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S:FA語学教室
Kidsイングリッシュサマークラス受講生募集

小学生対象に、夏休み限定の英語プログラムをこ用意し

ています。ネイティブ講師と実験やグーム アクティビティな

どを通して英語を楽しく学0ませんか。
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S:FAからのおしらせ
往復よがきに0～0をこ記入の上S FAへ c‐郵送ください。メール

(sFac ass@suna● fa Org)でのお申込みも可。7/9(火 )必着。

O申込番号②参加者の名前(ふりがな)0郵使番号 住所

0電薔番号 C性別0年齢(学年)

X応募多数の場合は撼選になります。
※受講希望者数が基準に満たない場合は開議しないことがあります。

申込番号 日時 対象 定員 受 講 料 く税 材料費か

301 7/30(火)10100‐ 11:30 小学1 2年生

各15名 2300円
302 7/31(水 )10:00-11:30 小学1 2年生

303 7/30(火 )13:00-14:30 小学3～6年生

304 7/31(水 )13:00-14i30 小学3～6年生

※レベル不問 ※ブロクラム内容は,へて異なります。複数中込み可能

ホストフアミリーボランティア説明会
ホストフアミリーをしてみようと考えた事はありませんか?

初めての受け入れて不安に感じる方よ、説明会の中で体験談

を聞いたり、アドバイスをもらつたりできますので、是非こ参加

ください。

S:FAのホストフアミリー活動

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、一緒に外出することで、留学生等に日本の薔

らしや文化を体験する機会を提供する交流活動です。

文化庁委託夢業
「生活者としての外国人」のための日本語教育

=業
「外国人のための生活の漢字教室」
ボランティア養成講座

日本て生活する外国人が子育てや仕事をする上で、会話だ

けでなく読み書きの力が不可欠です。地域に根ざして豊かに

暮らしていけることを目1旨 して「外国人のための生活の漢字

数室」を開設します。そこで学習支援をしてくださるボラン

ティアを募集します。講座で{ま、教材の使い方や活動の進め方

を実践的に学びます。

C□田D7月 20日 、27日、8月 3日 、24日 、31日、9月 7日 (■ )

13:00～ 15:00

0闘日Dラコルタ(千里ニュータウンプラザ6F)他

G琵ヨ〕全6回すべて受講できる方で、9月以降ボランティア
登録をして教室に参加できる方

G己ヨD25名 (多数抽選)CID無 料(プリント代月1途 )

●五孤D生活の漢字をかんがえる会

∞ 7月 50(金 )必着。名前 (ふりがな)、 住所、電話番号、

日本語ボランティア経験の有無を書いて、

はがさかFAXでS FAまで。

①名前(ふりがな)②住所 O電話番号 0性別
0年齢 ⑥日本語ボランテイア経験の有無

C曰巴D毎週土曜日1330～ 1500(9月 14日から始まります)

G日団D SFA

競 簡単な日本語がわかる人、ひらがなカタカナが少しわかる人

t2LJ無 料   
―

電話またはメールでSIFAまで
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7月 21日 (日 )10:00～ 1200

SIFA

10:00～ 10:30 ポランティア講座

10:30～ 12:00 ホストフアミリー登録説明会

秋からホストフアミリー活動に参力Dしたい方

ホストファミリー活動に興味のある方

※ホストファミリー活動は、家族単位でのボランテイア活

動となりますので、単身世帯てはなくこ家族と同居な

さつている方にお願いしています.

先着10家庭

7月 3日 (水)から電話てSlFAまで

文化庁委屁事業
「生活者としての外国人Jのための日本艦教育事業

外国人のための生活の漢字数室
KANJ:CLASS ,文 字学コ班 LOP HoC KANJ〕
ユスllnL」  Kaniisa Pamumuhay non● t,日、n■っ

