主催：公益財団法人吹田市国際交流協会
後援：吹田市・吹田市教育委員会
協力：Osaka Metro

SIFAについて/About us

た
っ
ぷ
り
、
ど
っ
ぷ
り
、
て
ん
こ
も
り
。

吹田市には多くの外国人が暮らしています。公益財団法人吹田市国際交流協会（SIFA）は、いろいろな文化・ことば・習慣などを
持つすべての人が、お互いに違いを認め合い、安心して暮らせる地域社会づくりのために、さまざまな事業に取り組んでいます。

異文化理解・国際交流

在住外国人の支援

◼ SIFA語学教室・子ども英会話教室

◼ SIFA日本語教室

◼ 国際交流ボランティア活動支援

◼ ボランティア通訳による病院や行政機関などへの同行

◼ 子ども国際理解事業

◼ ハロハロSQUARE（外国にルーツを持つ子どものための放課後教室）

◼ 多文化まつり・多文化共生に関する講座

◼ こあらくらぶ（外国人パパ・ママの居場所づくり）

ホームページ
https://suita-sifa.org/

Facebook
https://www.facebook.com/suita.sifa/

イ ベ ン ト や語 学
教 室 の 最 新情 報
はこちら！

賛助会員になってSIFAを応援してください！
✓ 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

✓ お申し込み方法
事務局で：平日9:00～17:00
郵便振込：ゆうちょ銀行

✓ 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。

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。

SIFA

SIFA TimesまたはHPの広告掲載料の割引（法人会員のみ）

多文化まつりは、新型コロナウイルス感染症対策を施して実施いたします。ご参加いただく皆さまにも、

事前に下記の事項についてご理解とご協力をお願いします。

おしらせ

The multicultural festival will be held with measures taken against new coronavirus infections.

新型コロナウイルス

①イベント内容は、新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、予告なく変更になる場合があります。

感染症対策について

②風邪の症状（発熱や咳など）がある方は参加できません。屋外のイベントでも同様です。

Multicultural Festival ・ 多元文化节 ・ 다문화 축제

③マスクの着用、咳エチケット、会場への入場前の手指の消毒にご協力をお願いします。

④ご来場いただく方の把握のため、各イベント申込時にご連絡先をご登録いただいております。事前申込
不要のイベントでも、会場への入場前に来場者カードのご記入をお願いします。

アクセス/Access

11/1

月

→30 火

〒565-0862 吹田市津雲台1-2-1 千里ニュータウンプラザ6階
阪急千里線「南千里」駅 直結
Suita City Tsukumodai 1-2-1, Senri Newtown Plaza 6th floor
Hankyu Senri Line "Minami-Senri" station directly connected

主な会場

2021

今年度の多文化まつりは、感染防止対策のためイベント
日程を分散して「多文化まつり月間」として実施します。

SIFA、ラコルタ、
千里市民センターほか
吹田市内各所で開催！

最新情報は
特設HPへ
全イベント
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、
予告なく変更になる場合があります。

入場無料

公益財団法人吹田市国際交流協会 Suita International Friendship Association（SIFA）
TEL 06-6835-1192（月～金 9:00～17:00） E-mail info@suita-sifa.org

「多文化まつり」へおでかけの際は、Osaka Metroや公共交通機関をご利用ください。

もうしこみ/Application

令和3年度「SIFA多文化まつり2021」のご開催、誠におめでとうございます。

市長あいさつ

吹田市国際交流協会におかれましては、多文化共生社会推進のための教室やイベントの開催など、地域で暮ら
す多様な文化・言語・習慣等を持つ人々が、お互いに違いを認め合いながら支え合って暮らすことができるよ

1.

WEB：各イベントの申し込みフォームから必要事項をご入力ください。

う、多岐にわたる取組を進められていることに、心より敬意を表します。

2.

メール：①イベント番号（複数ある場合は全て）、②氏名（ふりがな）、③住所、④電話番号、⑤メールアドレス、

その中でもこのまつりは、初開催の平成30年度、そして令和元年度は企業、各種団体、ボランティアの方々の
協力のもと、市内外からの1,000人を超える多くの来場者でにぎわいました。令和2年度は新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため中止となりましたが、今年度はイベントごとに開催日を分散させ、また対面やオンライ

その他イベントごとの必要事項をご記入の上、info@suita-sifa.orgまでお送りください。
3.

窓口：SIFAの窓口にてスタッフにお声がけください。

ン、屋外での実施など、感染対策を十分に行った上で、様々な工夫を凝らした企画が用意されています。この
吹田市長
後藤

イベントを通して今年も多くの方が多文化に触れ、お楽しみいただけるまつりになることを期待しています。
圭二

たげんご/Multilingual

結びになりますが、多文化まつりの開催にあたり、吹田市国際交流協会の皆様をはじめ、ボランティア及び関

このチラシの内容は、SIFAのホームページで多言語（英語・中国語・韓国朝鮮語）で紹介しています。

係者の方々に感謝を申し上げるとともに、ご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げます。

左のQRコードからご覧ください。
English
中文
한국조선어

The contents of this leaflet are available in multiple languages (English, Chinese and Korean) on
the SIFA website. Please check from the QR code on the left.

