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シティ・ヌル・ファウジアナさん

(1)

募集案内

■ 「第 18 回大阪留学生音楽祭」出演者･観覧者の募集

■ 日本文化体験会「国際交流茶会」が開催されます

大阪で学ぶ留学生の皆さんが、民族音楽演奏や舞踏等

大阪の大学等で学ぶ外国人留学生の皆さん、日本の

を披露し、府民の皆様との交流を深めていただくことを目的

伝統文化「茶道」を日本の着物を着て体験してみません

とした音楽祭です。出演を希望される留学生の方や、観覧

か。

を希望される方を募集しています。

日 時： 2008 年 10 月 26 日（日）

日 時：2008 年 12 月 14 日（日）15：30〜開演
会 場：大阪国際交流センター（大ホール）
参加費：無料
問合せ：（財）民主音楽協会関西センター
TEL：06-6761-0289
※詳細はこちら http://www.ofix.or.jp/music̲fes2008.pdf

【第一部】受付 10:30〜11:00
開催 11:00〜13:00
【第二部】受付 13:00〜13:30
開催 13:30〜15:30
会 場： 大阪府堺留学生会館オリオン寮
（JR 阪和線 上野芝駅から北東へ 400m）
問合せ： （財）大遊協国際交流・援助・研究協会
TEL: 06-6761-0180
E-mail： info@daiyukyo-kokusaikoryu.or.jp
※当日は、大阪府堺留学生会館オリオン寮の見学会も
開催します。
※詳細はこちら http://www.ofix.or.jp/chakai̲panf.pdf

■ 「留学生のための合同企業説明会」を開催します
OFIX では、留学生の日本企業への就職を支援するため、
大阪府、京都府、兵庫県、大阪市等と連携し、「留学生の
ための合同企業説明会」を開催します。留学生のみなさん、
ぜひご参加ください。（申込不要）
日 時： 平成 20 年 11 月 17 日（月）11:30〜17:30
場 所: 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
3 階イベントホール
問合せ：（財）大阪府国際交流財団
TEL：072-460-2371
※詳細はこちら http://www.ofix.or.jp/setumeikai̲panf.pdf
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大阪国際クラブ（海外からお便りが届きました）

■ 日本語学習者訪日研修(高校生)
元研修生 シティ・ヌル・ファウジアナさん（インドネシア）

た。また、住吉高校生の家庭でのホームステイでは、私のホ
ストファミリーはとても楽しく、日本に新しい家族ができたよう
な感じがしました。日本の日常生活についてたくさん学ぶこ

今年 7 月、日本語学習者訪日研修(高校生)に参加されたシティ・
ヌル・ファウジアナさん(インドネシア)から、来日中にされた貴重な
経験と忘れられない多くの感動が伝わるお便りをいただきました。

とができ、そうめんとおにぎり作りにも挑戦しました。また、と
てもおいしい和食レストランや大阪城にも連れていってもら
い、本当にお世話になりました。別れの時は帰るのが嫌にな
るくらい本当に悲しかったです。

平成 20 年度日本語学習者訪日研修（高校生）は、7 月 1
日〜15 日に行われ、世界中から日本語を学んでいる高校生
が参加しました。私にとっては初めての訪日で、日本語には
そんなに自信がありませんでしたが、とても貴重な経験となり、
今までの旅で一番素晴らしいものとなりました。
ジャカルタから 10 時間かけ、ついに日本に着きました。初
めての日本なので私は少し緊張していました。
東京、広島、京都を訪れた研修旅行では、驚き、発見、感動
の連続でした。浅草で見たとても大きな提灯、数多いお土産

最終日、発表会と送別会がありました。皆が頑張って発表
し、プログラムの思い出についてのプレゼンテーションは大
成功でした。
このプログラムに参加できたことをとても幸せに思います。
日本語、日本文化などをたくさん吸収できたし、パラグアイ、
ドイツ、ブラジル、ロシア、イギリス、アメリカ、マレーシア、中
国、モンゴル、スリランカ等のいろいろな国のたくさんの友達
ができました。この研修は、私にとって本当に貴重なすばら
しい経験となりました。

