国際交流の会とよなか（TIFA）は、市民に
よる身近な国際交流を目的として、1985 年
に大阪府豊中市で発足しました。設立 15 年目
の 2000 年には、多文化のさらなる相互理解・
共生の発展を目指し、NPO 法人となりました。
私たちがともに生きやすい平和な社会を実
現するため、地域に根ざした手づくりの交流活
動や海外での支援活動を進めています。
世界の多様な文化に関心のある方なら、どな
たでも参加できます。ローカルかつグローバル
な TIFA の活動へのご参加・ご協力をお待ちし
ています。

1985 講座「身近な国際交流」の修了生有志により設立
在住外国人の生活支援や交流活動を開始する
1992 とよなか国際交流市民ネットワーク結成
1995 ネパール農村の女性の自立支援活動開始
1999 ネパールに女の子のための孤児院開設
2000 豊中市北桜塚に事務所を取得
2000 大阪府より特定非営利活動法人の認証を受ける
2005 設立 20 周年記念「アジアユースフォーラム」開催
2006 豊中市長、大阪府知事より感謝状
2007 国際子どもキャンプ開始
2012 1 月 豊中市本町に事務所を移転
2012 3 月 「カフェ・サパナ」開設、運営支援開始
2014 「自由都市・堺 平和貢献賞」受賞
2015 設立 30 周年記念イベント開催
2021 2 月 事務所・カフェサパナ 移転、新規オープン
2022 1 月現在 正会員 86 名 理事 7 名 監事 1 名
ネットワーク
■国際交流市民ネットとよなか
■とよなか国際交流センター
■すてっぷ ■くらしかん
■関西 NGO 協議会
■豊中市市民公益活動など

会員それぞれが得意なことを生かして活動しています。
入会をご希望の方は事務局までご連絡ください。
（入会前でも活動に参加していただけます。）
【正会員】
活動する会員です。総会での議決権を有します。
入会金：2,000 円
会 費：500 円／月（半年分を前納）
【賛助会員】
活動を資金面でサポートしていただく会員です。
年会費：個人１口 3,000 円 団体 1 口 10,000 円
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特定非営利活動法人

国際交流の会とよなか
活 動 案 内

【世界の女性と子ども支援会員】
TIFA の海外での活動を支援していただく会員です。
年会費：１口 5,000 円
寄付金の振込先 （金額はご自由です）
郵便振替口座 00940-3-309179
特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか

TIFA 事務所（２F）
カフェ・サパナ（１F）

★

ンTIFA 国際子どもキャンプ

TIFA 多文化子育てサロン

阪急宝塚線 豊中駅
北口（9 番出口）より
「豊中駅前北交差点」
を渡り、徒歩 3 分

特定非営利活動法人

国際交流の会とよなか（TIFA）事務局

ネパール・ドダウリ村での
キルト作り

世界と出会う空間
カフェ・サパナ

TIFA のホ ー
大阪府豊中市本町 3-3-2-101
ムページへ
TEL/FAX: 06-6840-1014
受付時間 月～金曜 9:30～17:00
〒560－0021

（祝日、年末年始等は除く）
※時間外は留守番電話、FAX、E メールにて

E メール: tifa99@nifty.ne.jp
ホームページ: http://tifa-toyonaka.org/

Non Profit Organization

Toyonaka International Friendship Association

在住外国人支援

国際交流

だれもが地域で安心して暮らすことができるように、日常的にサポートしています。

TIFA の活動の原点である身近な国際交流や、海外からの研修の受入れなどを
行っています。
文化交流プログラム
ホストファミリー
海外からの来日の受け入れや

日本の生活で困っていること、悩んでいる
こと、手伝ってほしいこと・・・気軽に話して
ください。
＊多文化こどもカフェ （教育に関する相談）
＊HAND IN HAND （留学生・研修生の集い）
＊国際なんでも相談 （就労、在留資格など）

日本語クラス
日本語を母語としない人
を対象に、一人一人のレベ
ルやニーズに応じた日本
語教室を開いています。

外国人相談窓口
豊中市役所の「外国人向け市
政案内・相談窓口」（第 1 庁舎
5 階）に相談員を派遣していま
す。問合せ：06-6858-2730

流するプログラム。日常的な
国際交流を楽しみます。
スリランカの学生の日本文化体験

日本語クラス

バザー
留学生や在住外国人の生活
支援のために、地域の人達
から商品を提供してもらい、
バザーを開催しています。

多文化子育てサロン

外国語講座

世界の料理教室

毎月第 1、第 3 木曜日の午
前中に、外国人母子とともに
楽しく活動しています。

国際交流のための英会話
クラスなどを有志で開い
ています。

地域に住む外国人から自国の家庭
料理の作り方を教えてもらい、多様な
食文化についてのお話を聞きます。

国際理解
世界のさまざまな文化に対する理解を深め、グローバル
な視野を育てるための活動です。
TIFA 国際子どもキャンプ
いろいろな国の外国人講師ととも
に、国際理解のためのキャンプを
夏休みに実施しています。
（小学４年～中学３年生対象）
留学生から母国の話を聞く

TIFA セミナー

グローバルサロン

世界の動きを知り、グローバル
な視点を持つための講演会を
開催しています。

ゲストを囲んで多様な文化や
活動のお話を聞きます。お気
軽にご参加ください。

出会い・ふれあい・支えあう
身近な国際交流・国際協力を
ごいっしょに
国際協力
国境を超えた草の根の交流をベースと
した国際協力や支援活動を行っています。
ネパールでの支援活動
ネパールのブンガマティおよびドダウリ
村にて、子どもの教育支援や女性の生
活を支援するための縫製技術指導など
を、現地 NGO と協力して行っています。

TIFA セミナー

教育・給食支援をしている
ネパールの小学校

ウズベキスタンで日本語を
学ぶ子どもたち

と こ ろ

世界と出会う空間
カフェ･サパナ
「サパナ」とはネパール語で「夢」。世界の多
彩な食文化と出会える場として TIFA が運営
を支援するカフェ＆交流スペースです。
（場所は TIFA 事務所の１階です）

サパナランチ

サパナ弁当

地域に住む料理自慢
の外国人がシェフをつ
とめます。日替りでい
ろんな国の家庭料理
が味わえます。

ご家庭で、職場で・・・
世界の味をそのままパ
ックしたお弁当をお楽
しみください。（配達の
ご相談も承ります）

女性の自立支援の取り組み
途上国の女性たちの手作り品を日本
で紹介し、販売することにより、彼女
たちの生活と自立を支援しています。
アフガニスタン EJAAD の刺繍作り

国際人材を紹介します
国際理解講座や外国語クラス、文化
交流イベントなど、在住外国人が活
躍できる場を広げていきたいと思い
ます。お気軽にご相談ください。

相互訪問など、国境を越えた
手作りの交流を行っています。

留学生等と家族ぐるみで交

アフガニスタン女性支援
コロナ禍の
ネパールで
の食料支援

首都カブールにて伝統的な
刺繍製作を通じて女性の教
育や就労を応援しています。

サパナマーケット 店内でお買物もどうぞ。
第 3 土曜日には手作り市を開いています。
＜営業時間＞ 月曜～金曜 10：00～15：00
〈ランチタイムは 11:30～〉 夜間や土・日・
祝日は貸スペースにご利用ください。

facebook

