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【01】事業報告
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■日韓高校生交流事業を開催しました！
エアプサンが４月２６日、釜山―関西国際空港に就航したのを機会にエアプ
サン、関西国際空港（株）、（財）大阪観光コンベンション協会の協力を得
てＯＦＩＸでは５月３１日から６月３日まで３泊４日の日程で韓国（釜山）
の高校生１０名（釜山国際外国語高校、釜山外国語高校）及び引率の先生、
韓国のジャーナリスト等計１５名を大阪に招き、将来の日韓の懸け橋になっ
ていただければと色々な交流を行いました。
来阪２日目は午前中、ＯＦＩX文化交流ボランティアによる、折り紙など
の文化交流を行い、昼からは歓迎レセプションを開催し、駐大阪大韓民国総
領事、大阪府国際交流監、ホームステイ先のホストファミリーの皆様に出席
いただき、和やかな雰囲気の中で歓談しました。終了後はＯＦＩXホームステ
イボランティアのお宅での１泊２日の交流を体験し、３日目は午後から大阪
市立東高校を訪問し、同校生徒と一緒に英語の授業を受けたり、クラブ活動
に参加して、東高校茶道部の皆さんと一緒に茶道体験も行い、親交を深めま
した。
最終日には朝から、大阪城を観光し、天守閣に上がったり、鎧をかぶった
りと皆、日本の江戸時代の雰囲気にふれ、非常に喜んでいました。その後西
日本一の高さを誇るＷＴＣコスモタワーの４８階、地上２００メートルのレ
ストラン ワールドビュッフェで昼食を味わい、その後海遊館で大いに楽し
みました。その後関西国際空港に向かい帰国の途につきましたが、全員「ま
だ帰りたくない」、「大阪が大好きになりました」、「絶対又大阪に留学し
たい」、「又観光で来たい」と名残惜しそうに釜山に帰って行きました。今
回の事業を通じて、若者同士の交流の大切さ、相互理解の大切さを非常に感
じました。今後も同様の事業を行いたいと思っています。
写真はこちら⇒
http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail̲japanese̲no23.pdf
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【02】募集案内
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■外国人のための「１日インフォメーションサービス」開催！
このイベントでは、日本で暮らす外国人の不便や悩みを解消し、大阪で

快適に暮らせるよう各専門機関が相談に応じます。会場では、通訳ボラ
ンティアのサポートにより、法律・人権・出入国・在留資格・就職・
保険年金・生活・市政・府政・税金・医療・薬剤・進学・子育て等生
活一般に関して、１０言語で相談を受ける事が出来ます。無料で、
あらゆる相談を受ける事が出来ますのでお気軽にご来場ください。
また、お知り合いの外国人の方にもご紹介ください。
日時：２０１０年７月１１日(日)午前１１：００-午後５：００
会場：大阪国際交流センター ２階 大会議室
住所：大阪市天王寺区上本町８丁目２番６号（Ｉ−ＨＯＵＳＥ）
対応言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、
インドネシア語、タイ語、フィリピノ(タガログ)語、ベトナム語、日本語
構成団体：大阪法務局、大阪入国管理局、大阪労働局、日本年金機構
大手前年金事務所、大阪府、大阪府警察本部、大阪市、大阪弁護士会、
大阪府行政書士会、社団法人大阪府医師会、社団法人大阪府歯科医師会、
社団法人大阪府薬剤師会、大阪商工会議所、近畿税理士会、大阪府社会
保険労務士会、独立行政法人日本学生支援機構大阪日本語教育センター、
大阪市立子育ていろいろ相談センター、特定非営利活動法人関西国際交
流団体協議会、財団法人大阪府国際交流財団、財団法人大阪国際交流センター
対象：在阪外国人及び関係者（一般・学生・その他・在留資格は問いません）
秘密厳守
相談費用（参加費）：無料
問合せ：(財)大阪府国際交流財団
ＴＥＬ：０６-６９６６-２４００ E-mail:info@ofix.or.jp
詳細はこちら⇒ http://www.ofix.or.jp/news.html#information
■国際教育セミナーを開催します！
このたびOFIXでは、府内の国際理解教育の推進を図るため、7月30日・31日
（独）国際協力機構（JICA）と共催で「平成22年度国際教育セミナー」を開
催いたします。このセミナーでは、ワークショップや学校現場における国際教
育の実践事例を通して、さまざまな手法を学んでいただけます。
7月31日(13:30〜15:30)OFIXが河内長野市立教育メディアセンターと一緒
に担当するワークショップ「国際理解教育を深め、外国人サポーターを教室
に呼ぼう！」では事業紹介・サポーターの実演・インターネットを利用した
遠隔事業紹介をします。皆さまの参加をお待ちしております！
日時：7月30日（金）・7月31日（土）
30日（金）13:00-17:00、31日（土）10:00-16:30
会場：JICA大阪 （〒567-0058 大阪府茨木市西豊川町25-1）
対象：教職員及び一般
参加費：無料
申込：「国際教育セミナー」のチラシにあります「申込用紙」に必要事項を
ご記入の上、以下の問い合わせ先（JICA）までFAXもしくはE-mailに