屋さん、初めて乗った新幹線、とても美味しかったお好み焼
き、とても綺麗な建築だった厳島神社、何キロの金でできて
いるのだろうと驚いた金閣寺などなど・・・。広島平和記念資
料館では、とても悲しい気持ちになりましたが、60 年前の歴
史がよく分かり、とても勉強になりました。また、宮島では旅
館に泊まり、ピンポンをして温泉にも入りました。日本人にな
った気分でした。日本文化をたくさん知ることのできた研修
旅行でした。
次に忘れられない経験となったのが、住吉高校生との交流
です。住吉高校の生徒はとても元気で温かく歓迎してくれま
した。日本語でコミュニケーションをとることが時々難しかっ
たですが、住吉高校生のみなさんは、親切に聞いてくれまし
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清水寺にて シティさん（中央）

OFIX ネットワーク（国際交流関係団体のご紹介）

■ 独立行政法人国際協力機構大阪国際センター
(JICA 大阪）

http://www.jica.go.jp/osaka/

JICA 大阪は、JICA の関西地域における総合窓口として

めに活かしたいと考える人を、それらの技術を必要としてい
る国々へ JICA ボランティアとして派遣します。
【平成２０年度秋募集】

の機能と、地域国際交流の拠点としての役割を担っていま

◇青年海外協力隊

す。また、JICA 大阪では、OFIX に JICA 国際協力推進員を

◇日系社会青年ボランティア ◇日系社会シニアボランティア

配置しています。

◇シニア海外ボランティア

応募期間：10 月 1 日（水）〜11 月 10 日(月)

・JICA ボランティア募集中！（１０月１日〜）

※併せて、各地で「体験談＆説明会」を開催します。

自分の持っている技術や経験を開発途上国の人々のた

http://www.jica.go.jp/osaka/enterprise/volunteer/index.html

・ もっと世界について知りたい！
JICA 大阪では、環境問題など地球規模の課題を地球市
民の一人として、自らの問題と感じ、学び、気づく機会が得
られるよう、地球の将来を担う子どもや一般の方々を対象に、
JICA が実施する開発途上国への国際協力事業をはじめと
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する様々なプログラムを用意しています。
◇ 開発教育支援事業
http://www.jica.go.jp/osaka/enterprise/kaihatsu/

◇ 国際協力のイベント情報
http://www.jica.go.jp/osaka/event/

OFIX 国際交流員レポート

皆さん、こんにちは、国際交流員のリチャードです。前回、
本当の意味で交流を深めるためには、固定観念やイメージ
ではなく、お互いが現実をよく知り、認め合うことがとても大
切なことだと書きました。先月の北京オリンピック閉会式を見
た人は気付かれたかもしれませんが、イギリス政府もまだま
だステレオタイプに頼っていました。次期開催地であるロンド
ンの紹介の際、もちろんのようにメインはロンドンの二階建て
バスでした。とてもステレオタイプなものだと思いません
か！？私が皆さんに注目してほしかった点は、バスの周りで
踊っていたダンサーです。ダンサー達は全員、肌の色が違
ったのに気づきましたか。約 750 万人の人々が暮らすロンド
ンは、実は、ニューヨークと同じように多民族からなるコスモ
ポリタン都市なのです。人口の約 30％（約 220 万人）が少数
民族で構成されており、時々、ヨーロッパの一都市であること
を忘れさせるような錯覚を引き起こすこともあるほどです。
4 年後、世界中の人々はロンドンに注目することでしょう。
私を含めて、ほとんどのロンドン人が楽しみにしていますが、
開催するまでにまだまだいくつかの課題があります。それは、
イギリスではビル建設の遅れがよくあるため、オリンピック会
場が開催までにできるのか！？また、建設費をカバーする
ために税金が上がることをロンドン人は心配しています。最

