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（１）募集案内
■ 国際理解教育フォーラム 参加者募集中！

【日時】2009 年 1 月 23 日(土)14 時〜17 時

OFIX では、学校教員や国際交流団体を対象に、「OFIX
国際理解教育フォーラム」を開催します。フォーラムでは、下

【場所】マイドームおおさか８階 会議室
【対象】府内学校（小学校、中学校、高等学校等）の教員、
国際交流団体（NPO、市町村国際交流協会等）

記の研修で育成した外国人講師を国際理解教育の授業･講
座に派遣する外国人サポーター派遣事業（新規事業）の紹

【定員】50 名程度

介に加え、外国人サポーターと国際理解教育指導教諭によ

【応募】参加希望の方は、①学校または団体名②氏名③連

り授業の実演や授業の進め方の説明等を行うとともに、イン

絡先（電話番号）を OFIX（℡06-6966-2400）までご

ターネット回線を利用した外国との遠隔授業、JICA やユニセ

連絡ください。

フが行う国際理解教育支援事業など、国際理解教育に活用

◎申込締め切り 平成 22 年 1 月 15 日（金）

していただける様々な情報を提供いたします。併せて、参加
者同士の交流、情報交換が行えるよう意見交換会を実施し

※詳しくは募集チラシをご覧ください。
⇒ http://www.ofix.or.jp/forum̲panf.pdf

ますので、是非ともご参加いただきますようお願いします。

■ 国際理解教育外国人サポーター研修を実施！

ループワークでは、各自アウトラインについて発表、意見交

OFIX では、１２月４日、５日、府内の学校や団体が行う国

換を行い、何をどのように伝えれば、いい授業になるかを熱

際理解教育の授業等に、外国人講師として母国の文化や

心に議論しました。研修生たちにとっても、たくさんの国の文

歴史などを紹介したり、国の遊びや歌、民族舞踊などを通し

化について知ることができ、異文化理解を深めることができ

て交流を図る「国際理解教育外国人サポーター」の育成研

た実りのある研修となりました。

修を実施しました。研修には、１0 カ国･地域出身の留学生

この研修を修了した皆さんには、今後、OFIX 国際理解教

や在住外国人の方 30 名が参加し、母国紹介を上手に行うコ

育外国人サポーターとして、府内の学校等で活躍していた

ツや話のすすめ方などのレクチャーを受けた後、独自の母

だきます。

国紹介授業プログラムのアウトラインの作成を行いました。グ

母国紹介授業の実演

グループワーク

発表するドイツの留学生

（2）大阪府外国人情報コーナーだより
■ 年末年始に病気になったら（FAQ）
年末・年始には多くの医療機関がお休みになります。 急

（06-6765-3650 日本語のみ）

な病気やけがで、救急車を呼ぶほどではない場合、まずは

休日・夜間緊急歯診療：

かかりつけ医に相談します。もしお休みで相談できない場合

大阪市天王寺区大阪府歯科医師会館 06-6772-8886（9 時

は、休日や夜間に受診できる機関を知っていると安心です。

から 16 時） 06-6774-2600（21 時〜翌 3 時)

ただし、外国語での対応ができないところがほとんどですの

大阪府医療機関情報システム

で、医療用語対訳集などを手元に置いておく方がよいでしょ

http://www.mfis.pref.osaka.jp/qq27scripts/qq/fm27qjkksm̲

う。

in.asp

休日・夜間急病診療所：あなたの近くの診療所の情報は、

◎大阪府外国人情報コーナー

大阪府医療機関情報システムで検索できます。大阪府救急

（月〜金曜日※祝日・12/29〜1/3 を除く）

医療情報センター（06-6761-1199 日本語のみ）でも問合

専用電話：06‐6941‐2297 （対応時間：9:00〜17:45）

せできます。

ＦＡＸ : 06-6966-2401

大阪府小児救急電話相談：

E−mail : jouhou-c@ofix.or.jp

毎日午後 8 時から翌朝 8 時まで対応しています。夜間に子ど

対応言語： 英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、

もが急病の時、病院に行った方がよいかどうか相談できます。

スペイン語、ベトナム語、フィリピノ語、タイ語、日本語

日本語・英語のみ

（3）OFIX 事業報告
■「留学生・外国人のための合同企業説明会」
留学生等在住外国人の就職を支援するため、今年第２回目
の合同企業説明会を１１月３０日（月）に大阪市中央公会堂で開

