
ご寄付ありがとうございました 

このたびの移転のために、多くの皆さまからご寄付やご協力をいただいています。心よりお礼申し上げます。  

寄付金額 2020 年 11 月～2021 年 3 月 計 2,375,088 円 

     内訳 現金・銀行振込  1,373,000 円（70 件）クレジット引落し  1,002,088 円（36 件） 

【寄付金の使途】 

皆様からのご寄付はカフェ・サパナ及び TIFA事務所・交流スペースの内装や備品に使わせて頂きました。 

ベンチシート（1，2 階）、クローゼット（２階）、シャッター修理、エアコン（3 台）、ガスコンロ、テ

ーブル、椅子、照明器具、アクリル板、事務所カウンター、看板、壁面シール、ブラインドなど 

★リニューアルオープン後のサパナはランチの来客数が増え、しばらく盛況でしたが、コロナ禍の第３

波、第 4 波に見舞われる中、また厳しい状況が続いています。感染防止対策を徹底し、テイクアウトに

も力を入れて、何とか乗り切りたいと思っています。今後も継続していけるよう、引き続きご支援をよ

ろしくお願いいたします。 

  

Toyonaka International Friendship Association 

TIFA ニュースレター vol.39  
特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか 2021 年 5 月発行 

～ ごあいさつ ～ 

TIFA は 1985 年の設立以来、在住外国人と共に暮らしやすい社会を目指して活動し

てきました。婦人会館→とよなか国際交流センター内→北桜塚の事務所を経て、本町に

移り、カフェ・サパナの開始・・そして 2021 年 2 月、一層の発展を願って東隣に移転

しました。 皆様のご支援のおかげで、ここまで来られましたことにお礼を申し上げ、

今後共のご支援をお願いします。（理事長 葛西芙紗） 
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発行： 特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか（TIFA） 

ＴＩＦＡ （国際交流の会とよなか）は、豊中市にて１９８５年１１月に発足しました。 

メンバーと地域に住む外国人が協力し、言葉や文化、国籍が異なる人たちがとも

に生きやすい社会の実現を目指して活動しています。 

事務局  〒560-0021 大阪府豊中市本町３－３－２－１０１ 

Tel/Fax: ０６－６８４０－１０１４  

E-mail: tifa99@nifty.ne.jp  

お問合せ・お申込みは 月～金曜 10:00～17:00 

ホームページ：http://tifa-toyonaka.org/ 

カフェ・サパナの 
2階が事務所です 

入会・寄付のご案内 Welcome! よろしくお願いいたします！ 
 
■正会員…入会金 2,000 円 年会費 6,000 円（月 500 円）      

TIFAで実際に活動を行う会員です。新しい活動を 

したい方も歓迎します。 

■賛助会員…年会費 一口 3,000円（個人） 1万円（団体）    

 TIFAの活動を資金面で支援していただく会員です。 

等で報告をお送りします。  

■一般寄付・団体寄付（金額は自由） 

特定の活動へのご寄付も歓迎いたします。 

【振込先】 郵便振替口座番号 00940－3－309179  

加入者名：特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか 
 
入会方法など、くわしくは事務局にお問合せください。 

 

世界の女性と子ども支援基金 

長引くコロナ禍で生活が困窮しているネパール

の女性や子どもたちへの緊急支援に使わせて

いただきます。（食料配給、教育支援など） 

支援金：一口 5000円より 

またはご自由な金額にて。 

【振込先】 郵便振替口座番号 00910-8-308062 

加入者名：TIFA 世界の女性と子ども支援基金 

 

1F カフェ・サパナ 

2F サパナサロン 

エントランス 

ホームページ 

 

 TIFA のホー

ムページへ 

 



 