■岸和田だんじり祭りにいってきました
9 月 14 日、全国的にも有名な大阪の岸和田だんじり祭り
に行ってきました！初めてだったので実際に目で見てとても
感動しました。
この祭りは約 300 年の歴史があり、神様に秋の収穫のお
願いをすることが目的だそうです。大勢の観覧者が見守る中、
1 台の大きい「だんじり」を約 300〜500 人で引っぱります。力
いっぱい勢いよく街角を直角に曲がる「やりまわし」がとても
エキサイティングで面白かったです。走っている「だんじり」
の屋根の上で踊る「大工方」（だいくがた）という人には驚きま
した。地上約４ｍ、危なさそうで自分にはできないと思いまし
たが、見るのはとても興奮しました。夜はたくさんの提灯に飾
られた「だんじり」がゆっくり進み、昼とはまた一味違い、とて
も綺麗でした。
外国人向け案内所もあり、英語、中国語、ハングル、イン
ドネシア語、スペイン語による案内マップを配布しているなど、
外国人でも楽しめるようになっていました。
本当に楽しいお祭りでした。外国のみなさんも是非、一度
足を運んでみてはどうですか。お勧めです。10 月にも大阪
のいたるところで「だんじり祭り」があるようですよ！

後にロンドンオリンピックのロゴの問題です。去年の夏に発
表されるや否や、デザインについてマスコミなどで取り上げ
られ物議をかもしました。確かにちょっとかわいくないデザイ
ンですが、だんだんみんなが好きになるかもしれません。と
にかく、ネガティブよりポジティブに考えましょう。私は、ロン
ドンオリンピックも北京オリンピックのように大成功すると確信
しています。2016 年オリンピック候補地に東京が選ばれ、ロ
ンドンの次は日本にバトンタッチできるといいですね！（私
は大阪の方が好きですが・・・）

2012 年を表した
ロンドンオリンピックのロゴマーク

大工方を乗せて進むだんじり
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OFIX 事業・イベント報告

■ 平成 20 年度日本 語 学習者訪 日 研修 （高 校 生 ）
本年７月、OFIX では、国際交流基金関西国際センタ
ーからの受託事業として、海外で日本語を学習している
優秀な高校生を 18 の国・地域から 32 名受け入れました。
大阪を中心に東京･広島・京都での研修や府立住吉高校
生との交流プログラム、ホームステイなどを実施しました。
同年代の住吉高校生との交流では、打ち解けるのがとて
も早く、日本語、英語、身振りも交えながら、お互い積極
的な交流が図られていました。
OFIX では、来日した高校生がこの研修をきっかけに、
日本語学習をさらに続け、日本と各国との友好の架け橋と
なることを期待しています。
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金閣寺にて

OFIX プラザのご紹介

府民や大阪を訪ねる外国人の方々に、国際交流に関する情報の提供とふれあい交流の場を提供するため、OFIX では「国
際交流オフィックスプラザ」を設けています。皆様方の利用をお待ちしています。
[サービス内容及び利用時間]
■ＣＤ／ＤＶＤ視聴、書籍貸出、インターネットでの情報提供など
■月曜日〜金曜日・・・午前 9 時〜午後 5 時 45 分 ※土･日･祝日、年末年始（12 月 29 日〜1 月 3 日）は除く
※詳細はこちら http://www.ofix.or.jp/plaza/index.html

★その他の募集・お知らせ★
・ 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/index.html
・ NGO・NPO が行う国際理解学習をサポートします。 ⇒ http://www.ofix.or.jp/jigyou/index5.html
・ 大阪府堺留学生会館（オリオン寮）の入居者募集中 ⇒ http://www.ofix.or.jp/jigyou/index4.html
・ OFIX ボランティアの登録制度のご紹介 ⇒ http://www.ofix.or.jp/boran/index2.html
・ OFIX 賛助会員の募集及びご寄付のお願い ⇒ http://www.ofix.or.jp/sanjyo/index.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情報(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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