おしらせ掲示板 参加者募集！

＊＊＊＊ご参加ください！＊＊＊＊

―定期的に実施している活動です―
＊多文化子育てサロン 毎月第 1,3 木曜 10:00～12:00
＊国際交流なんでも相談 毎月第 4 月曜 13：30～15：00
＊ナイト漢字クラス 毎週火曜 19：30～21：00
＊日本語交流サロン 毎週金曜 19：30～21：00
＊英会話 レッツ・コミュニケート 毎週火曜日 午前

＊元気の出る英会話 毎週木曜日 午前
（以上はとよなか国際交流センターにて開催）
＊サパナマーケット

毎月第 3 土曜 10:00～15:00

くわしくは TIFA 事務局にお問合せください。

TEL:06-6840-1014 （平日 9:30～17:00）

Toyonaka International Friendship Association

①TIFA セミナー 7 月 8 日（日）14：00～16：00 カフェ・

TIFA

サパナにて 「中国の若者が今考えていること」
（お話：留学生 謝さん、汪さん）
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②TIFA ワールドクッカリー9 月 29 日（土） くらしかんキッ
チンにて 「アゼルバイジャンの家庭料理とお話」
（講師：留学生 アクサナさん）

③TIFA グローバルサロン 9 月 30 日（日）とよなか国際
交流センターにて「外国にルーツのある子ども達の
夢の実現に向けて」
（お話：毎日新聞社 中尾卓司さん）

④TIFA グローバルサロン 11 月 12 日（月）とよなか国際

特集

2018 年度活動計画～さらなる多文化交流を～

交流センターにて「私が歩んできた道」
（お話：絵本作家 市川里美さん）

入会・ご寄付のご案内 Welcome!
入会方法等くわしくは事務局にお問合せください。

■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。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 3000 円
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…随時、金額は自由です。
特定の活動へのご支援も歓迎いたします。
【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

世界の女性と子ども支援寄付

ご寄付のお礼
2017 年度、以下のみなさまよりご寄付をいただき
ました。ありがとうございます。TIFA の活動は皆
さまのご支援によって支えられています。
●一般寄付（個人）
17 人の方々より 総額 128,300 円
大津留様、水谷様、田中様、野路様、山野上様、
田坂様、他

●団体寄付
18 団体より 総額 611,612 円
元気の出る英会話の皆様、カフェ・サパナ、ワン
ストップカフェ相談員、ネパールプロジェクトよ

TIFA の国際協力活動のために使わせていただきま

り、他

す。 一口 5000 円よりご協力をお願いします。

●世界の女性と子ども支援寄付
8 件 総額 358,470 円
岡本様、神戸グローバルチャリティーフェスティ
バル様、樋口様、新田様、畑様、赤松様、下田様、
キュウ様、辻様、他
信号を渡る↑

等で報告をお送りします。
【送金先】 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

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 〒560-0021 大阪府豊中市本町３－３－３
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://tifa-toyonaka.org/

国際交流の会とよなか(TIFA)が発足して 32 年、国籍・文化の違う人たちとともに、住みやすい
社会をめざして、市民ができる活動をつづけてきました。市民団体なので、国、大阪府、豊中
市などからの活動・財政支援もなく、広報、活動場所、範囲などに制限がありますが、その分
市民の柔軟で自由な活動ができてきたと思います。今までの経験や、皆さまからのアドバイス
をいただいて、より充実した活動に発展させたいと願っています。（理事長 葛西芙紗）

第 12 回 TIFA 国際子どもキャンプ 参加者募集！
子どもたちが世界の多様な文化を持つ外国人と出会い、触れ合い、学ぶことで人権
感覚や国際感覚が養われます。先入観のない子ども時代に世界にふれることで、世
界へ一歩ふみだす勇気を持ち、はばたいてくれることでしょう。
第 12 回 TIFA 国際子どもキャンプ 2018
8 月 21 日（火）～23 日（木）２泊３日
豊中市立青少年自然の家「わっぱる」にて開催。
（集合・解散は豊中市役所前）
小学 4 年生～中学 3 年生 80 名募集
参加費：一人 13000 円（バス代、宿泊費、食費など含む）
定員：80 名 （定員になりしだい締め切ります）
申込み・問合せ：TIFA 事務局 TEL06－6840－1014

