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2022年度 国際交流ボランティア
登録説明会

2022年度4月開講の語学教室(通年クラス)は、英語・中国語・韓国朝鮮語の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。

期　間
＜会員＞ ＜一般＞
受講料　消費税込時　間内　容申込

番号 担当講師

11:10～12:10英語でChat（レベル：初中級）801 Nhon 16,580円 1/7～3/18（全10回）18,450円金

13:00～14:00ドラマで学ぶハングル（レベル：初級）802 朴家英 16,580円 1/11～3/15（全10回）18,450円火

14:45～15:45ネイティブが使う英語表現（レベル：中級)803 Hosea 16,580円 1/7～3/18（全10回）18,450円金

10:00～10:50親子でSing&Chants800 Ruben 8,140円 1/11～3/8（隔週・全5回）9,075円火

曜日

SIFA語学教室 1月開講短期クラス

《予告》4月開講クラス

      Ⓐ～Ⓓ 
いずれかの方法で
お申込みください。

申込方法

①申込番号  ②名前（ふりがな）  ③住所  ④TEL  ⑤性別  ⑥年齢  ⑦SIFA 会員または一般
※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不開講となります。

Ⓐ 往復はがき ： 往信面に【必要事項】をご記入の上､SIFA まで郵送ください。
Ⓑ 窓　口 ： 未使用の通常はがきをご準備いただき､事務局窓口へお越しください。
Ⓒ メール ： 【必要事項】をご記入の上、語学教室専用アドレス（sifaclass@suita-sifa.org ）まで。
Ⓓ QR コード専用フォーム

1月開講クラス

説明会参加
申込フォーム

こあらくらぶ

【必要事項】

1年クラスと同時受講も可能です。

〔800〕5組　〔801～803〕10名定 員〔800〕2～4歳児と保護者　〔801～803〕15歳以上対象年齢

　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？

● 日本語学習支援
● 外国にルーツをもつ子どもの学習支援
● 翻訳　  ● 保育　  ● 外国人ママ・パパ支援　　など

主なボランティア活動
☆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、2022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。

2月23日（水・祝）10:00～11:50日時

高校生以上の方対象

先着40名（オンライン 25名、SIFA会場 15名）定員

2月1日（火）から受付開始
①電話　②googleフォーム

申込み

オンライン（Zoom）とSIFA会場場所

10:00-10:30　SIFA事業紹介
10:30-11:00　ボランティア講座
11:15-11:50　各活動について個別ブース説明

内容

　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。みんなで楽しく
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！

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

じん

こ そだ

こくがい

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たの

あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おや  こ

　　 ともだち

申込み
もうしこ

メールまたはQRコードで申込み
もうしこ

外国人ママ・パパと小さい子ども、妊娠中の方

※1～3月は日本人の親子も参加可能です。

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

　　　　　　　 がつ　　  に  ほん じん　　  おや　こ　　　さん　か　か　のう

対 象
たいしょう

お金はいりません
かね

参加費
さんか  ひ

1月19日（水）  世界各国・新年のお祝い、防災教室

2月  8日（水）  節分あそび　　　

3月  2日（水）  ひなまつり

がつ   　　にち　 すい　　     せ  かい かっこく   しん ねん      　　　いわ　　　　ぼうさいきょうしつ

がつ     ようか　 すい　　     せつ ぶん　　　　　　　　　　　　　　   

がつ     ふつか　 すい

日にち
ひ

SIFA　など場 所
ば しょ

10:00～11:00時 間
じ  かん

お席に空きのあるクラスもありますので、お問い合わせください。
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　爽やかな秋晴れの中、すいたウォーク「南千里コース」が開
催されました。千里ニュータウン情報館の方よりニュータウン
の概要をお聞きした後、「吹田まち案内人」のガイドさんと
SIFA日本語教室の学習者、チラシを見て参加してくださった
方等、約15名で出発！
　ポイントごとに話されるガイドさんからの説明に皆さん耳を
傾けながら、普段見過ごしがちな風景や知らなかったニュー
タウンの歴史に触れ、約5キロのコースを楽しみました。

　「見て！触れて！体験して！」を合言葉に、今年度の多文化まつりは、「多文化
まつり月間」として、11月に吹田市内各所でさまざまなイベントを実施しました。
ボランティアの皆様をはじめ、吹田市、関係団体、地域の皆様によるご支援ご協力
のもと、各日多くの来場者で賑わいました。