国人留学生等の支援を行いました。各コーナーとも留学生の熱
気に包まれて盛況のうちに終了しました。

催しました。
企業の参加は３１社に及び、参加対象となった留学生・専門
学校生（２０１０年および２０１１年春卒業予定者）、既卒者、求職
中の在住外国人の来場者は約５５０名となりました。
企業ブースでの説明会に加え、大阪外国人雇用サービスセ
ンターによる情報提供コーナー、行政書士による在留資格相談
コーナー、キャリアカウンセラーによる就職個別相談コーナー
等設けて、様々な情報提供を行い、日本で就職を希望する外
ブース説明の様子

■「関西留学生音楽祭 in OSAKA 19th」
外国人留学生と府民が音楽を通じて交流する「留学生音
楽祭」を 12 月 13 日に開催しました。
本年から関西留学生音楽祭 in OSAKA として新たにスタ
ートした留学生音楽祭では、市制 120 周年を迎える堺市（堺
市民会館）において、外国人留学生が伝統音楽や民族舞
踏を披露し、1150 名の観客の方々と音楽を通じて心を通わ
せました。
オープニングに地元堺の“すずめ踊り”が披露され、その
後 22 カ国・地域の外国人留学生 132 名により、母国の伝統
的な楽器演奏や民族舞踏から、現在母国で流行っている歌
まで、多彩でレベルの高いステージが繰り広げられ、国境や
文化・言葉の違いを超えた交流の輪が広がりました。

音楽祭のフィナーレは、出演者全員が参加する「ワールドス
テージ」で絢香の「POWER OF MUSIC 」を留学生と会場が
一体となって合唱し、音楽祭は感動のうちに幕を閉じました。
関西音楽祭は、
来年は京都にお
いて開催されま
す。

■「平成２１年度海外移住家族会近畿ブロック会議」
大阪府海外移住家族会（会長：奥井正光）は、海外（主に

会議後の交流会では、「ブラジル日本人移民百周年記念

ブラジルなどの中南米）への移住者の留守家族による情報

特集」のＤＶＤを鑑賞しながら、それぞれに交流を深め、来

交換などを目的として、昭和３７年に発足。現在は OFIX に

年は奈良県で開催予定の近畿ブロック会議での再開を約束

事務局を置き、移住者の家族の他、海外に興味を持ち、海

しながら盛況のうちに閉会いたしました。

外日系人との交流に積極的な方にもご参加いただいており
ます。
海外移住家族会近畿ブロック会議（大阪府海外移住家族
会、兵庫県海外移住家族会、京都府海外移住家族会、奈
良県・日系人ふるさと親善協会で構成）が、１２月１８日（金）
にマイドームおおさか４階会議室で開催されました。 来賓と
して(財)海外日系人協会の西脇調査役、独立行政法人 国
際協力機構（ＪＩCA）大阪国際センターの奥邨課長にご臨席
いただき、活動報告や活発な意見交換がなされました。

（４）留学生会館（オリオン寮）ニュース
■国際交流茶会を開催しました！
11 月 29 日、堺留学生会館オリオン寮において、「国際交
流茶会」が開催されました。
当日、アジア、欧米から約１００名の男女留学生達が艶や
かな着物を着て、茶道を体験しました。足袋や草履を履いた

ては、千里国際友好会をはじめ、OFIX ボランティアなど多く
の方々のご厚意をいただきました。多くの団体等が連携する
ことにより、イベントを円滑かつ盛大に実施することができま
した。

り、正座をしてお茶をいただくのは少々辛そうでしたが、友達
同士着物を着て嬉しそうに写真撮影をしていました。
また、お茶のたて方を教わったり、将棋、折り紙、剣玉、独
楽回し等日本の伝統的な遊び、文化を体験しました。
この「国際交流茶会」は、（社）茶道裏千家淡交会大阪西
支部なみはや青年部、(財)大遊協国際交流・援助・研究会
が開催するもので、OFIX からは、着物や着付けボランティア
の提供という形で協力いたしました。特に着物の提供につい
茶道体験