ウズベキスタンからの学生受け入れ

スリランカとの交流プログラム

ＥＸＰＯ’７０基金からの助成を受けて、ウズベキスタン
から 5 名の中高生を 7/5～7/20 豊中へ招へいします。
＜スケジュール＞
7 月 7 日（土）12 時～14 時 カフェ・サパナにて歓迎会
9 日～19 日 地域の中学・高校へ体験通学。
7 月 16 日（月・祝）14 時半～16 時 とよなか国際交流
センターにてウズベキ
スタン学生との交流会。
ご参加ください！

7 月 26 日～8 月 3 日、相互交流のため、日本
から有志が現地を訪問。10 月頃には現地より
日本語学習中の学生を招聘し、日本文化・日
本事情を体験してもらいます。（2018 年度も双
日財団より助成金を受けて実施予定。） 学生
の受入れにご興味のある方はご連絡ください。

2018 年度 活動計画

TIFA の各プログラムの活動予定です。ご参加・ご協力よろしくお願いします！

ネパールでの支援活動
ネパール自立会
昨年度の成果を引き継ぎ、公開ミシン教室を

ドダウリプログラム

実施。定着性のある人材確保のための手だ

TIFA 多文化子育てサロン

国際理解教育プログラム

現地の生活向上をめざして 25 年近く通い、縫製教室、

外国人親子がスムーズに社会にとけこ

てを思考し、特に、ダカ織の織り手を増やし

小・中・高校の国際理解プログラム

診療所開設、キルト工芸指導、製菓事業、奨学金支給、

めるよう、情報交換や交流の場として、

たいと思っています。彼らの自立は、賃金あ

への世界各国の外国人講師派遣な

給食支援・・・など続けて来て、村は見違えるように発展

毎月第 1，3 木曜「TIFA 多文化子育て

ってのことであり、そのためには、作品を販売

どを行っています。今年は 6 月に豊

してきました。今年は支援の段階から自立して活動を続

サロン」を開催しています。今年度は

する活動が欠かせません。一層の努力をす

中市立第１７中学校 1 年生 6 クラス

けられるようにする予定です。奨学金・給食のサポートを

日本文化の紹介、手芸、料理教室、医

るつもりです。

に 1 人ずつの講師派遣が決まって

していただいている方々、子ども達は随分元気になり、と

療相談、ハイキングなど実施予定。

います。

ても感謝しています。今年度もゆうちょ財団のご支援を
いただいて活動を発展させていく予定です。

豊中市との協働事業
在住外国人の生活支援・相談事業
・いつでもどこでも相談 OK! 「ワンストッ
プカフェ」
・留学生対象バザー（毎年 4 月に実施）、
・リユースバザー（年 4 回くらしかんにて）
・留学生用アパートの管理および生活サ
ポート など実施予定。

TIFA 多文化こどもカフェ

・通訳相談員派遣:市役所外国人

月に 1 回、日曜日の午後集まり、親
は日本での子育てや学校教育につ
いて話しあい、子どもたちは遊びの
中で 多文化 の交流 を深めて いま
す。外国にルーツを持つ親子がい
らっしゃったらぜひ声をかけてくださ
い 。 今 後 の 予 定 ： 6/17 、 7/22 、
8/19 、 9/9 、 10/28 、 11/18 、 12/9
（すべて日曜日）