多文化まつり月間

11月6日（土）

11月1日（月）～30日（火）

SIFA事業報告

すいたウォーク  南千里コース

　SIFA廊下壁面を使い、
SIFAの事業や教室紹介、吹
田市国際交流団体ネット
ワークへ登録団体の活動紹
介を展示しました。
　また、日本語教室に通う学
習者の川柳や書道などの作
品も展示しました。

11月1日（月）～30日（火）　
＠SIFA

SIFA Gallery

知らないところが
いっぱいあったよ！

ガイドさんの話を
聞きながら散策。
いつもの風景が
新鮮に見える？

SIFA事業紹介とさまざまな市民活動をされている団体の紹介。

日本語で川柳を
つくるのはむずかしいですが、みなさん
上手に五・七・五でまとめています。

　外国にルーツを持ち、日本に長く住んでいる3人のパネリ
ストを迎え、仕事や子育ての体験談を聞きました。来日して
から経験した沢山の悩み事や困り事を1つずつ乗り越え、当
時のことを明るく話してくれたパネリスト達。質問や悩み事
に丁寧に耳を傾け、共感を示す言葉に参加者たちは安心し
た様子でした。いどばた会議終了後の皆さんの笑顔が印象
的でした。

11月7日（日）　＠ラコルタ
外国人いどばた会議

左からパネリストの
ソク ヨンホさん(韓国)、
ダハル プスパラルさん
(ネパール)、
許 紅華さん(中国)

グループに分かれて質問タイム。
先輩からのアドバイスは心強い限りです。
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　持続可能な社会の実現やSDGsが話題になる今、
ニューヨークの小学生たちがプラスチック汚染問題に
取り組んだドキュメンタリー映画「マイクロプラスチック・
ストーリー -ぼくらが作る2050年」を上映しました。
　また、ニューヨーク在住の佐竹敦子監督と会場をオンラ
インでつなぎ、作品に込めた思いやニューヨークで感じた
社会の変化などを直接お伺いしました。
　環境問題に国境は無く、私たちのアクション一つ一つが
未来を変えていくのだと子どもたちから教えて貰いました。

11月20日（土）　
＠千里市民センター

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 』

毎週金曜日に、わいわいおしゃべりしながら日本語を学んでいます。熱心に教えてくれるボランティアのお陰で日本語力もアップします。

　すいたウォーク第2弾。南千里コースに続き、ガイド
さんご協力のもと、JR吹田駅周辺を散策。メロード
吹田最上階から吹田の街を一望し、旭通商店街、高
浜神社などをまわりました。
　参加者のみなさんからも、こんなところがあった
んだ！楽しかった！との声をいただきました。

11月21日（日）
すいたウォーク  吹田コース

浜屋敷前で記念撮影

高浜神社の歴史についてお話を聞きました。

上映後にニューヨークと　
吹田をつなぎトークセッションを行いました。
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　大阪大学大学院言語文化研究科助教の近藤美佳さんを講師としてお招きし、小学校などでの母語学
習支援において出会った子どもたちの「できること」への理解や、子どもたちの中にあるモヤモヤ、葛
藤など、いくつかの事例を挙げてお話し頂きました。いつも子どもたちのそばで一緒に困ったり悩んだ
りしてくれる、そんな存在の大切さを感じました。
　講師の言葉にあった「自分の当たり前は誰かの当たり前ではない」ことを踏まえた上で、私たちにで
きることは何かを考える貴重な時間になりました。

11月23日（火）　＠オンライン

多文化ぷらす
「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」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「こあらくらぶ」の
特別企画『親子でまなぶ健康と防災』を開催しました。
　「ママの身体と心のケア」では、こあらくらぶのボランティア
でもある産科医の髙岡幸さんに、妊娠から出産、そして産後
の育児期にかけて、ママの身体も環境も変化の大きい時期
のケアについてご紹介いただきました。
　健康なママでいるために、自分の身体を知ること＝自分の
身体を大切に思う気持ちの第一歩だと感じました。

