
公益財団法人 吹田市国際交流協会  SIFA(Suita International Friendship Association)
〒565-0862 吹田市津雲台1-2-1　千里ニュータウンプラザ6階
☎06-6835-1192  Fax06-6835-6420    Open:Mon-Fri 9:00-17:30
　info@suita-sifa.org　　URL https://suita-sifa.org

2020年10月発行
No.274

- 1 -

日本語教室発表会　
見に来てください

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

　地域で暮らす外国人がふるさとや家族のこと、日本に来
て感じたことなどについて発表します。

　　　ち  いき　　　く　　　　　  がい こく じん　　　　　　　　　　　　　　　か　ぞく　　  　　　　 　　 に　ほん　　　 き

　　 かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はっぴょう

SIFAからのおしらせ

多文化ぷらす＠オンライン

多文化な日本を知る

　外国人と日本人がともに働く機会が増えている今、多文化
な職場について一緒に考えてみませんか。
　日本、中国、ヨーロッパ、アフリカなど世界各国の職場で
様々な国籍をもつ人々と一緒に働いた講師の経験をもと
に、多様な文化を背景に働くことの難しさを、日本と国際機
関の雇用体系の違いなどを比較しながらお話します。

　日本で暮らし、多様な文化的背景をもつ人たちが、働くこ
と、暮らすことについて、それぞれの立場から語るセミナー4回
シリーズです。

★発表する人も募集します。
はっぴょう　　　ひと　　ぼしゅう

「多文化の職場で働くということ
　　　　　   －国際機関の現場から」 第1回 「日本で働く私たちのホンネ」

11月21日（土）13：30～15：00日時

にちじ

日時

オンライン（Zoom）で参加してください場所

松田 裕美さん（国連児童基金（ユニセフ）勤務）講師

中学生以上の方対象

先着30名定員 無料参加費

11/4（水）よりメール（info@suita-sifa.org）で
以下の内容を送ってください。
氏名・ふりがな・電話番号（当日連絡する場合があ
ります）・SIFA会員または一般

申込み

11月29日（日）13：30～15：00日時

浜屋敷（吹田市南高浜町6-21）
※車でのご来場はご遠慮ください。

場所

「チーム・モイ」メンバー
チェ ユニさん・タナヤムカルジーさん

進行

中学生以上の方対象

先着15名定員

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会共催

無料参加費

11/4（水）より電話または
メール（info@suita-sifa.org）で以下の内容を
送ってください。 
氏名・ふりがな・電話番号・
SIFA会員または浜屋敷会員または一般

申込み

10月24日（土）10：00～11：30日時

ラコルタ場所

イブラギモブ 
ショハルフベックさん
（ウズベキスタン出身）

講師

20名定員

無料参加費

第2回 「介護・農業の現場から考える地域社会」
12月6日（日）
13:00～15：00

日時

ラコルタ場所

フフデルゲルさん
（中国内モンゴル出身）、
ラマカンチャさん
（ネパール出身）

講師

20名定員

無料参加費

A. 電話 ： SIFA（06-6835-1192）
B. 窓口 ： SIFA窓口へお越しください。
C. メール ： info@suita-sifa.org

申込み

12月13日（日）10：00～12：00（予定）
がつ　　　にち　　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  よ　てい

ばしょ

場所 千里市民センター多目的ルーム
（千里ニュータウンプラザ8F）

せん   り　 し　みん　　　　　　　　　　た　もく てき　

　  せん　り

もうしこ

申込み 電話・メール・窓口でSIFAまで。
でん  わ　　　　　　　　　　まどぐち

ていいん

定員 先着20名
せんちゃく　　　めい

に　 ほん　 ご　きょう しつ はっ ぴょう かい

み　　　　 き

　多様な背景をもった方々のお話を聞き、多文化共生の社
会について一緒に考えます。地域に在住している外国人市
民が、自身の思いを地域に伝える活動をしているグループ
「チーム・モイ」のメンバーにお越しいただきます。参加者の
皆さんも一緒に語り合い、理解を深め合いましょう。

①名前　②電話番号　③SIFA会員または一般  を必ず明記
の上、A～Cいずれかの方法でお申し込みください。

多文化ぷらす＠浜屋敷

在住外国人と語り合う
　　　　 ～ともにくらす地域のこと～
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SIFAからのおしらせ