助せい かつ   かん し きょうしつ

‐
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理 事 長 近藤 佐知彦

副理事長 池内 かおり

理  事
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中本 多香子

西岡 昌佐子

半崎 智恵美

藤木 祐輔

湯浅 章子

任期 :理事2年、監事4年、評議員4年

SiFAからのおしらせ

S:FAの新体制を紹介します

ベルーのオチヤンテさんは

ボンチヨを若て

5月 31日付けて新しい理事が力0わり、新たな任期をスタートしました。

理事長以下新体制の下で、今後もS FAの発展に努めてまいります。

理事長

近藤 佐知彦

このたび吹田市国際交流協会の理事長に就任し、身の引

き締まる思いです。新在留資格導入をはじめ、外国人住民を

とりまく状況は刻々と変わりつつあります。彼らをホストす

るコミュニティの意識も変わらねばなりません。

前理事長小松先生の敷かれた路線を受け継ぎつつ、吹田

市や近隣の大学、企業、コミュニテイとの関係をしっかり構築

し、ボランティアの方々のお力を頂戴しながら、令和時代の

S FA像を模索して参ります。

どうかよろしくお願い申し上げます。

冨」理事長

池内 かおり

初めまして。こ縁あつて、吹田市国際交流協会の副理事長

に就任しました。

かつて、子ども達の通つていた小学校で国際理解を深め

る教育支援ボランティアをしたことがきつかけで、自分なり

に国際交流活動を行なつて来ました。少子高齢化の進む日本

社会を外国人住民とともに支えていくために、S FAの役割

はとても大きいと思います。

多方面との連携やこ指導をお願いしながら、事業に取り組

んでいきたいと思います。どうぞ宣しくお願いします。

SiFA事業報告

第2回 S:FA多文化まつり
6月2日 (日)@千 里ニュータウンプラザ

「みて|きいて|たべて いろいろな文化にふれよ

うJを合言葉に第2回 SlFA多文化まつりが開催さ

れました。今回は60名を超えるボランテイアの皆

様をはじめ、欽田市、協賛企業、関係団体、地域の

方々によるこ支援こ協力のもと、会場は子どもから

大人まで多くの来場者でにぎわいました。

ステーシては 各国の音楽やダンス トークショー、S FA子 ども英語クラスの発

表など 多彩なパフォーマンスが繰り広げられました.観客もステージに上が

り みんなで踊って盛り上がりました.

蜂臨 if「

揮穣

鐵 晒

タイの踊りをみんなて一緒に 中国留学生学友会のみなさんによる演美
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昨年好評だつたステージパフォーマンス、カフエコーナー、

スタンプラリー、外国文化体験、国際協力団体等のブースに

力0え、千里図書館での「外国語で絵本を楽しもう可や、南千

里地区公民館の「外国人のための浴衣着付け体験」など他施

設にもこ協力いただき、ニュータウンプラザ全体が多文化ま

つリー色になりました。また多文化まつリプレイベントとして、

6階ラコルタではSIFA外国人学習者による作品展示や写真

スポット、2階エントランスホールにて国際交流団体パネル展

示も行い、S FAとつなかりのある方々の活動を知つていた

だける機会となりました。

アンケートでは、「外国の文化や食べものが分かつて良

かつた」「来年もまた来たい」との声を沢山いただいほか、吹

雌_

ず・”・　銀響

冒]誉鮎1是畠會鉤 lFさ
つた

  ぇを≧
来年も楽しみにしていてくださいね1  1,一

q^Fご 171θο

カフェ フードコーナーでは、

日本語クラスの学習者とホランティアの喫茶ブースのほか、長城 (中

国)、 キウィ人ウス(ニュージーラント)、 関西大学台湾留学生会 〈台湾 )、

BETOAJ(ベ トナム)が出店し、たくさんの人でにきわいました。

衣料品の寄贈および募金にこ協力いただきありがと

うこざいました。

回収した衣料品は 6月 8日 (■ )の「S'FAチャリティー

バザー』で販売しました。売れ残った服 バザー売上金

と募金は、認定NPO法人日本救援衣料センターヘ寄

付いたしましたのでこ報告いたします。

寄贈した衣料品 :ダンボール約25箱

寄付金額 :83,798円

( I11喜i言['ii:][キ|:熙ili3°

円
 )