てお申込みください。
(チラシ： http://www.ofix.or.jp/jigyou/seminar.pdf)
締切： 7月16日（金）
問合せ先：独立行政法人 国際協力機構大阪国際センター(JICA大阪)
開発教育支援事業担当
〒567-0058 大阪府茨木市西豊川町25-1
TEL: 072-641-6904 FAX: 072-641-6910
E-mail: osictpp@jica.go.jp
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【03】大阪府外国人情報コーナーだより
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■生活必携の紹介
台風や地震など緊急時の対処方法、子どもが生まれた時の手続き、外国語の本
がある図書館など、大阪に住む外国人の方が、安全かつ快適に生活できるよ
うにと、ルビを振った日本語を含めタイ語、ベトナム語、フィリピノ、イン
ドネシア語など１０ヶ国語で「大阪生活必携」という生活ガイドを出してい
ます。このガイドが今回大幅に改訂され、６月の末から下記のホームページ

で公開します。インターネットからダウンロードして全文印刷もできます。
また、今年の４月からは同じページでより詳しく制度などを説明したＦＡＱ
が英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語で掲載されています。
このＦＡＱには、在留資格や結婚、国籍、労働問題など外国人の方が直面す
るような場面を想定して質問と回答を載せています。是非一度ホームページ
にアクセスしてみてください。
⇒ http://www.ofix.or.jp/life/index̲e.html
◎大阪府外国人情報コーナー（月-金曜日（祝日を除く）
専用電話：06‐6941‐2297 （対応時間：9:00-17:45）
ＦＡＸ : 06-6966-2401 E-mail : jouhou-c@ofix.or.jp
対応言語： 英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、
ベトナム語、フィリピノ語、タイ語、日本語
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【04】OFIXネットワーク
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■ブリティッシュ・カウンシルの紹介
ブリティッシュ・カウンシルは、世界100カ国以上で活動する英国の公的な
文化交流機関です。1934年に設立され、2009年には75周年を迎えました。
日本では1953年の事務所開設以来、日英の文化の架け橋として、英語、環境・
科学、教育、アートなどの分野で様々な活動を行っています。
関西地区での昨年の活動を一部ご紹介します。アート分野では、音楽を通
してホームレスの自立を促す活動をしている英国の団体を招聘し、大阪・釜
ヶ崎にてアートNPOとの協働でワークショップやセミナーを実施。同じく大
阪では、子供向け科学実験講座を開催し、英国の一流の講師陣が小・中学生
向けに科学への楽しい出会いの場を提供しました。また、日英の学校間での
交流プログラムに関西から50校以上が参加、京都の学校には英国教員が来日
し交流を深めました。
本年も引き続き、英国留学経験者コミュニティのイベント（大阪）など様
々な活動を実施しています。5月には神戸の高校・大学で駐日代表が講演を
行いました。10月には大阪で留学フェアの開催を予定。英国の学校の紹介は
もちろん、ビザや現地での生活などの質問に専門スタッフがお答えします。
講師派遣による英語研修コースも行っており、企業・団体・学校のお客様に、
目的にあわせてカスタマイズした英語教育プログラムを提供しています。
最新情報はWEBサイト、Twitterなどでご覧いただけます。
◆［所在地］〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-2
◆［電話］03-3235-8031
※火曜-土曜、9時半-17時半
◆[ＵＲＬ] http://www.britishcouncil.or.jp
◆[メール] enquiries@britishcouncil.or.jp
写真はこちら⇒
http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail̲japanese̲no23.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【05】JICAデスクだより
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■JICA大阪国際協力推進員の紹介
みなさん、初めまして。2010年5月よりJICA大阪国際協力推進員としてOFIX
にデスクを置かせていただいております中川知子と申します。私は、JICA
のボランティア事業の一つである青年海外協力隊に参加し、2008年6月から
2010年3月までエイズ対策隊員として中央アフリカにある「ガボン共和国」
に派遣されていました。現地では、エイズの検査と治療を行う専門の診療
センターでスタッフとともに、検査と併せた予防啓発活動や、エイズの原
因ウイルスを持つ方々のケアなどを行っていました。
出身は岡山県ですが、青年海外協力隊へ参加する前は大阪市内で