外国人から見た日本ってどんなところ？ さまざまな視点から日本をとらえ英語で学びます。

※上記以外にも若干空きのあるクラスがあります。　◇83,  96,  101はJR吹田旭通教室

英語で探るJapan Now　レベル 3-4 水501 14:45 - 16:15

レベル 1

英語
1年コース
（4月開講）

月11 13:00 - 14:00
レベル 1 火12 13:00 - 14:30
レベル 1 木14 11:10 - 12:10
レベル 2 月21 10:00 - 11:30
レベル 2 火23 19:00 - 20:30
レベル 2 金25 10:00 - 11:00
レベル 4 火41 13:00 - 14:30

英語でロール
プレイング 水62 10:00 - 11:00

英語でTopic! 金66 14:00 - 15:30
親と3・4歳児 土72 9:30 - 10:20
5歳児〔年長〕 土75 9:30 - 10:20

小学1・2年生
レベル 1 土83 11:00 - 11:50

小学1・2年生
レベル 2 水86 15:30 - 16:20

小学1・2年生
レベル 2 木106 16:30 - 17:20

小学3・4年生
レベル 2 木107 17:30 - 18:20

小学5・6年生 土96 10:00 - 10:50
中学生英会話 水97 18:30 - 19:30
高校生英会話 水98 19:40 - 20:40

中国語
レベル 1-2 金101 10:00 - 11:30

全8回
曜日内　容申込番号 時間

29,304円
会員

32,670円
一般回数

往復はがきに下記①～⑦をご記入の上、10/12（月）必着で
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）での申込みも可。　　
①申込番号 ②名前(ふりがな) ③郵便番号・住所 ④電話番号 
⑤性別 ⑥年齢 ⑦SIFA会員または一般

11月開講クラス　お申込み方法

　11月開講クラスの受講生を募集します。通年クラスと同時受講も可能
です。たくさんのご応募お待ちしております。

　現在開講中の語学教室の追加募集をしています。空きのあるクラスは学期途中からでも受講していただけます。見学もできま
すので、お気軽に事務局までお問い合わせください。

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

SIFA語学教室 11月開講受講生募集と追加募集

言語 曜日内　容申込
番号 時間

英語
1年コース
（4月開講）

中国語
1年コース
（4月開講）

言語 曜日内　容申込
番号 時間

文化庁委託事業「生活者としての外国人」のための 日本語教育事業
「つくって×たべて」そしてつながる日本語；「多文化つくたべプロジェクト」

多文化つくたべ交流会

SIFA事業報告

8月30日（日）＠さたけん家
　身近な「食」をテーマに地域で暮らす人たちがつながる交
流会。第1回はSIFAから歩いて10分のコミュニティカフェ
「さたけん家」で開催しました。縁あって大阪に暮らす外国
人市民と地域の方々が料理を作って食べて交流する中で、
互いを知ろうと心を寄せ、日本語で伝えようと互いのことば
に耳を傾ける。たった一度の交流で仲が深まることは難しい
ですが、国と国ではなく人と人との小さな交流を積み重ねる
ことで互いの存在を認め合い、多様な人々が暮らしやすい
地域社会に少し近づくのではないかと信じて取り組んでい
ます。多くの人に参加いただくことを望んでいましたが、コ
ロナ対策のため参加人数を当初の半数に絞り少人数での開
催となりました。この事業を企画した今年1月はみんなで
作って食べるイベントの開催がこれほど難しくなるとは想像
もしていませんでした。あれこれと予定変更を余儀なくされ
ましたが、この事業に関わる皆さんの知恵と協力のおかげで
温かい交流の場を実現することができました。
　このプロジェクトは、参加する外国人メンバーが交流会実
施に向けて企画段階から主体的に参画するという試みです。
だれかが企画したイベントの参加者、すなわちお客さんとし
てではなく、ボランティアの力を借りながらも自分たちの発
想と行動で地域の人たちと関わる機会を作り上げていく。 手書きのレシピ