■留学生と地域住民との交流会を開催しました！
堺留学生会館オリオン寮において、留学生と地域住民と

した。賞品は、もっとも生活に大事な非常グッズや石鹸・洗

の相互交流やコミュニケーションを深めるため留学生の自主

剤などでした！参加者は約１００名とても楽しく、有意義な交

企画による交流会（ウィンターパーティ）を１２月１２日（土）に

流会となりました。

開催しました。
地元自治会の方々に書道や日本の唱歌のご指導をして
いただき、留学生の企画による借り物競走などのゲームを楽
しみました。また、留学生達が日本で安心して生活できるよう
に、地元の警察の方に安全対策についてご指導いただきま
した。
最後に、留学生の企画によるビンゴゲームなどを楽しみま
にぎやかな会場

書道体験

（5）OFIX 国際交流員レポート
■バラエティー・バリエーション
皆さんこんにちは！OFIX のリチャードです。
日本での生活も、大体の事
は慣れてきて好きですが、一

リスでは、ほとんどのクイズ番組の出場者は一般人です。芸
能人が出る場合は、必ず獲得金はチャリティーに寄付しま
す。

つだけ全然慣れないのがテレ

日本の番組は、芸能人が笑ったり、感動したり、泣いたりし

ビです。最初は、やはり言葉

ます。私から見ると、芸能人もまるで一視聴者のようです。司

の問題だと思っていましたが、

会者は、基本的に視聴者よりほぼ芸能人に向かって話しま

番組の内容やよく出演する芸

す。イギリスでは、視聴者に向かって話すので、日本のように

能人が原因だと気付きました。

司会者を取り巻く芸能人は必要ないのです！また最近気づ

初めて日本のバラエティー

いて驚いたのは、日本の芸能界でも他の業界と同じく先輩・

番組を見た時にびっくりしたの

後輩があります。会社みたいに「何年目」とか「同期」の話が

は、出演者の数でした。まず

番組によく出てきて、芸能人の間でもとても意識しているよう

はアナウンサー（スーツを着た進行役）、次に司会者（経験

です。芸能界はちゃらちゃらしたイメージがありますが、その

のある芸能人）、最後に司会者の周りに３０名ぐらいの芸能

辺りきっちりしているようです！

人がいました。 この３０名の約半数は出番がなく立っていた

イギリスでは、日本のようなバラエティー番組はほとんどあ
りません。日本ではドキュメンタリーや歴史番組、健康情報

だけなのです。
テレビを見るにつれて、似たような番組が非常に多いと分

番組や料理番組などの全てがバラエティーになりますが、イ

かり、また司会者に群がる芸能人は、その時期に人気があっ

ギリスでは個々が独立した番組構成で、特にスタジオでの芸

た芸能人だと分かりました。もちろんイギリスにもこのような一

能人のコメントなどはありません。

発屋はいますが、日本では特に多いと感じます。

テレビ番組は、人の心に深い影響を与えると思います。私

バラエティー番組にもいろいろあります。海外番組を流し

は疲れて仕事から帰ってくると、実は時々バラエティー番組

たり（その時芸能人は、画面の端で大げさなリアクションをと

を見て笑います。しかし、１０分後にはリモコンを持って、もっ

る）、大食いを競い合ったり、できるだけ馬鹿げた答えを出す

と頭が良くなりそうな番組を必死に探します！

クイズ番組などです。クイズ番組でいつもびっくりするのは、
多くの場合、勝った芸能人が大金を獲得することです。イギ
★その他の募集・お知らせ★
・ 上海万博大阪出展に関する寄付金を募集しています！⇒ http://www.ofix.or.jp/news.html#syanhai
・ 国際交流イベント情報の募集・紹介（イベントカレンダー） ⇒ http://www.ofix.or.jp/cgi-bin/calender.cgi
・ 国際理解学習の授業（小中高）に国際交流員や留学生等を派遣します。 ⇒ http://www.ofix.or.jp/jigyou/index2.html
・ OFIX ボランティアの登録制度のご紹介 ⇒ http://www.ofix.or.jp/boran/index3̲1.html
・ OFIX 賛助会員の募集及びご寄付のお願い ⇒ http://www.ofix.or.jp/ofix/index4̲1.html

◎ OFIX ニュースについてのご意見、ご感想はこちら info@ofix.or.jp
◎ 大阪国際クラブの会員の皆様からの海外レポートはこちら clubnews@ofix.or.jp
◎ OFIX ニュース配信登録はこちら http://www.ofix.or.jp/mail/index.html#japanese
◎ バックナンバーはこちら http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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