み書きの学習。
使える日本語（中級）：教科書を使った教室。
日本語チューター：ボランティアと1対1で学習。
にこにこ日本語：少人数グループでオリジナルテキスト使用。 

外国にルーツをもつ子どものための放課後教室「ハロハロSQUARE」
小学生から高校生の学習支援。 

外国人ママ・パパのためのいっしょに子育て「こあらくらぶ」
子育て中の外国人の仲間づくり。 

コミュニティ通訳ボランティア同行
病院（市内の提携機関）などへの通訳ボランティアの同行。
行政窓口（市役所など）への通訳ボランティアの同行。 

その他、国際交流機関、大学等との連携事業など、多文化共生や国際理解、グローバ
ル人材の育成などを進めるための様々な事業を実施しています。

SIFAからのおしらせ

1月20日（日）13：00～16：00

SIFA

電話またはメールでSIFAまで

近畿地域国際化協会連絡協議会

　知りたいことや困っていることを、弁護士に相談できる

チャンスです。お金はいりません。予約してください。

通訳がいます。秘密は守ります。安心して来てください。

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

主催
しゅさい

場所
ばしょ

日時
にちじ

　　　し　　　　　　　　　　　　　　　こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　 べん   ご    し　　　 そう だん

　　　　　　　  　　　　　　　　　 かね　　　　　　　　　　　　　　　　よ   やく

つうやく　　　　　　　　　　　  ひ   みつ　　  まも　　　　　　　　 あん しん　　　　    き

がつ はつ　か　   にち

でん  わ

きん  き    ち   いきこくさい  か  きょうかいれんらくきょうぎ  かい

国際交流協会ネットワークおおさか共催
きょうさい こくさいこうりゅうきょうかい

2月1日（金）10:00～11:30

電話またはメールでSIFAまで

SIFA（予定）

外国人ママ・パパと小さい子ども、妊娠中の方

無料

　子育て中の外国人ママ・パパと小さい子どもが、いっしょ

に遊びに来るところです。ボランティアと遊んだり、おしゃべ

りをして、親子で友達をつくりましょう！

こ  そだ

がい こく じん

外国人ママ・パパのための

いっしょに子育て「こあらくらぶ」

申込み
もうしこ

対象
たいしょう

場所
ばしょ

日時
にちじ

  こ　そだ　　 ちゅう　　がい　こく　じん　　　　　　　　　　　　　ちい　　　　　  こ

あそ　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あそ

　　　　　　　　おや  こ　　　 とも だち

がつついたち　きん

がいこくじん　　　　　　　　　　　　ちい　　　　　こ　　　　　　にんしんちゅう　　 かた

むりょう でん  わ

よ　てい

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

　留学生など外国人が集まって、地域のさまざまな人たちと

交流するイベントです。

　1月はおせち料理を食べながら、留学生の小学校体験の話

を聞きます。無料法律相談会もあります。

CARES CAFE わらしべ長者
ちょうじゃ

1月21日（月）18：30～20：30

SIFA場所
ばしょ

無料参加費
さんかひ

日時
にちじ がつ　　　にち　  げつ

電話またはメール（warashibecafe@gmail.com）
でSIFAまで

※この事業はCARES-Osaka「住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業」の１つです。

申込み
もうしこ でん わ

む りょう

がい こく じん　　　　　　　　　　 む りょうそう だん かい

外国人のための無料相談会

参加費
さんかひ

申込み
もうしこ

        りゅうがくせい　　　　  がい こく じん　　   あつ　　　　　　　　  ち　いき　　　　　　　　　　　　　   ひと

こうりゅう

　　       がつ　　　　　　　　    りょうり　　　 た　　　　　　　　　　　りゅうがくせい　　 しょうがっこう たい けん　　 はなし

          き　　　　　　　　　むりょう ほうりつ そう だんかい　　　　

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

　くらしの中で困っていることなど、相談に来てください。

在住外国人のための
無料法律相談

ざいじゅうがい こく じん　　　　　　　　　　

 む  りょうほう りつ そう だん

2月18日（月）18：30～20：30

SIFA場所
ばしょ

無料参加費
さんかひ

日時
にちじ がつ　　　にち　  げつ

電話またはメールでSIFAまで　※定員2名申込み
もうしこ でん わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 てい いん

む りょう

なか　　 こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうだん　　　き