その過程で、日本語や日本での暮らしについてさまざまなこ
とを習得し、そしてプロジェクトに関わる人々と出会い、仲間
との関係を築いていけるようスタッフは後ろから支えていま
す。今はまだ動き出したばかりでスタッフが前に出ることが
多いですが、回を重ねるうちに外国人メンバーが主体となっ
て考えて動き、スタッフは黒子に徹することができるように
なることが目標です。
　今回は、台湾の朝ごはん「蛋饼（ダンピン）」、タイのグリー
ンカレー「ゲンキョウワン」、ロシアの伝統料理「ザリブノ・ピ
ログ」を作りました。何を作るか、材料は何が必要か、レシピ
はどんなふうに書けば伝わるか、交流会ではどんな話をしよ
うか、と毎週集まってみんなで相談しながら企画を形にして
いきます。タイのナスをわざわざ買って持ってきてくれたり、
料理は苦手だけど母国でカメラマンをして
いた腕を生かして撮影係をしてくれたり、
どんどん積極的になっていく変化を感じら
れたことはうれしい収穫でした。こんなこ
とがしてみたい！というみんなの希望を実
現できる場になるように、これからもみん
なで楽しくわいわい続けていきます。
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　外国にルーツをもつハロハロの子どもたちは、毎年夏休みに
ルーツのある国の家族のもとに帰る子が多いのですが、今年
はコロナの影響でそれが叶わず、例年よりも夏休み自習室に
参加する子が多くいました。とはいえ、自習室もコロナの影響
でいつも通りの対面活動は中止となり、オンライン（Zoom）で
の開催になりました。
　毎回全員が集まってゲームやクイズをしたあと、2～3人の
ルームに分かれてボランティア先生と一緒に勉強し、最後には
今日やったことを1人ずつ話してもらいました。いろいろな
ゲームを試してみましたが、中でも「丸いもの」「赤いもの」
「やわらかいもの」などのお題に合うものを探すゲームはとて
もおもしろかったです。家の中にあるものを使えるのは、オン
ラインならではの遊び方かもしれません。
　子どもたちは夏休みの宿題の漢字を勉強したり、苦手な数学
を勉強したりしました。中には家族との旅行先から参加してく
れたり、勉強よりもみんなとのしりとりゲームやおしゃべりを
楽しんでいた子どももいました。どこからでも参加できるのも
オンラインのいいところかもしれません。
　オンラインでの活動については、始める前からボランティア
の皆さんと一緒に操作練習を重ねてきました。操作に失敗した
り、対面とは違って教材を見せ合いにくかったり、何を勉強して
いいかわからなかったり、難しい面も多くありました。けれども、
みんなで集まれない状況下でこうしてつながりを保つことが
できたことは、ハロハロのみんなにとって「夏の思い出」にな
ることでしょう。

外国にルーツをもつ子どものための放課後教室
ほう か ご きょうしつここくがい

8月3日(月)・7日(金)・11日(火)・14日(金)・17日(月)
＠オンライン

8月3日（月）～7日（日）　＠オンライン

8月11日(火)・25日(火)　＠オンライン

SIFA事業報告

　SIFAで活動するボランティアや語学教室受講生の皆様を対
象に、Zoomの使い方を学ぶ講座を開催しました。箕面市国際
交流協会から講師として事業課長の河合大輔さん、講師補助
として坂口ピーターさんをお迎えし、2日間で約50名の方が参
加しました。
　パソコンやインターネットに不慣れな方やZoomは全く初め
ての方にとって、まずはZoomミーティングにうまく参加できる
かどうかが心配なところです。そんな方々を安心させてくれる
ように、講師の河合さんが画面に入ってくる参加者に声をかけ
て迎え入れ、坂口さんはなかなか参加できない方に電話でフォ
ローをしました。講座はZoomの基本操作から始まり、１つ１つ
説明を聞きながら皆さんそれぞれ手元の端末で練習をしまし
た。「ブレイクアウトセッション」という機能を使って少人数グ
ループに分かれて会話をするなど、参加者同士が交流する場
面もありました。
　参加者からの「箕面市国際交流協会ではZoomを使ってど
んな活動をしているか」という質問に対して、「語学教室や日
本語活動、子どもの居場所づくりなど様々な事業でZoomを取
り入れている。」ただ、「対面の活動と同じようにはいかない。
対面なら多くいた参加者もZoomだと減っている教室もある。
日本語活動の参加者にとって1番の楽しみは“会って顔を合わ
せること”だからかもしれない。それでもZoomだからこそで
きることもあり、良い点、難しい点の両面があることを踏まえ
た上で活用していきたい。」とのお話もありました。
　SIFAでも徐々にオンラインでの活動が増えています。参加
者の皆さんにとって、今回の講座が様々な活動の中で活かされ
ることを願っています。

