
 
■正会員…入会金 2000 円 年会費 6000 円（月 500 円） 

TIFA で実際に活動を行う会員です。 

■賛助会員…年会費 一口 3000 円 TIFA の活動を資金面

で支援していただく会員です。ニュースレター等を

お送りします。 

■寄付…金額は自由です。活動のために大切に使わせて

いただきます。 

入会方法など、くわしくは TIFA 事務局にお問合せください。

振込先： 

池田銀行 豊中支店 普通預金  口座番号 3643801 

 口座名義：特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか

 

TIFA では、ネパールの女性たちの下記の作品を「グローバルとよなか」で 
展示販売しています。収益は彼女らの自立のために使われます。 

 

 

フィリピン女性たちが集まって、得意な踊りを

全国各地で公演しています。 

ＴＩＦＡのサポートで、１９９５年に、「フィリピンダ

ンスカンパニー」を設立しました。ＴＩＦＡとはそ

れ以来のお付き合いです。練習の合間には、

フィリピン女性たちが日本で生活しての悩み

や喜びを分かち合っています。 

「とよなか国際音楽祭」では 17 人が踊ります。

みなさま、どうぞお楽しみください！！ 

 

ビッキー脇山 ＆ 

フィリピンダンス 

カンパニー 
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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 （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  〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚 4-7-17-109 

Tel/Fax: ０６－６８４０－１０１４ E-mail: tifa99@nifty.ne.jp 

お問合せ、お申込みは 月～金曜 09:30～17:00 

ホームページ：http://homepage1.nifty.com/tifa/ 

・最新のイベント情報はホームページをご覧ください  

TIFA 会員募集中 

 

 

音楽は国境を越えた一つの言葉。 

世界中どこへ行っても必ず音楽はある。 

言葉は分からなくても、聞いていると心が癒され 

励まされるといったことはあるのでは… 

音楽にはそんな魅力があります。 

そして、音楽を通じて新たな出会いが生まれる。 

世界中の人々が人種 年齢に関係なく音楽で 

心がひとつになれる。 

さあ、皆さん 

歌いましょう！！！ 

 

フローレス・デュオ       

Florez Duo 

 

『グローバルとよなか』 へようこそ！ 
 
グローバルとよなかは、さらなる国際交流を深めるためにＴＩＦＡ

の有志が設立したコミュニティ・スペースです。下記のようなプ

ログラムをはじめ、スタッフや参加者のアイデアでさまざまな楽

しいイベントを開催しています。お気軽にお立ち寄りください。 
 
＊各種英会話クラス（大人、子ども、親子） 

＊多言語クラス （ご希望があれば何語でも） 

＊世界の文化シリーズ（その国の講師による） 

＊フェアトレードショップ（民芸品、紅茶、コーヒー等） 

ネパールの孤児の少女たちの里親募集中！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

    朝みんなで登校する子どもたち (2011 年 1 月) 
 

子どもの家 （Happy Girls Home） では、現在 7 歳

から 12 歳の 10 人の少女たちが義務教育を受け

ながら共同生活をしています。 

ネパールでは、親のいない女の子の行く末は厳

しいため、この孤児院でできるかぎりの教育と生

活力を身につけて送り出したいと、地域の村人た

ちが頑張って施設を運営しています。それに応え

て、子どもたちも、互いに教え合い、助け合いな

がらよく勉強し、よく働いています。この子たちが

義務教育を終えるまで見守り、応援していただけ

れば幸いです。 

ご支援いただく養育費は月 2000 円。手紙や写真

の交換、現地訪問等もお手伝いします。 

くわしくは事務局（06-6840-1014）までお問合せく

ださい。 なお、特定の子どもの支援を希望されな

い場合はネパール後援会員（年一口 5000 円）と

してご協力をお願いします。 

 

地域の外国人音楽家の熱い思いを応援しています 

国際交流の会とよなか（TIFA）は、地域に住む外国人とともに住みやすい社会を目指して活動を

続け、25 年が過ぎました。今まで色々な国の文化に対する理解を深めるため、国際理解講座や夏・

秋のフェスティバル等で母国の歌や踊りなどを紹介していただいていましたが、今回は一歩前進し

て、それぞれの国の人たちから、「自分たちの音楽や踊りの公演を通して、地域を国際文化都市に

していきたい」という希望が出ましたので、TIFA も応援して、一緒に準備し実現の運びとなりました。

「パンパシフィックファンド」からの助成、「国際交流市民ネットとよなか」、「とよなか市民活動ネ

ットきずな」の協力、「豊中市」「豊中市教育委員会」の後援など、多くの方々のご支援をいただいて

います。ありがとうございました。              TIFA 代表 葛西 芙紗 

 