オープニングイベント  

2021.3.22（金）   

新事務所の交流スペースでお披露目のコン

サートが開かれました。コロナ感染防止のた

め参加者は少人数に限られましたが、理事で

フォルクローレ奏者のフローレス・デユオと

アンサンブル：シムパティアのコラボレーシ

ョンで、「アルゼンチンのクリスマス」３曲と

南米の歌曲等が賑やかに紹介されました。 

応援メッセージ  

たくさんの応援メッセージありがとうございます。 

（一部紹介となります） 

▷長年に渡り、多くの人のさまざまなニーズに応え、

たくさんのアイデアを実現してこられた TIFA の活動

は、本当に素晴らしいなあと、いつも尊敬の思いでい

ます。 

▷新しいサパナに遊びに行ける日を心待ちにしていま

す！ これからも世界を旅できる場所、世界の人々が輝

ける場所であり続けてくださいね！ 

▷いつも美味しいランチをご馳走さまです。豊中の国

際化を宜しくお願いします。 

▷新しいサパナ楽しみにしてます！素敵な空間になり

ますようお祈りします。 

▷コロナ禍に負けず頑張ってくださーい！微力な

がら応援しています♪ 
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各プログラムより 

●バザー 

留学生や在住外国人の生活

支援のために、地域の人たち

から品物を提供していただき  

開催しています。 

●TIFA多文化子育てサロン 

毎週第 1、第 3 木曜日の午前中

に、外国人親子がスムーズに社

会に溶け込めるよう情報交換や

交流の場として開催しています。 

●HAND IN HAND@SAPANA 

（中島財団の助成事業） 

地域に住む留学生、研修生やその家族の方

たちと、毎月第一日曜日にサパナで、生活上

のこと、学校のこと、日本語のこと、なんでも

気軽に相談してください。 

●TIFAワールドクッカリー 

地域に住む外国の方を講師

に招き、「食」を通してその国

の文化を体験する活動です。 

●TIFAキッチン 

外国人のお国の料理を、私たち

の口に合うよう調整して一緒に作

ります。講師の方と交流しながら

一緒に作る楽しいひと時です。 

●TIFA セミナー 

国際社会で起きている問題を身近に考える

ためのセミナーを開催しています。 

2020年度は 12月 5日に「自立と平和を求め

るアフガニスタンの女性たち」（すてっぷ助成

金事業）を実施しました。 

●豊中市委託事業 

地域の外国人の暮らしを支

援するため、市役所など、市

の施設での相談・通訳や、行

政文書の翻訳をしています。 

●TIFA多文化こどもカフェ 

日本の学校で学ぶ外国籍の子ど

もと保護者のサポートをしていま

す。子どもたちは一緒に遊び、保

護者は子育てや教育について話

し合うアットホームなカフェです。 

●TIFA つきそいサポート 

阪大の留学生から相談を受け、病院の会

計、薬など窓口回りの不安のために〝つきそ

い“を始めたのがきっかけでした。保育所の

説明や付き添いなどもあり、今後多様なスキ

ルをお持ちの方の参加をお待ちしています。 

●TIFAグローバルサロン 

国内外のゲストの方から、多

様な文化や活動のお話をお

聞きします。 

 

●TIFAネパール ドダウリ村 

日コロナ禍のため、この 1 年余り

現地に行けなくて、キルトを持ち

帰ることが出来ずにいましたが、

やっと航空便で届きました。 

座布団カバー、小キルト、バッグ

などが TIFA 事務所にありますの

で、どうぞお求めください。 

●TIFAネパール パタン・プンガマティ 

サナチェトナ小学校の支援もコロナ禍で休校

が続き、勉強が思うように行えません。生徒た

ちの親には仕事を失った人が大勢いて、学

校が再開したら、できるだけ給食の回数を増

やしたいと思います。 

給食支援のご寄付を 

お願いします。 

●ホストファミリー 

主に大阪大学の留学生のホ

ストファミリーをしています。

（宿泊は伴いません） 

●元気の出る英会話 

国際交流や国際協力活動を進

めるために必要な、英語でのコミ

ュニケーション力をつけるための

クラスです。 

●日本語クラス 

・ナイト漢字クラス（毎週火曜日） 

・日本語交流サロン（毎週金曜日） 

いずれも 19:30～21:00 

外国人を対象とした日本語クラスです。 

 

 写真で振り返る 引越しまでの経緯 

古民家にてカフェ・サパナを開設してから 9 年。建物の老朽化で運営に支障が生じ、また事務所スペースも

手狭になったため、お隣の店舗が空いたタイミングで移転することになりました。2020 年 12 月に新店舗

の設備・改装工事が始まり、翌年 1 月末に引越し完了！ 2 月 10 日からランチ営業を再開。 コロナ禍の中、

目まぐるしい年末年始となりましたが、スタッフの持ち前のパワーとチームワークで無事乗り切りました。

     

 

     

左は前の建物、右が移転先  元居酒屋の大改装スタート！ テーブルにワトコオイルを塗りました  広く明るくなりました    看板取り付け中 

事務局も引越し作業    新事務所はスッキリ！   素敵な交流スペースも   シンプル＆ナチュラルな新サパナ完成！ キッチンも整って準備完了 

TIFA 活動のお知らせ 
新型コロナ禍が未だに終息しないため、再度の緊急事態宣言が延長されました。5 月末まで公

共施設が利用できず、イベントも軒並み中止になるなど、TIFA の活動も大きな影響を受けて

います。それでも各プログラムは、今できることを前向きに捉えて活動を続けたり、休止せざ

るを得ない活動も、やがて明ける日のために計画を立てたりして頑張っています。 

（各プログラムへのお問い合わせは TIFA 事務局まで。） 

（各プログラムへのお問い合わせは TIFA 事務局まで。） 

 