ボランティア講座
「Zoomを使ってみよう！」

夏休み自習室

7月28日（火）～30日（木）・8月3日（月）～5日（水）
＠SIFA

　ネイティブ講師と過ごす夏休み限定のクラスとして１～２年生
クラスと３～６年生クラスに分けてサマークラスを開催しました。
いつもより短い夏休みの中、元気に大勢参加してくれました。
　今年は距離を取りながらスタート！「これは何？」「これは何
色？」次々換わるフラッシュカードに最初は小さかった声も3日
目には大きな声でスラスラ単語を言えるように！ゲームを通し
てみんなで楽しく覚えた英語はきっと忘れないでしょう。
　今年は格別に暑い特別な夏でしたが、みんな元気いっぱい
笑顔いっぱいのうち終了しました。これからも外国の文化や英
語に親しめるよう応援したいと思います。

　新型コロナウィルスの影響で4月からスタートできず、6
月からオンラインで再開した講師による日本語教室。8月実
施のサマーコースは対面で教室ができると信じて準備を進
めていましたが、7月半ばから徐々に感染者が増えてきまし
た。本事業は吹田市委託事業のため、「8月末まで市主催行
事中止」との要請に従い、急遽オンラインに切り替えて実施
することとなりました。5日間連続の入門コースと初級コー
スに合わせて15名が参加しました。
　9月からの教室もどうなることかと心配していましたが、
対策をとりつつ対面で
再開することができま
した。さまざまな制約
があり、今までのよう
にいかないこともあり
ますが、にぎやかな日
本語教室の日常が戻
りつつあります。

Kidsイングリッシュサマークラス

日本語サマークラス

オンライン期間中に日本語の先生からの
ビデオメッセージをfacebookに掲載
しました。
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吹田市周辺の各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ァ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。

受け入れ期間 ： 1泊～2か月（主に6月～8月、1月～2月）
部　屋 ： 個室1部屋をご提供ください。季節に応じて冷暖房もご準備ください。
食　事 ： 基本的に2食（朝食・夕食）をご提供ください。
謝礼金 ： 1泊あたり1,500円～2,500円（1ヶ月あたり45,000円～75,000円）
　　　　※受け入れ期間や食事プランにより異なります。

SIFA事業報告

9月2日(水)＠ラコルタ
　SIFAと市民公益活動センターの職員研修に近隣の国際
交流協会が参加して、スペインのバルセロナとビルバオ2都
市の「反うわさ戦略」を中心とした多文化共生施策につい
て研究されている、一橋大学大学院在籍の上野貴彦さんか
らお話しいただきました。
　「反うわさ戦略」とは、街のなかに急激に増えた外国人と
どのようにかかわり暮らしていくかを課題とする取り組みの
ひとつです。これらの都市では移民に関する否定的なうわ
さを打ち消す「反うわさ戦略」を実施し、新旧住民の間に大
きな摩擦が起きるのを防いできました。移住者や少数者に
よってもたらされる文化的多様性を、脅威ではなくむしろ好
機ととらえ、多様性を認め合い、前向きな交流を重視する
『間文化主義』（インターカルチュラリズム）と呼ばれる考え
方に基づき、共通の立場につなげようというのがこの取り組
みです。行政、NGO、自治会、移民団体などが参加し、誰で
も参加できる講習、祭り、図書館や美術館での企画、SNSの
発信など様々な活動を行っています。研修会では、実際に使
われているグッズなどもご紹介いただきました。
　吹田市の在住外国人登録者数は2020年6月の統計で
5,582人。市全体人口に占める割合は1.5％であり、人数・割
合ともに増加傾向にあることから、SIFAも積極的に多文化
共生関連事業に取り組んでいきたいと考えています。

他団体からのおしらせ

日　　時　1回目　10月14日（水）18:00～21:00
　　　　　2回目　11月11日（水）18:00～21:00

場　　所　大阪イノベーションハブ　プレゼンスペース

参　加　費　無料

問　合　せ　公益財団法人　大阪国際交流センター
　　　　　TEL 06-6773-8182

日　　時　10月31日(土) 13:30～16:00
場　　所　オンライン開催   ※Zooｍ使用
主　　催　認定NPO法人まちぽっと 
　　　　　ソーシャル・ジャスティス基金（SJF）
申　込　み　SJFホームページから受付
　　　　　https://socialjustice.jp/20201031.html

外国人留学生のための起業支援セミナー参加者募集
　外国人留学生及びOBの方々を対象にした大阪での起業
支援セミナーを2回にわたって開催します。大阪での起業を
考えておられる皆様のご参加をお待ちしています。

ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ
“他者への想像力”を
　日韓の歴史認識をめぐる問題に何が必要かをジャーナ
リストと共に目を向け考えます。