すいた ウォーク

外国人いどばた会議

ママと子どもを守るための健康と防災

Suita Walk

Foreigner Idobata Conference

Family Health and Disaster prevention

吹田の街をボランティアガイドさんと一緒にゆっくり歩いてみませんか？

日本で暮らして困っていること、悩んでいること、お得な情報など、

外国にルーツのある親子の交流会「こあらくらぶ」のスペシャル企画。

きっと新しい発見があるはずです！

いろんな話をしましょう。先輩外国人の体験談も聞きます。

女性の身体と心のケアや子どもの命の守り方についてまなびませんか？

A. 南千里コース

[日時] 11月7日(日) 13:30～15:00

親子で楽しめるミニ縁日もあります。日本人の親子もご参加いただけます。

[日時] 11月6日(土) 9:30～12:00

[集合] 阪急南千里駅に9:30

申し込みフォーム

申し込みフォーム

[対象] 吹田市または吹田市の近くに住む外国人

[日時] 11月17日(水) 10:00～12:00

申し込みフォーム

[会場] ラコルタ(千里ニュータウンプラザ6F)

[申込] 共通事項に加えて、⑥国籍、⑦話したいこと(子育て、仕事、友達など)

B. 旧吹田村コース
[日時] 11月21日(日) 9:00～12:00

[会場] ラコルタ(千里ニュータウンプラザ6F)
[定員] 15名

[行先] 佐竹台近隣センター、高野台団地、竹見台スターハウスなど

[定員] 20名程度
[内容] 1)10:00～11:00 ママの身体と心のケア

[集合] JR吹田駅に9:00

[行先] 旭通商店街、高浜神社、浜屋敷、旧西尾家など

多文化ぷらす＠オンライン 「ベトナムにルーツを持つ
子どもたちが教えてくれた多文化共生」

[定員] 両コースともに、15名程度
[申込] 家族で参加される場合は、共通事項に加えて参加者全ての氏名が必要

Tabunka-Plus Multicultural coexistence taught
by children with roots in Vietnam

[協力] 千里ニュータウン情報館、吹田まち案内人

すいた de シネマ 「マイクロプラスチック・ストーリー ぼくらが作る2050年」
Suita de Cinema "Microplastic Madness"

2)11:00～12:00 子どものいのちを守る防災教室 ※真如苑Shinjoプロジェクト助成金事業
[申込] 共通事項に加えて、⑥国籍、⑦お子さんの名前と年齢、⑧参加希望時間

世界わいわいめぐり

申込不要

"Wai-Wai" World Tour

ベトナムにルーツをもつ子どもたちへの母語学習支援の活動や研究を
SIFAの日本語学習者が自国を紹介します。見て・

続けている近藤美佳さんにお話しして頂く多文化共生講座です。

聞いて・いろんな国や文化にふれられます。
[日時] 11月23日(火・祝) 13:30～15:00
[日時] 11月27日(土) 10:30～13:00

[会場] オンライン(Zoom)

[会場] ラコルタ(千里ニュータウンプラザ6F)

[定員] 30名

[定員] 感染防止のため会場の入場制限あり

[申込] 共通事項に加えて、⑥Zoom表示名
[講師] 近藤美佳さん

申し込みフォーム

(大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻 助教)

SIFAギャラリー

ハロハロSQUARE 「クイズラリー」
申込不要

SIFA Gallery

ニューヨークの小学生たちがプラスチック汚染問題を学び、解決に向けてアクションを広げ

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」の子どもたちが考えた

SIFAの事業や国際交流団体の活動紹介を展示します。ぜひご覧ください。

ユニークなクイズラリーです。全て答えて、素敵な景品をゲットしてください！

[期間] 11月1日(月)～11月30日(火)

この他、さまざまな言葉でメッセージカードを作るコーナーもあります。

[会場] SIFA廊下(千里ニュータウンプラザ6F)

フェアトレード商品紹介コーナー

ていく姿を追ったドキュメンタリー。上映後、佐竹敦子監督とのトークセッションを予定し
ています。
[日時] 11月20日(土) 9:30～11:30

吹田＆大阪おすすめスポットMap

[開場] 9:10

[内容] 長編ドキュメンタリー/76分/英語(日本語字幕あり)
カフェテリア・カルチャー制作

[申込] 共通事項に加えて、⑥佐竹監督への質問など(任意)

Fair trade product introduction corner
NPO法人アフリカ児童教育
基金の会などによるフェア

[定員] 30名

[ゲスト] 佐竹敦子監督※上映後にオンラインにてご登壇予定

申込不要

Suita & Osaka Recommended Spot Map

[会場] 千里市民センター(千里ニュータウンプラザ8F)

"Halo-Halo" Quiz Rally

申し込みフォーム

留学生など在住外国人のおすすめスポット情報です。ここもあるよ！という方はぜひご記入

トレ ード 商 品の 紹介 コー

ください！ホストファミリーボランティア企画です。

ナーです。カンチャ・ラマ

[期間] 11月1日(月)～11月30日(火)

さんの野菜も佐賀からやっ

[会場] SIFA廊下(千里ニュータウンプラザ6F)

てきます！

