
 

 

  

2015 年 4 月 25 日、ネパールの首都カトマ

ンズから北西 80㎞付近で大地震が発生しまし

た。私たちは 22年間、ネパールの人たちへの

支援活動をしてきましたので、現地からの緊急

要請に応じて、日本からできるかぎりのサポー

トをしてきました。 生活の基盤を突然失った

人たちにはまだまだ厳しい状況が続きますが、

これからの復興への道のりを共に寄り添って

歩いていきたいと思います。 

緊急募金にご協力いただいた皆様に心より御

礼を申し上げます。引き続き温かい応援をよろ

しくお願いいたします。 

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/ 

 

 

TIFA カフェ・サパナの
2階が事務所です 

イベント情報 

●TIFA国際子どもキャンプ 2015  参加者募集中！ 

8月18日（火）～20（木） 青少年自然の家わっぱるで開催 

小学４年生～中学３年生対象で、世界各国からの留学生たち

と遊んだりご飯を作ったりしながら、世界の言葉や文化を学

び、歌やダンスなどを楽しめます。グループ発表や肝だめ

し、水遊びなど充実したプロ 

グラムです。参加費：10,000円 

事前説明会あり 定員80名 

 

●豊中まつり 

8/1・2（土・日）豊島公園、市民会館等にて（阪急曽根駅下車） 

TIFA は、豊島公園の「市民ふれあい広場」にてキルトやダカ

織、バザー品などを販売予定.。 

●TIFAグローバルサロン 
9/5（土）10:30～12：00 とよなか国際交流センターにて 

「僕が歩んで来た道」（仮題） 今井紀明さん 参加費：300円 

18歳の時にイラクで武装勢力に拘束され人質になった経験を

持ち、現在は通信制高校で単位として認定されるキャリア教

育プログラム「クレッシェンド」を手がける NPO法人 D×Pの

共同代表を務める今井さんから、話を聞く。 

●とよなか国際交流フェスタ （仮称） 
9/5・6（土・日） とよなか国際交流センターにて 

センターに拠点を置くグループによる国際交流イベント。TIFA

も活動紹介（5日午後）、世界の料理、バザーに参加。 

●TIFAセミナー 
9/19（土）14：00～16：00 すてっぷセミナー室1ABC 

講演 「(仮題)イスラムの女子教育について」とイスラム教

徒からのお話 参加費：300円 

アフガニスタン友好協会代表の西垣敬子さんの基調講演と、

2か国のイスラム教徒から自国の女子教育について話を聞き

ます。 

●10/25（日）神戸海星女学園にてキルト販売 

●「とよなか国際音楽祭」 
11/3（火・祝）すてっぷホール 14時～17時（予定） 

（大阪府文化振興基金より補助金を受けて実施） 

外国人音楽家・舞踊家の母国のすばらしい音楽を楽し

むだけでなく、若者たち（小・中・高生）が参加できるプロ

グラムも実施計画中です。参加希望の方はｔｉｆａ事務局ま

でお問い合わせください。 
 

最新のイベント情報はホームページをご覧ください 

入会のご案内 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。  

 一般寄付も受け付けています。（金額は自由） 

 

TIFA の活動いろいろ（201５年 1月～７月） 

1月 17日 新年交流パーティー 

2月 7・8日 ワンワールドフェスティバル出展 

  11日 国際理解教育 北緑丘小学校 「グァテマラを楽しもう」 

  14日 くらしかんバザー 

  28日 ＴＩＦＡセミナー「多様なイスラムを知ろう」 

3月 2～30日 くらしかんひろば 堺・平和賞受賞記念パネル展 

4日 ソロプチミストバザー 

   7日 すてっぷフェスタ 

   9～13日 人権啓発市民ネットワークパネル展（市役所） 

   15日 ＥＳＤセミナー「ちゃんぷる屋台村」 

   24日 グローバルサロン ドキュメンタリー映画「FALL OUT」 

4月 7日 ホストファミリー 大阪大学 留学生受入れ顔合わせ 

11日 留学生・在住外国人のためのバザー 

12日 世界食堂 

5月 1～19日 市民活動情報サロン  

             ショーウィンド展示→ 

    8 日 決算総会 

   10日 フェアトレードデー in箕面 

6月 13日 くらしかんバザー 

   21日 ＴＩＦＡキッチン 「和食を楽しもう」 

   28 日 グローバルサロン「インド・女性と子どものカースト制

度の真実」 

7月 4日  ワールドクッカリー「イランの家庭料理とお話」 

●サパナマーケット＠サパナ 毎月第 3土曜日 10:00～15:00 

●環境井戸端会議 毎月第 3金曜日 14:00～15:30 

●子育てサロン 第 1・3 木曜日 10:00～12:00 

●夜サパナ 第 2土曜日 夕方～ 
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特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか 2015年 7月発行 