跡 国語で絵本を楽しもう句

南アフリカ出身のダグラス ロジヤーさん

が英語で、申 舷芝さん・jl韓国語で絵本の

読み聞かせをしました。|きんきょかにけ

たJを両方の言言吾て読み比べをすると、子

どもたちは「さんぎよ、ここにいる～咆と

元気に答えてくれました。

夕ヽ国文イヒ体験には

韓国 コロンビア イ

ラク ブルガリア リ

トアニアのコーナー

が並0ま した 各国

の文字や遊0を教え

てもらいました

「メッセーシカートをつくろうJ

ぬりえをして各 国の言葉で

,ありがとう1を伝えました。

´
′
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

浴衣の着付け体験

プレイベント「ラコルタ展示」 スタンプラリーで景品をG ET

」
●
「̈
警
鏑
群
〓

こ協賛ありがとうこざいました!
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SiFA事業報告 他団体からのおしらせ

実施事業いろいろ 2019年 4月～6月 : 日本伝続文化紹介グループ"和こころ"会員募集

: '不 0こころ・が10当する、「関西大学留学生のお茶席体験」のお
: 手伝いをしてくださる、お抹茶の経験者を募集します。

「はじめての日本語ポランテイア」講座 4月 2日、6日

大阪大学ホストファミリープログラム出会いの会 4月 4日、138

こあらくらぶ 5月 17日、6月 14日

ホストフアミリー交流会 5月 18曰

在住外国人のための無料法律相談 5月 20日

MuSEたかつきカレッジクラブ講座 6月 78、 14日、21日

SIFAチャリティバザー 6月 8日

吹田市日本語教室ネットワーク連絡会

万博ハイキング 6月 9日

CARES CAFEわらしべ長者 6月 17曰

S:FAからのおしらせ

轟議亀第vd“マレーシス予う:::[靱_l鼎り:"レ
地球村ぷらすでは、様々な国の人々からたくさんの事を学 :     http//www savech‖ dren orJp

ぶことができます。                    :
次回は、日本人が住みたい国上位に選ばれる常夏の国、マ : ュニセフセミナー2019 in Osaka

レーシア。トクチャンウェンさんをグストに迎え、現地の暮 : 豊かさ分け合う道さがそう ―SOCsとユニセフの活動―

らしや文化についてお話しいただきます。          : sDes(持 続可能な開発目標)こついて「子ども」という切り□

G日目D9月頃予定                    : から身近な社会問題として考えます。

G面蘭D浜屋敷 (吹田市南高浜町621)         : 日 時 7月 27日 (■)12:00～ 1630
※車でのこ来場はこ遠慮くたさ0う。           . 場 所 中央電気lB楽部

mト クチヤンウエンさん (日本語で話します)     :     大阪市Jヒ区堂島浜2125

…
中学生以上の方  

―
先着30名      : 費 用 無料

[J‖ :■ SIFA会員 浜屋敷会員 300円           : 問合せ 大阪ユニセフ協会 TEL 06 6645 5123

-般 600円 /中学 高校生 300円 (ド リンク付さ):     Emal un@un cef osakattp
∞ 8月上旬にホームベージてお知らせします。    三 薬膳講座 ～中国の薬皓 歴史と考え方～

…
特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

 : 食の観点から、中国の歴史をのぞいてみませんか。

★ 広 告 募 集 中 ☆        :日
時 7月 30日 峡 )、 8月 6日 侠 )1330～1,00全 2回

1 場 所 摂津市立コミュニテイプラザ 会議室34
S FAの HPや S FA Timesに広告を掲載しませんか?  : 費 用 無料

詳しくは S FAま でお問い合わせください。     : 問合せ 摂津市国際交流協会 TCL 06 6319 6251
Te i06 68351192 E ma‖ :o“ceOsuta sra Org   :      E‐ ma‖  o(ce@settsu sa e org

開催日時 平日午後 年に4～5回

場 所 関西大学南千里国際プラザ

問合せ 日本伝統文化紹介グループ'和こころ'

イt表  三宅  TCL 090‐ 1247‐ 2400
E‐ ma‖ ソoko_trihouse@hotma‖ com

'不0こころ'ては、お茶席体験以外にも、日本の伝統文化を外国

の方に紹介する企画を行つています。

第 9回大阪マラツン チャリティーランナー募集

セーブ ザ チルドレンは、2019年12月 1日 (日 )こ開催される第

9回大阪マラソンにおいて、走ることを通して、子どもたちの支

援にこ協力いただけるチャリティーランナーを募集しています。

麒 秘 ホス トファミリー大募集 ! ‖躊翻
大阪大学 関西大学の日本語研修プログラムで来日する短期留学生のホストフアミリーを募集しています。
ご興味のある方には、まずは資料を郵送致します。お気軽に下記までお問い合わせください。

☆ホームステイ受け入れ条件☆

受け入れ期間 ¬ 泊～2か月く主に6月 ～8月 1月 ～2月 )

部 屋 :イロ室1部屋をご提供ください 季節に応して冷暖房もご準備くたさい

食 事 :基本的に2食 (朝食 夕食)を こ提供ください.

