
特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか     2018年度 事業報告書      2018年 4月 1日～2019年 3月 31日 

 

カテゴリ 活動・プログラム 活動内容、実施日、参加者数、成果等 

（１
） 

在
住
外
国
人
支
援
活
動 

【成果】 地域で長年活動する市民団体として、公的な事業ではカバーできない支援活動を継続している。近年、日本に働きに来る人が増え、支援内容も時代と共

に変化している。今年度もニーズに応じて多様な支援活動を実施した。支援を受けるだけでなく、支援する側へと成長する外国人も増えてきている。 

TIFA多文化子育てサロン 多文化子育てサロンの開催（第 1・3木曜） 計 18回実施（延 30人参加）、西丘子ども園の評議委員として参加。 

生活支援バザー 
留学生対象バザー（4/13）、くらしかんバザー（4 回開催）、サパナマーケット（毎月第３土曜）、サパナにて常時展示

販売、イベント出店（豊中まつり、国際交流フェスタ、すてっぷフェスタ、くらしかん祭りなど） 

豊中市からの委託事業 

・外国人市政相談窓口に相談員派遣（英語週 4日、中国語週 1日）、乳幼児健診出張通訳(英語)   

・中国残留帰国邦人相談（中国語週１日）への通訳相談員派遣 

・広報とよなか（ダイジェスト）多言語版作成 （毎月 4言語） サパナ弁当市役所職員への販売取り次ぎ (月 2～3回) 

通訳・翻訳サービス 付添い通訳派遣（こども園 20回・豊中病院 8回）、各種生活情報・行政文書等の翻訳 

ＴＩＦＡ多文化こどもカフェ 
ＴＩＦＡ多文化こどもカフェの開催。（月 1回主に土曜日）計８回実施。（延５0人参加） 

会食をしながら、子どもどうしの交流と親どうしで子育ての悩みを話し合った。 

豊建アパートの管理 5室の契約事務、家賃徴収など。豊健商事に月 1回サパナより弁当差入れ。 現在 2 室空き。 

収益計 4,902,452 円  費用計 3,102,974 円 

(

２)  

国
際
理
解
活
動 

【成果】 地域で暮らす隣人として、日本人と外国人が互いの文化を理解することの重要性が増している。そのためのさまざまな体験や学びの機会を、子どもから大

人まで提供することができた。 国際子どもキャンプは、子どもたちが世界の多様な文化に肌で触れる有意義な 3日間となっている。 

国際理解プログラム 
豊中市立第 17 中学校 1 年生 6 クラスに 6 名の講師派遣は台風で中止、豊中南ロータリークラブからの依頼で、庄

内少年文化館に英語講師派遣（7,8月）。12/15 南桜塚小学校子ども教室に講師派遣（ベトナムのチョウさん） 

TIFA国際子どもキャンプ 2018 8/21～23 青少年自然の家わっぱるにて実施。 小中学生 77人、スタッフ 30人（内 留学生 15人）参加 

TIFAセミナー 

2回開催。 ①2018/7/8(日) カフェサパナにて座談会「中国の若者が今考えていること～中国人留学生を囲んでテ

ィータイム」謝振さん、汪頴さん（参加者17人） ②2019/3/17（日）国流センターにて講演会「ミャンマー（ビルマ）から

見えてくる日本」講師；フォトジャーナリスト宇田有三さん（参加者 28人） 



TIFAグローバルサロン 

11/12（月）「旅をしてうまれた絵本～世界の女性と子ども達との出会いから～」(市川里美さん・絵本作家) 参加者 30

名（ＴＩＦＡ会員 18 名） 2/11（月・祝）「子どもの夢応援～新聞記者と考える～」（中尾卓司さん・新聞記者）参加者 35

名（ＴＩＦＡ会員 18名） 

収益計 1,049,500 円  費用計 1,083,590 円 

（３
） 

国
際
交
流
活
動 

【成果】 だれでも気軽に参加できる国際交流活動を実施した。外国人の母国の家庭料理教室は好評で、毎回満席となる。昨年と続いてのスリランカの学生研修受

入れは、会員がそれぞれ得意なことで関わり、継続的な交流プログラムとして発展の可能性がある。 

ホストファミリー活動 
大阪大学の春期及び秋期に来日した留学生のホストファミリーを引き受けた。（春 5組、秋 8組） 

2月には交流会を開催した。 

TIFA ワールドクッカリー 
9/29（土）「アゼルバイジャンの家庭料理とお話」（アクサナさん・22人参加）、2/23（土）「Sweets time with Maria ルー