在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン
　出入国在留管理庁と文化庁が、共生社会実現に向けた
やさしい日本語の活用を促進するためにガイドラインを
作成しました。日本に住む外
国人に情報を伝えたい時に
ぜひご活用ください。文化
庁、法務省のHPからダウン
ロードできます。

多文化共生社会を考える研修会

街ぐるみでつくる「反うわさ戦略」

バルセロナ・ビルバオで
使われているグッズ
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　こんにちは。中国から来
ましたコウ シンウです。
13歳の時に来日してずっと
SIFAハロハロでお世話に
なっています。ハロハロと
非常に深い縁があると思い
ます。中学から高校生の頃
はハロハロで日本語と学校の勉強をサポートして頂きまし
た。今は大学生でサポートする側に立って参加しています。
　私は来日した当時、平仮名さえも覚えられませんでした
が、恵まれた環境でたくさんの人に助けてもらい今の自分
があります。ハロハロは私にとって日本語を勉強する場所
だけではなく母語を喋る友達と会う場所であり、悩みを相
談する場所、そして安心できる場所です。とにかくどの時期
の私にとってもハロハロは大事な存在でした。
　今、ハロハロで活動している理由は、私ができることをして
あげたいからです。自分の経験があるからこそ、来日したばか
りの子供たちが黙々と頑張って新しい環境に馴染もうとして
いるのがわかります。もう日常生活に困らない子どもたちで
も学校の勉強や受験に悩まされているかもしれません。力不
足を感じながらも、大学でも日本語教師育成講座を取り日々
精進を心がけています。将来は言語教育関連の仕事に自分
の力を捧げたいです。
　ボランティアを始めたきっかけは来日、でも続けられる理由
は今までに出会って来た全ての人です。言語は壁にもなるが
良い道具でもあります。子どもたちにも言語を壁と感じずに
道具と感じてもらえるように努めます。

～ 学生ボランティアの皆さん ～

 ～

SIFAふれんず

SIFAには様々な世代の方がボランティアとして活動してい
ます。今回は、大学に通う若い世代の皆さんに、SIFAとの
出会い、ボランティア活動を始めたきっかけ、今の活動内容
などを伺いました。SIFAでのボランティア活動が、皆さん
の将来に向けて貴重な経験になればと思います。

高 晨雨 さん （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　）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で活動

　こんにちは。ハロハロSQUAREでボランティアをしてい
る荻野晏奈と申します。私は大学で日本語を専攻していま
す。「えっ？日本人なのに日本語専攻？文学部？」と様々な疑
問を抱かれることと思いますが、簡単に言うと日本語を外
国語として捉えて勉強しています。その専攻内での講義や
ドイツ留学中のボランティア経験を経て、帰国後自分の住ん
でいる吹田市で何か外国の方と関われるボランティアをし
たいと感じるようになり、思い切ってSIFAに飛び込んでみ
ました。
　留学中のボランティアで年少者に教えたこともあり、
ちょっとした自信もありました。でも、実際は全然違いまし
た。「生活」に必要な日本語と｢学校教育｣の日本語のギャッ
プ、日本語だけでなく教科教育も必要で、現状を甘く見てい
た自分が恥ずかしくなりました。そんな中、みんなが｢先生、
先生｣とたくさん自分の話をしてくれ、楽しそうに学習し、
理解してくれた時、キラキラした笑顔を見せてくれる姿に
もっと頑張ろう、と私が鼓舞されます。これからもどうした
ら上手く伝えられるのか、わかってもらえるのかと悩むこと
もあると思います。その際に独りよがりではなく、寄り添っ
て最善を一緒に考えられるような、そんなボランティアにな
るのが目標です。
　このコロナ禍でオンラインでの活動もあり対面がいいな
なんて思ったりもしますが、こんな形の活動も今だからこそ
できることとプラスに考えて、またみんなと楽しい活動がで
きるように頑張ります！

荻野 晏奈 さん （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　）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で活動

　こんにちは。中国からの留学生、西方
（セイホウ）と申します。SIFAのボラン
ティアとして活動しています。関西大学
大学院で日本語教育について研究して
います。
　研究している間に、留学生以外の外国