 

（シンドゥパルチョーク・カダンパス村） 

 
教育支援している子どもたちとその家族にテント 
を届けました。（サクー村 ウグラタラ小学校区） 

  
地震直後のカトマ
ンズにて 
（メリナさん撮影） 

 

仮設住居用のトタン板を 20家族に 
配布しました。（パタン・ブンガマティ） 

 

（ドラカ・チャマ村） 

 
被災者への食料支援と 

炊き出しをしました（パタン） 
 

自立会代表がダカ織りスタッ
フを訪ね、テントと生活費を
手渡しました。（サクー村） 

ネパールの人たちに寄り添って・・・ 

緊急募金へのご協力ありがとうございます 

NGO・HANDSの呼びかけによる医療チームが被害の大きい山村にて救援活動をしました 

 

 



 

                     

 

 

 

 

多文化子育てサロン 

毎月第 1・３木曜日の午前中、外国人親子と日本人スタッ

フが一緒にリトミックや折り紙、手芸、料理作りなどを楽し

んでいます。 

写真はパン作りの様子です。お母さんの作ったパンダパ

ンは、どこか子どもの顔に似ていました。ほんのひととき

ですが、会話に花が咲き、有意義な情報交換の場になっ

ています。 

        

 

 

TIFAセミナー 

 2 月 28（土）に、講演「多様なイスラームを知ろ

う～アジアのイスラーム社会・マレーシアを例に～」

を開催。講師は国立民族学博物館教授の信田敏宏さ

ん。ＩＳの脅威や人質問題でイスラームへの関心が

高まっていたので、イスラーム世界の現状、イスラ

ームとは何かを中心に話していただいた。 

●ムスリム（イスラム教徒）は今や 

世界の人口の２割を占めていて、北 

アフリカ、中近東、アジアなど広範 

囲に広がっている。●9.11 同時多発 

テロ以降、不安定な中東情勢が続く 

中、ＩＳの勢力が拡大していった。 

イスラームへの負のイメージが広がっているが、そ

の根っこには貧困や差別、イスラーム教への無理解

がある。●イスラームとはもともと｢平和｣を意味し、

アッラーを唯一の神として絶対服従を説く。アッラ

ーの使徒で預言者のムハンマドが神から授かった言

葉を記録したものがクルアーン（コーラン）である。

クルアーンには、1 日 5 回の礼拝、ラマダン月の断食、

マッカ（メッカ）への巡礼、豚肉禁止、女性の身だ

しなみなど、あらゆる面でムスリムが守るべき教え

が書かれている。●1970 年代にイスラーム世界で西

欧的な思想が進むことに反発して、クルアーンの精

神に帰るべきというイスラーム復興（原理主義）の

運動が起きた。 

マレーシアもイスラーム復興の動きが盛んになった

が、多民族国家なので宗教の自由も認められており、

穏健なイスラーム路線を継承している。 

 これらのお話しの他、ラマダンやマッカ巡礼の DVD

を見せていただいたり、ご自身のマレーシア滞在中

の断食体験談を伺って、イスラーム社会がより具体

的に分かった。 

終わりに現在起きているイスラームの問題の情報

はほんの一部で、さまざまな観点から考える必要

があると言われた。 

 地域に住むムスリムの方たちと住み良い社会を

つくるためにも、私たちはイスラームについて知

り、理解を深めることが大切だと思いました。イ

スラームの基礎的なことがよく分かってよかった

という参加者からの声も多くありました。 

次回 9月 19日（土）に「イスラームの女子教育」

についてのセミナーを予定しています。 

 
ドダウリ村より 

22年間にわたる TIFAのパートナー

NGO・HANDSが、日頃の活動のネット

ワークを生かして AMDA、ユースケア・ネ

パール, ネパール軍とともに医療チー

ムを結成し、甚大な被害を受けたシン

ドパルチョークの山村カダンバス村の

住民に医療支援を行いました。また、

犠牲者の家族への経済的なサポート

もしています。 

 