マニアのティータイム」（マリアさん・25人参加） 

TIFAキッチン 
くらしかん生活情報ひろば事業として実施。 「インドネシア料理へようこそ」2018 年 6 月 10 日（日）参加者 22 人（講

師 2人、メンバー5人含む） 講師:テンクさん、クリスティンさん 

在住外国人との新年交流パーティー 1月 13日（日）開催。 約 80人参加。 

スリランカからの研修受け入れ 
7月に当会より 4名が現地へ行って活動を共にし、夏祭りを実施。9 月末～10 月に学生 5名とサマンティカさんを招

聘。ホームステイで日本文化紹介、料理交流、高校生活体験、日本語学習についてのディスカッション、観光など。 

収益計 105,663円   費用計 1,358,577 円 

（４
） 

国
際
協
力
活
動 

【成果】ネパールでの支援活動は現在 3か所にて実施している。女性の支援活動（手仕事品の製作販売）は、現地 NGOが自立できる方向に進んでいる。子どもの

教育支援活動については、里親制度により継続的な支援を行っている。ウズベキスタンプログラムでは、日本の中高生にも交流の機会を提供できた。 

ドダウリ村女性と子ども自立支援プログラム 
ゆうちょ財団よりの最後の助成金を得て、キルト工芸、縫製教室、現地のみで自立して運営できるよう指導しました。

キルト製品は持ち帰り販売しました。 

サクー村農村女性の自立支援と子どもの

教育支援プログラム 

６月現地訪問し、センターと学校訪問をする。古着の支給。従業員と子ども（特に里子６名）との懇

談。給食支援の効果を確認。JICA事務所訪問し、サクー村製品へのアドバイス受ける。現地販売活動

は、カトマンズ、サクーの地で積極的に実施した。 

旧子どもの家里親プログラム 
「子どもの家」閉所後の子どもたちへの個別支援を継続（里親制度による）。12月現地訪問し状況を確認した。 

10年生終了後は TIFA としてではなく個人的な支援とする。卒業生 5人にも面会することができた。 

パタン・ブンガマティ支援プログラム 
ニット製品約 450個、ビーズブレスレッド約 250個を現地で作成し、日本で販売及び福島の被災地に届けた。サナチ

ェタナ小学校でのニット製作メンバーによる給食支援を行った。現地のホテルの土産物店への販売支援を行った。 



活動報告会 1/18ゆうちょ NGO活動報告会：ネパール各地の活動報告、手仕事作品の紹介、交流 

ウズベキスタン・プログラム 
7月フェルガナ県リシタン市より 5名の若者を招聘し、2週間で豊中市内の中高校に体験入学、交流会を実施してウ

ズベキスタンの文化を紹介。3月に 5名が現地日本語学校を訪問。 

活動資金づくり 「世界の女性と子ども支援基金」の運営、ネパールニュース発行、各種イベントでの出店など 

収益計 0円  費用計 8,806,479 円 

（５
）ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動 

【成果】 地域のさまざまなネットワークに参加することで活動の場が広がり、イベント出店により活動紹介や資金調達もできている。 

とよなか国際交流市民ネットワーク 国際交流なんでも相談会（第４月曜）、外国人救援基金の運営 

くらしかん（豊中市立生活情報センター） 
登録団体定例会出席、バザー参加（4 回）、 10/27 くらしかん祭り、 ひろば事業に協力 （TIFA キッチン 1 回、ワー

ルドクッカリー2回）、地産地消での販売協力（第 2水曜） 

すてっぷ（男女共同参画推進センター） 
登録団体定例会出席（隔月）、11/12助成金事業としてTIFAグローバルサロン「旅をしてうまれた絵本～世界の女性

と子ども達との出会いから～」開催。 3/2すてっぷフェスタにて活動紹介・助成事業報告・展示販売。 

市民活動情報サロン ショーウインドウにて活動紹介展示（11月）、ステーション事業「TIFA国際交流サロン」（10月、11月、12月） 

イベント参加、活動紹介 
とよなか国際交流センターでの活動発表（9月）、豊中まつり（8月）、くらしかん祭り（10月）、神戸グローバルフェステ

ィバル（11月）すてっぷフェスタ（3月）、等にて活動紹介・作品頒布。 

各種ネットワークの会議・研修等に参加 とよなか国際交流団体、すてっぷ登録団体、くらしかん登録団体、関西 NGO協議会準会員 他 

収益計 0円  費用計 0円 

（
６
）広
報 

ニュースレター、会報発行 会報発行（会員向け・毎月）、 ニュースレター発行（6月）、ネパールニュース発行（2月） 

情報発信 ホームページ、フェイスブック等での発信  

収益計 0円  費用計 19,045円 

（７
）そ
の
他 

TIFAカフェ・サパナの運営協力 
場所の提供、広報宣伝協力（チラシ作成、ホームページ・フェイスブックでの情報発信）、イベントへの協力、事務作

業のサポート 他。  

日本語教室、英語教室への協力 
ナイト漢字クラス（火曜夜）、日本語交流サロン（金曜夜）への協力 

「レッツコミュニケート」 毎週火曜２クラス   「元気の出る英会話」 毎週木曜２クラスへの協力 

収益計 0円  費用計 0円 



 

理事会・総会 開催状況 

 

【理事会】 日時：2018年 4月 24日（火） 

  場所：カフェ・サパナ（豊中市本町 3-3-3） 

  出席者：理事 5名（欠席 1名） 監事 1名  

  議題：2017年度活動状況・収支状況の確認 

        2018年度の活動についての提案・アドバイス 

     意見交換 

 

【総会】 日時：2018年 5月 8日（火） 

     場所：とよなか国際交流センター 会議室  

     出席者数：50人（うち委任状提出者 18人） 会員数：87名 

     議事：第 1号議案 2017年度活動報告承認の件 

        第 2号議案 2017年度活動計算者承認の件 

        第 3号議案 2018年度活動計画承認の件 

        第 4号議案 2018年度予算書承認の件 

        第 5号議案 議事録署名人の選任の件 

     以上を審議の結果、すべて賛成多数にて可決された。 

    