人にも日本語学習支援が必要だということに気付きました。
留学生は系統的に日本語を勉強して進学しましたが、最近、
もっと多くの外国人が様々な目的を持って日本に来ていま
す。彼らはきちんと日本語学校に通う余裕がないかもしれま
せん。「じゃ、外国人は一体どこで日本語を勉強すればいいん
やろ？」と悩んでいた時、私の指導教員の紹介でSIFAのボラ
ンティア活動を見学しました。その時「ここ面白い！」と強く感
じました。また、自身の語学の経験をより多くの人と互いに
シェアし合いたくて、自らお願いをしてSIFAのボランティア
活動を始めました。
　ボランティア活動は少し日本語授業のような感じですが、自
分のことを「教える側」とは思っていないです。私が担当する
学習者は年上の方が多く、活動の間に学習者からも彼の出身
国の文化や人生の経験など、様々な情報がもらえて、その時
私も「学習者」の立場になります。つまり、ボランティアが一方
的に教えるだけでなく、「学習者」からもいろいろな勉強がで
きます。それこそ「ザ・国際交流」ではないかと私は思います。

西方 山人 さん （ 日本語チューター・にこにこ日本語で活動 ）
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SIFAからのおしらせ

★　　　　   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　
「多文化ぷらす」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。 
日本語わいわい：日本人と外国人のボランティアとおしゃべり活動。 
みんなの漢字：ボランティアと教材を使用して生活に必要な漢字の学習。 

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。
行政機関（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 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

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

10月7日（水）、11月4日（水）、12月2日(水)

10:00～11:00

電話またはメールでSIFAまで

SIFA　など

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」
  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

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

地域のみなさんといっしょに料理を作って食べる「多文化つ

くたべ交流会」をします。外国人のみなさんと日本人ボラン

ティアがいっしょに活動します。

た   ぶん  か　　　　　　　　　  なか  ま　　   ぼしゅうちゅう

多文化つくたべ仲間　募集中
ち　いき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 りょう り　　　つく　　　　　た　　　　　　　  た　ぶん  か

　　　　　　 こうりゅうかい　　　　　　　　　　　　 がい こく じん　　　　　　　　　　　　　　　に　ほん じん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かつ どう

    がつ  なのか　  すい    　　　　  がつ  よっか　  すい　　　  　　 がつ  ふつか　  すい

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

日 時
にちじ

対 象
たいしょう

参加費
さんかひ

申込み
もうしこ

場 所
ばしょ

なにをしますか

1

どこでいつ

9/16(水)
13:30-15:30

自分の国の食べ物
について話します

千里ニュータウンプラザ 8F
千里市民センター

2 9/23(水)
13:30-15:30

料理のことばを
勉強します

千里ニュータウンプラザ 8F
千里市民センター

3 9/30(水)
13:30-15:30 料理の練習をします ☆ケープコッド

4 10/7(水)
13:30-15:30

レシピを作ります
交流会の相談をします

千里ニュータウンプラザ 6F
SIFA

5 10/14(水)
13:30-15:30

交流会の準備をします
買い物に行きます

千里ニュータウンプラザ 6F
ラコルタ

6 10/21(水)
13:00-17:00

地域の人と
“つくたべ交流会”

☆ケープコッド

7 10/28(水)
13:30-15:30

  交流会の良かったところ・
良くなかったところを

話します

千里ニュータウンプラザ 8F
千里市民センター

すい

すい

すい

すい

すい

すい

すい

じ　ぶん　　くに　　 た　　 もの

　　　　　　　 はな

せんり

　　せん り   し  みん

りょうり

    べんきょう

りょうり　 れんしゅう

 　　　　　　　　　つく

こうりゅうかい　　そうだん

こうりゅうかい　　じゅんび

　　  か　　 もの　　 い

ち いき 　  ひと

　　　　　こうりゅうかい

こうりゅうかい　　よ

　  よ

     　　　　 はな

せんり

　　せん り   し  みん

せんり

　　せん り   し  みん

せんり

せんり

①WEBから ②SIFAへメール

　名前・国籍・性別・メールアドレス・

　電話番号を書いて

　ください。

外国人のみなさん（途中からでも参加できます）

日本語がまだ話せない人、料理が苦手な人も参加できます。

子どもといっしょに参加できます。

がい こくじん　　　　　　　　　　　　　　 と ちゅう　　　　　　　　  さん　か

 に　ほん　ご　　　　　　　 はな　　　　　　　ひと　    りょう り　　  にが  て　　　ひと　　 さん  か

  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん  か

 な  まえ　　こくせき　   せい べつ

でん  わ   ばんごう　　　か

いりません
10月21日(水)の交流会は、材料費が500円くらい必要です。

がつ　　にち　すい　   こうりゅうかい　     ざいりょうひ　　         えん　　　　 　ひつよう

参加できる人
さんか　　　　  ひと

参加費
さんかひ

申込み
もうしこ

Google form