女性たちの幸せと、子どもたちの教育のために TIFA 世界の女性と子ども支援基金 

2015年度より、「TIFAネパールプロジェクト後援会」を「TIFA世界の女性と子ども支援基金」と改名いたします。 

今後は必要に応じてネパール以外の国でも活動できるようになりましたが、このたび予期せぬ大地震が発生したた

め、当分の間はネパールでの活動が中心となる見込みです。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。 

ご協力いただきました皆様にはニュースレター等で活動報告をお届けいたします。 

   【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 

      ※ゆうちょ銀行以外から送金される場合は事務局にお問合せください。 

★TIFAの国際協力活動の報告は随時ホームページにて公開しています。http://tifa-toyonaka.org/ 

子どもの家 Happy Girls Home （シンズリマディ） 
地震の影響で 2 ヶ月遅れて、子どもたちはそれぞれの実家（親戚の

家）に帰りました。今後は一人一人の家庭状況を確認しながら、里親

の皆様の協力のもと、個別に教育支援を続けてまいります。1999 年

の設立以来 16年間、施設運営へのご支援ありがとうございました。 

応援ありがとうございます！ 
緊急支援にご協力いただき、ネパールの被

害にあった人を助けることができました。

応援してくださいました皆様に心から 

お礼申し上げます。 

これからも復興支援・子 

どもの教育支援のために 

よろしくおねがいします。 

ネパール料理を食べにサ 

パナにも来てくださいね。 

          （バテイ） 

各プログラムより報告・お知らせ 

パタン＆ラメチャップより 
ネパール出身の TIFA 会員バティさん

のネットワークを通じて、地震発生直

後より、どこからの支援もない地域で

緊急支援を行ってきました。 

まず 5月初旬、カトマンズの東部ラメチ

ャップ郡の山間部にテントやシートを届

けました。 

 

 

 

 

 

 

また、梅雨を前に、古都パタンのブン

ガマティにて仮設住居用のトタン板を

20 家族に提供し、大変感謝されまし

た。 

自立会（サクー村）より 

地震後、サク―村農村女性自立支

援の拠点である訓練所は、ミシンと

織機、働き手の居場所となっていま

す。畑仕事をしても、ジャガイモは買

い手がなく、生活費も乏しくなってき

ています。ＴＩＦＡからの支援金は、要

望に応じ、テントと生活費を、手渡す

ことから始まりました。当地コ―ディ

ネータ―の慰問も兼ね、とても感謝

されました。山間部ウグラタラ校は生

徒たちのカウンセリングのため本格

的に動いていません。里子家族を訪

問し、テントを支給しました。学校と

の話し合いで、即給食支援を始める

予定です。復興への道を、彼らと共

に歩いて行かねばならないと思って

います。 

 

 

 

犠牲者の家族を訪問 

 
 

 
 

シーラの故郷ティルコニエン村 

 
配布先の名前をチェックするリーダー 

 

医療チーム 

     TIFAカフェ・サパナより      

お陰様でカフェサパナは 3周年を迎える 

ことができました。いつも支えていただき、 

ありがとうございます。 

カフェサパナでは、お弁当の注文を承っています。 

市民活動や職場での会議の際に、お友達と集まった際

に、幼稚園や小学校の集まりの際など…、各国料理を楽

しみませんか？ 

料金は 500円（普通サイズ）、600円（大盛りサイズ） 

10食以上まとめてご注文いただきましたら、配達のご相

談にも応じます。 

お弁当箱という限られたスペースの中で、サパナのお料

理を存分に楽しんで頂けるようにと、 

シェフと相談に相談を重ねて 

メニューを考えています。 

どうぞお気軽にお問い合 

わせ下さい。ランチタイムは  

平日 11:30～14:00頃までです。 

 

ネパール各地より   Report from Nepal 

 

 

TIFAはまもなく 30周年を迎えます 

1985 年 11 月、地域の外国人とともに住みやすい社会をつ

くろうという目的で市民有志が集まり、国際交流の会とよ

なか(TIFA)は設立されました。この秋、30 週年を迎える

にあたり、11 月 3 日（火・祝）すてっぷホールにて記念

行事を企画中です。30 周年事業への協賛金を募集してい

ます。よろしくお願いいたします。 

【協賛金の送金先】 

＊郵便貯金（ぱるる） 

  口座番号：記号 14070 番号 41318851 

  口座名義：特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか 

＊池田泉州銀行 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 
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