謝ネL金 ¬ ,自 あたり1500円 ～2500円 (1ケ月あたり45000円 ～75000円 )

,受け入れ期間や食事ブランにより異なります

☆お問合せ★
ネクステーシ ホームステイインジヤバン大阪支店
メーリレ losakal卜 omestay― in― ja,an oom

06‐ 6303‐0112(受付崎い 000～ 1900,

ホームベージ 1壼
'ス

|―ンホ
「

ムステイインジヤ′ヽシ 1検 壼、



S:FAふれんず
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第2回 SIFA多 文化まつりの「外国文化体験コーナー」で

母国ブルガリアについて紹介してくださったマルティナさ

ん。忙しい学生生活の中、日本各地を回り、様々なことを学

び体験しているマルティナさんに寄稿いただきました。

ブルガリアのソフイア大学

私の母国はブルガリアです。ブルガリアは南東ヨーロッパ

に位置していて、東 ま黒海に、南はキリシャとトルコと隣接し

ています。首者Fはソフィアです。使われる言語はブルガリア語

です。ブルガリアはヨーグルトとバラで有名です。

私は日本に来る前に、三年間ソフィア大学で日本語と日本

の文化を勉強していました。2018年9月に日本についての知

識を深めるために来日しました。現在(ま大阪大学の留学生で

す。一年が経つたら帰国して、もう一年ソフィア大学で勉強

し、卒業する予定です。

さて、日本に来た時、様々なところからカルチャーショック

を受けました。強く印象に残つたことは、まず、どこでも何で

もやり方のサインがあつて、どうすればいいか迷わずに、すく

わかることです。ですから、日本は非常に住みやすい国だと

思います。また、日本人は本当に優しいです。困つたことがあ

れば、知らない日本人にも聞いてすく助けてもらえるの まと

てもありがたいことだと考えています。そして、電車 lb′ スヽ

はいつも時間通りに走つていることです。その上、バスや電

車を待つている人は列を作つて順番に乗り、中では通話でき

ないので、静かな雰日気にびつくりしました。

実は、困つたことも一つありました。それは道にこみ箱が

ないことです。日本人はもう慣れていると思いますが、外国

人という立場からみると、本当に大きなカルチャーショックで

した。

日本に来てからこの3か月のうちに、雪祭りで有名な北海

道から非常に綺麗な浜辺がある沖縄に至るまで、日本の全国

の様々な名所を旅行する機会がありました。大勢の優しい曰

本人に会えて、日本の自然と代表的な建築が観察てきて、本

当にうれしいです。そして様々な体験ができました。例えば、

白
"郷

合掌造り集落にて

春0紙作りやタコ焼き作り、歌舞伎や文楽、日本の伝統芸能と

相撲が見られるイベントに参力0てきました。また、紅葉狩りや

お花見なども楽しめました。さらに、私は祭りが大好きなの

で、日本に来る前からとても楽しみにしていました。今ま

で祭りを見たのは2回だけです。一回日はJヒ海道の雪祭りで

した。雪で作られた大きい像は本当に素晴らしいと思いまし

た。二回目は京都の実祭てした。華やかな衣装や伝統的な牛

車を見て感動しました。まるで平安時代にタイムスリップし

ているみたいてした。

実は、一回祭りに参力0したことがあります。これはS FAの

多文化まつりです。ブルガリア人としてブルガリアの紹介を

しました。日本人はみんなよく言舌を聞いて、覚えてくれて、お

もしろいと言つてくれ、私は,卜常にうれしかつたです。前から

ブルガリアをよく知つていた人もいてびつくりしました。一方

で、初めてブルガリアの話を聞いて、興味を持つようになつ

た人もいて、たくさんの質問をされました。多文化まつりて

は浴衣の着付けも体験しました。浴衣を着るのは3回目くら

いてしたが、これほどきれいな浴衣は初めててした。着付け

をしてくれた人も本当に優しかつたです。また、他国の紹介

も聞いたり、様々な外国の料理を食べることができて、本当

に楽しかつたです。

S FA多 文化まつりて

浴衣着付け体験

興福寺五重塔前で

歴史を感じなから



SiFAからのおしらせ

外国人ママ・パパのための
こ そだ

☆7月 5日、9月 138、 10月 25日、12月6日 (金 )