 

 

 

 

  

 

世界をつなごう 

特 集

電話：06-6850-0502  E メール：gtoyonaka@nifty.com 
（阪急豊中駅から梅田方向へ西側線路沿いに徒歩 2 分） 

営業時間：月～金曜 10:00～21:00 土曜 10:00～18:00 

 

2･3 面にて TIFA の活動を紹介しています

グローバルバザー 
毎月第 3 日曜 10：00～12：00 

場所：グローバルとよなか 
衣類・アクセサリー等の新品が出
ます。新鮮野菜や手作りお菓子、
フェアトレードグッズもお楽しみに。 

■押花カード■ 
  
野の花を 
ネパールの 
ロクタ紙に 
アレンジし 
ています。 
 

■ミティーラアート■ 
子どもの家の卒業生が現地の伝統芸術
を受け継ぎ、制作しています。 

   

2011 年 2 月 27 日（日） 豊中市立市民会館大ホールにて 



 

     

 
 

 

 

■日本語指導者養成講座 

日時：毎週水曜日 10:00～12:00 

場所：グローバルとよなか（阪急

豊中駅近く） 

わかりやすい日本語の教え方を

様々な国の人が学んでいます。生

徒も講師も外国人です。お子さま

づれも歓迎します。      

■ナイト漢字クラス 

日時：毎週火曜日 19:30～21:00 

場所：とよなか国際交流センター  

漢字を含む日本語を学びたい方が

対象です。学習者は社会人や研修

生（中国、ベトナム人等）、学校教育

を海外で受けた日本人など。ボラン

ティアスタッフは登録制です。 

■にほんご交流サロン 

日時：毎週金曜日 19:30～21:00 

場所：とよなか国際交流センター 

日常会話や日本語能力試験に向け

ての勉強など、参加者それぞれの

ニーズに合わせて学習のサポート

をしています。お茶を飲みながら交

流するひとときも楽しみです。 

■ 大阪大学基礎工学部 

留学生への日本語サポート

日時：随時（留学生・ボランティア

の都合により調整） 

場所：大阪大学豊中キャンパス内

主に基礎工学部の留学生・研究生

およびその家族にボランティアとし

て日本語を教えています。 

■レッツコミュニケート 

日時：火曜日（月 4 回） 

中級：9:30～10:40 

初級：10:50～12:00 

場所：とよなか国際交流センター 

講師：ジェイソン先生 

国際交流のために、英語でのコミ

ュニケーション力をつけましょう。 

 

日時や場所は予告なく変わることがあります。事前に TIFA 事務局 (Tel. 06-6840-1014) にご確認ください 

■ 元気の出る英会話 

日時：木曜日（月 4 回） 

初級：9:30～10:40 

中級：10:50～12:00 

場所：とよなか国際交流センター

講師：ピーター先生 

国際交流のために、まず元気に

話しましょう。 

 