市政相談窓口（英語：月火木金、

旧「子どもの家」プログラム

中国語：水、その他：随時）・中国

孤児院閉所後の女の子たちへの

残留帰国邦人相談（週１日）・保育

個別支援を継続中。里親様の支

所 (随時)、

援終了後の進路について、保護

ブンガマティプログラム

・広 報多言 語版作 成 （毎月英・

者や先生とともに考えています。

ブンガマティ村、ファルシドール村でニット製

中・韓・スペイン語）、文書翻訳

年末頃に再度現地を訪問する予

品を作り始めて４年目になります。今年度は

以上を市と協力して行っています。

定です。

ニット帽子のデザインの多様化、帽子以外の
製品の種類を増やすこと。ネパール国内での
販売先の開拓に重点を置く予定です。（大阪

TIFA セミナー
国際社会で起きている問題を身近に

TIFA グローバルサロン

考えるためのセミナーを年 2～3 回開

外国人や日本人の方から世界で活

催しています。

動されたお話や、歩んでこられた興

①7 月 8 日「中国の若者が今考えて

味深いお話をうかがいます。異なる

いること」というテーマで留学生から

文化へのハードルを下げ、世界へ

話を聞く ②2019 年 2 月頃タイムリー

のとびらを開いてください。今年度

なテーマで講演会開催予定。

は 9 月 30 日（日）、11 月 12 日（月）

コミュニティ財団より助成を受けています）

地域でのネットワーク活動
地域のさまざまなネットワークに参加し、他団体
とも連携しながら活動をしています。

に実施予定です。

ナイト漢字クラス
TIFA キッチン

（火曜 19：30～21：00）
9 月 8 日（土）とよなか国際交流フェスタでス

8 月 4 日（土）5 日（日）豊島公園を中心に開催されます。TIFA

「インドネシア料理へようこそ」の料理

テージ発表をします。今回は、紙芝居の上

は「市民ふれあい広場」でネパールグッズ等を販売します。

講座を開催しました。阪大留学生男

演です。ぜひ、当日ご覧になってください。

性のインドネシア料理を味わい、交流

ボランティア募集！見学に来てください。

TIFA ワールドクッカリー

●とよなか国際交流フェスタ
9 月 8 日（土） 10:00～ とよなか国際交流センターにて
国際子どもキャンプ報告会、バザー、料理などに参加します。

ホストファミリー

カフェ・サパナ運営支援

主に大阪大学の留学生のホストファ

在住外国人の活躍の場、就労の

通してその国の文化を体験する活動を

ミリーを引き受けています。（宿泊は

場として、日々の運営をサポートし

しています。9/29（土）「アゼルバイジャ

伴いません） 毎年春と秋に新しいフ

ています。ランチタイムやお弁当

ンの家庭料理とお話」を、くらしかんにて

ァミリーを募集しています。色々な国

作りなどのお手伝いも募集してい

開催予定。その他の国で 1、2 回予定し

の留学生たちとの交流を楽しんでみ

ます。毎月第 3 土曜日に「サパナ

ています。

ませんか？

マーケット」開催中！

母国の家庭料理を一緒に作り、「食」を

●2018 豊中まつり

今年は、6 月 10 日（日）くらしかんで

しました。

地域に住む外国人の方を講師に招き、

地域のイベント 開催予定

日本語交流サロン
（金曜 19：30～21：00）
日本語を第一言語としない人を対象に、日本
語での交流をしています。ニーズに合わせて
日常会話や日本語能力試験の勉強などもし
ています。また、お茶の飲みながら、お互い
の文化にふれ合う交流の場にもなっていま
す。どうぞ見学にお越しください。

●市民ジャンプ活動ジャンプフェスタ
9 月 8 日（土） 12:00～17:00 豊中駅前広場にて
●くらしかん祭り 10 月 27 日（土） 10：00～くらしかんにて
●神戸グローバルチャリティーフェスティバル （11 月予定）
●コラボ・二坪マルシェ

千里公民館にて

●ワンワールド・フェスティバル 2 月頃 大阪市内にて