10:00-11:00

★7月 5日 は保健師に子どもの成長や子育てなどの話を

間くことができます。母子健康手帳を持つてきてください。

―
S FA(予定)

"外
国人ママ ′ヽパと小さい子ども、妊娠中の方

¬ ‖L]無料

―
電話またはメールでS FAまで

日本語で話します。S FAのスタッフが同行して,ポートします。

事前にS FAで打ち合わせがあります。

とうるく かいしよ

…        
・

まぇ ぃ へっ てぃ

メール OnfoOSuta sra org)で 、名前 性別 電話 E ma‖

国籍 母語 来日年月 滞在予定期間 職業または学校名を送つ

てください。登録した人に、日時や場所を連絡します。登録を

いつしよに子育て「こあらくらぶJ

子育て中の外国人ママ ′ヾパと小さい子どもが、いつしよ

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!

流するイベントです。

か『 :乗五曇壌ぶ昇奮異倉獣魯12]in身:窮喬見[量富 三

また、企業の新入社員研修を体験できます。「無料法律相談 :
会」もあります。

にらし     。っょぅ。  ,。

C日田D7月 8日 (月 )18:30～2030              :
はしょ              さんか0   。。

`ぅ
                       。

m SIFA  ‐ 四國 無料             :

∞ 電話またはメー,レ (warashbecaヽ@gmtt com):☆暉轟覇調■いいね !してね☆
でS FAまで

メこの事業はCARES O∞ ka l■ 環境 記職支援等留学■の受入れ環境充実事業,の1つてす.

子ども国際理解プログラム
がいこくしん ぼしゅう
外国人募集

¨

小学校で、あなたの国のことを紹介してください。

小学校で自分の国のことばや文化を紹介します。

やめるときは、電話かメールでS FAに連絡してください。

CARES CAFEわらしべ農嘗 0日番)
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 :

きたいこと、就職活動についてのアド′ヽイスなどを間きます。 :

友好交流毬市との交流

カンタベリ′ヽンクスタウン市 (オーストラリア)、 モラトワ市 (スリランカ)

との交流.

国際交流情報の収彙及び発信
S FA Tlmes、 日P、 facebookや外国人向け情報メール「ミミヨリllFOJ

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.

S FA應 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

r地球村ぶらすJや「多文化共生講座Jなどの講座や「多文化まつりJなど。

子ども0際理解に関する事業

子どもを対象とした異文化理解ブログラム。

SIFA日本壽教室

日本語1(入 P5)/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)1教科書を使つた教室。

日本語チユーター :ボランテイアと1対1で学習。

にこにこ日本語 :少人数カ レープでオリジナルテ■スト使月。

外国にルーツをもつ子どものための放課後数室「′ヽ口′ヽ口SQUARE」
小学生から高校生の学習支援.

外国人ママ ′(パのためのいつしよに子育て「こあらくらぶ」

子育て中の外国人の仲間づくり。

コミユニテイ通訳ポランテイア同行

病院 (市内の提携機関)などへの通訳ボランティアの同行。

行政機関 (市役所など)への通訳ボランテイアの同行.

その他 国際交流機関 大学等との連携事業・●と 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 な々事業を実施しています。

S:FAで (ま外国人を含むすべての人がともに卸 3し

て薔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。

日年会費 (毎年度 4月 ～翌年 3月 まで)

個人会員 2.000円    法人会員 1001111円

■主な会員特典

ニュースレター SlFA T mes送付

S'FA主催事業 (一部)の優先受付や参力0費の割弓

ボランテイア登録ができます。

S FA Timesま たは HPの広告掲載料の割弓|

(法人会員のみ)

■お申込み方法

事務局で 平日900～ 17:30

郵使振込 …ゆうちよ銀行

□座審詈 l10930‐ 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 S FAが負担します)

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。