11月17日（水）　＠ラコルタ
親子でまなぶ健康と防災

SIFA Gallery

熊のぬいぐるみを使って子どもの身を守る
方法を教えてもらいました。

みなさん熱心に耳を傾けていました。

100均ですぐに買える防災グッズがあると
知りました。

　防災教室では防災士の松村直子さん
が、災害時に子どもを守るための具体的
な方法や、身近なもので準備できる簡易
トイレの作り方をご紹介くださいました。
100円ショップで揃う防災グッズの展示も
あり、知っておくことも備えのひとつにな
ると感じました。
　お母さんたちが熱心に話を聞いてい
る間、子どもたちはこあらくらぶのボラ
ンティアが用意した縁日で夢中に遊んで
いました。

SIFAホストファミリーボランティア世話人企画の在住外国人に聞いた、
吹田市と大阪府のおすすめスポットマップ。何枚も練習をしてボランティアと一緒に選んだ1枚です。
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　SIFAの日本語教室に通う学習者が自国を紹介
する『世界わいわいめぐり』を開催しました。
　中国・韓国・イタリア・ポーランドを紹介する
ブースのほか、世界にまつわるクイズラリーや
フェアトレード商品紹介コーナーなどいろんな
国や文化にふれることができ、小さいお子さん

から大人の方
まで多くの方
がご来場くだ
さいました。

11月27日（土）　＠ラコルタ、SIFA

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。

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 吹田市医師会
■ 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 バーブワイヤー

■ 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 国際学部 多文化コミュニケーション学科
■ 社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会千里病院
■ 吹田商工会議所

法人会員紹介

世界わいわいめぐり、クイズラリー、フェアトレード

どのブースもたくさんの人でにぎわいました。 ハングルで名刺を作りました。

イタリアブース
では食べ物にま
つわるクイズに
挑戦！

中国ブースでは
水書道にトライ！
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SIFAからのおしらせ

めい

でん  わ

む りょう

申込み
もうしこ

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

日本語オンライン会話クラス
に　ほん  ご  　　　　　　　　　　　  かい  わ

①メール　②電話　③googleフォーム

①、② どちらも20名定 員
てい いん

無料参加費
さんか  ひ

★　　　　   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。　 
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。　 
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

　オンラインで会話の練習をしましょう！先生が教えます。
３回のコースです。

　　　　　　　　　　　　　　　　かい  わ　　　 れんしゅう　　　　　　　　　　　　　　  せん せい　　  おし

　 かい　　　　　　　　

SIFA事業報告

コミュニティ通訳ボランティア スキルアップ研修　10/4
多言語進路ガイダンス　10/16
こあらくらぶ　9/22、10/20
国際理解パッケージ  江坂大池小学校　11/10、19　
　　　　　　　　　 岸部第一小学校　11/17
子どもクラス Open Day　11/24、27、30

2021年9月～11月実施事業いろいろ

① 入門コース

1月12日、1月19日、1月26日　水曜日
がつ         にち　　　がつ         にち　　　がつ         にち　　  すい よう  び

期 間
き  かん

10：00～11：30時 間
じ  かん

2月2日、2月9日、2月16日　水曜日
がつ ふつか　　　がつここのか　　  がつ         にち　　  すい よう  び

期 間
き  かん

10：00～11：30時 間
じ  かん

にゅうもん

② 初級コース
しょきゅう

他団体からのおしらせ

　共に生きる世界をつくるために、一人ひとりができること
～誰ひとりとり残さない社会の実現のために～ をテーマに
様々な機関、企業や団体が集まり、それぞれの活動をWebを
通して発信します。

日　時　2月12日(土)～13日(日) 10:00～17:00  (参加型ライブ配信)　
　　　　2月  1日(火)～11日(金)  特設サイトから先行配信　
　　　　2月14日(月)～2月28日(月)  特設サイトから継続配信　
場　所　ワン・ワールド・フェスティバル  特設サイト　  
主催・問合せ先
ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会
TEL：06-6777-1039（電話での問合せ  平日9:00～17:00）

期　間　3月10日(木)～20日(日)　
主　催　大阪映像文化振興事業実行委員会　  
問合せ先　大阪アジアン映画祭　運営事務局　
　　　　　TEL：06-4301-3092
　　　　　E-mail：info＠oaff.jp

第29回ワン・ワールド・フェスティバル オンライン企画

第17回大阪アジアン映画祭