多文化子育てサロン 

毎月、第 1,3 木曜日の 10～12 時までとよな

か国際交流センタ－で外国人母子を対象に

楽しく活動しています。日本の四季や行事に

あわせて料理を作ったり、工作をしたり、ま

た、お花見や遠足に出かけたりと、参加者が

子育て中のストレスから解放されるようなプ

ログラムを行っています。母国から遠く離れ

た日本で頑張っているママ達が安心して楽し

く子育てが出来るように、TIFA メンバーはじ

め多くの方々の力を借りてサポートしていま

す。お近くで外国人親子を見かけたらぜひ子

育てサロンにお誘いください。 

リユースバザー 

「生活必需品を安く入手したい」

という留学生や在住外国人の要

望に応えてバザーを開催してい

ます。資源の再利用という点でも

有意義な活動ですが、保管場所

や運搬などで苦労しています。

ご協力をよろしくお願いします。 

国際理解教育 

これからの国際社会を担う次世代を育てる活動

です。在住外国人と協力して学校や公民館など

で国際理解教室を開き、世界の多様な文化に直

接触れる機会を提供しています。関心をお持ちの

方、ご一緒に活動しましょう。 

TIFA 国際子どもキャンプ 

小 4～中学生を対象とした国際理解のた

めのキャンプを夏休みに実施しています。

外国人講師と 3 日間生活をともにし、学

び、遊ぶことにより、子どもたちは異なる文

化を持つ人と触れ合うことの楽しさを体験

します。今年は 8月 21 日から実施を予定し

ています。 （参加申込は 6 月頃より） 

環境井戸端会議 

地球環境問題が世界共通の課題として避けて通

れないという考えから、グローバルな視点で学

び、話しあっています。 環境問題への責任は私

たち大人にあります。子ども達に美しい地球を手

渡すために、ご一緒に活動しませんか。 

第 3 日曜 12:30～14:00「グローバルとよなか」にて。 

 

TIFA セミナー 

世界の動きを知り、グローバルな視点を持つた

めの勉強会や講演会を企画しています。マスコ

ミでは知ることのできない現実を、実際に体験

した人から直接伝えてもらう機会をつくりたいと

思っています。企画メンバー募集中！  

日タイ青少年交流プログラム 

日本・タイ両国の高校生・大学生がキャ

ンプで寝食を共にし、親密な友好関係

を結びながら、彼らの抱える課題を語り

合い、共有していくことを目的としてい

ます。2009 年は箕面の「教学の森」で、

2011 年はタイ・シンブリ県で開催。いず

れの参加者も、言葉の壁を乗り越え、

心の通う国際交流を経験しています。 

次回は 2012 年 4 月を予定しています。

ワールドクッカリー 

在住外国人や留学生を講師

に迎え、自国の家庭料理を教

えてもらいます。皆で一緒に

作り、試食しながらお国の話

を聞きます。美味しくてために

なる活動です。 

 

ホストファミリー 

主に大阪大学の留学生を毎年 20 名

前後、留学生センターからの依頼で引

き受けています。また海外からのゲス

トの受入れも積極的に行なっており、

交流を深めています。語学力は二の

次。異なる文化への好奇心とホスピタ

リティーがあれば、お互いの理解も深

まり心も通じ合えます。ホストファミリ

ー（注）の受け入れに興味のある方はぜ

ひ一度参加してみてください。 
（注） 留学生と家族的な交流をするプログ

ラム。ホームステイではありません。 

ネ パ ー ル 

ネパールの女性や子ども達との交流・支援活動

を 1993 年から続けています。現在は次のような

活動を行っています。 

①ネパールの田舎ドダウリ村での職業訓練センター

および診療所の建設・運営支援 

②シンズリでの孤児院「子どもの家」運営支援 

③シンズリでの助産施設建設支援 

④カトマンズでの「自立センター」支援と奨学金支給 

以上の活動を現地 NGO と協議しながら実施して

います。 また、2011年度より、「子どもの家」の少

女たちの里親制度をスタートします。皆さまから

のご支援をお待ちしています。 （くわしくは裏面を

ご覧ください） 

豊中市役所での外国人相談窓口 

豊中市からの委託事業として、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。日本の

制度についての説明や窓口での手続きのお手伝いをします。水曜

は中国語、その他は英語で対応。それ以外の言語が必要な場合は

ご相談ください。 月～金曜日 10 時～16 時。電話：06-6858-2730 

グローバルサロン 

地域に住む外国人や留学生の

方をゲストに迎え、母国の文化

や生活の話を、また日本人から

海外生活の体験談などを聞きま

す。視野が広がり異文化理解の

きっかけになればと思います。初

めて国際交流を体験したいとい

う方にも気軽に参加していただけ

るプログラムです。  

出会い・ふれあい・支え合う 身近な国際交流をご一緒に！

在住外国人支援 国 際 交 流 

国 際 理 解 国 際 貢 献 
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アフガニスタン 

今年はプロジェクトを立ち上げて

3 年目。いよいよアフガン復興の

ために行動を開始します。カブー

ル市内にストリートチルドレンの

ための居場所を設けるのが目標

です。一緒に活動してみたい方、

連絡をお待ちしています。 

TIFA は豊中を拠点に 25 年間、草の根の国際交流・国際協力活動を続けてきた市民団体です。

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。 

 

  

   