4年間働いた経験があり、大阪は大好きな街です。今回縁あって再び大阪の
真ん中に事務所を構えるOFIXに勤めることができ、大変嬉しく思っています。
国際協力に興味のある方やJICAの事業について知りたい方、ご質問、ご

相談をお待ちしております！
問合せ先：
JICA国際協力推進員（JICAデスク大阪南担当）
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-5
マイドームおおさか5階
Tel：06-6966-2400
Fax：06-6966-2401
e-mail: jicadpd-desk-osakafu@jica.go.jp
写真はこちら⇒
http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail̲japanese̲no23.pdf
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【06】OFIX国際交流員のレポート
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■ブーム文化
皆さんこんにちは。OFIXのリチャードです。日本は伝統文化を大事にする
国ですが、同時にとても近代的な国でもあります。この両方の文化を持つ国
は、私にとってとても面白いです。日本には昔から受け継がれている伝統が
数多くあり、特に日本ほど祭の多い国は他にないと思います！ただ多くの若
者は、伝統的なものより最新のヒット商品や流行などに、もっと興味があるよ
うに感じます。
個人的に興味があるのは、日本の「ブーム文化」です。皆が欲しい人気商
品が、短期間だけ流行し、また入れ替わります。私が最初に日本へ来た時は、
「ラーメンブーム」でした。ラーメンは特に珍しい食べ物ではないので、なぜ
ブームになったのか分かりません！マスコミの役割が大きく影響している気
がします。芸能人がテレビで何かを宣伝すると人気が出ますし、日本では結
構流行物をすぐ欲しくなりがちな人が多いような気がします。
3、4年前に「韓国ブーム」もありました。このブームは「冬のソナタ」と
いうドラマの影響で始まり、特にこのドラマの主役、「ヨン様」の人気が出
ました。（「ヨンさん」ではなく、「ヨン様」になった理由は今でもよく分
かりませんが！）このブームでは韓国の食べ物、アイドル、韓国旅行などの
人気が非常に高まり、今でも結構人気があると思います。
最近のブームと言えば、ハイボール（ウィスキーとソーダ）、やコラーゲン
（美容のためにいいと言われている）が入っている食べ物です。また、大阪限
定になりますが最近できたドーナツの店でも、お客さんが3時間も並んでいる
みたいです！イギリス人も並ぶのは好きだと思われていますが、ドーナツのた
めに3時間も並ぶ人はいないと思います！
日本では新しいビルや店が毎日のように出来てきます。イギリスでは古いビ
ルを壊すよりは、中をリフォームし、外観はそのままにします。イギリスでは
多くの場合、古ければ古いほど価値が上がります。日本では逆に価値が下がっ
て、多くの日本人が古い家を買うよりも新しい家を建てたいと聞いた時は、
ちょっとびっくりしました。それは、イギリスのようにレンガではなく、
木造建築が多いからかもしれませんね。
でも日本社会はどうしてこの様に感じるのでしょうか。日本では個性を主張
するよりは、周りに合わせることが一般的ですので、同じ物を買ったり、同じ
行動をとったりするのかもしれません。また、日本文化の特徴の一つに無常や
はかなさということもあります。私の勝手な意見になりますが、移り変わりの
激しいブーム文化に少し関係があるのではないかと思います。例をあげると、
桜の季節です。桜の木は一年のうち2、3週間しか咲きませんが、この期間だけ
日本人は花見をして楽しみます。でも、短い間しか咲かないので、少し悲しさの
漂うような楽しさです。もちろん新しいドーナツやラーメンを欲しがることと
ちょっと違いますが、桜が散った瞬間に忘れられていくのと同じように、ブー
ムになった食べ物は、食べ終わった瞬間からもう忘れられ始めているのではな
いかと思います。
====================================================================
★大阪府メールマガジン情報★
『ＧＥＯ（Global E-net Osaka）』
大阪で開催されるイベント・大阪の名所・大阪に関する豆知識等を紹介する
メールマガジンです！
⇒ http://www.pref.osaka.jp/kokusai/geo/index.html
★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
※イベントカレンダー：国際交流に関するイベント情報を紹介しています。
⇒
http://www.ofix.or.jp/cgi-bin/calender.cgi
※イベントカレンダーへの情報提供をお待ちしています。
⇒
http://www.ofix.or.jp/cgi-bin/event.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情報（レポート）はこちら
⇒ clubnews@ofix.or.jp
≫≫ 配信中止、配信先変更はこちら
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/index.html#japanese
≫≫「OFIXニュース」印刷版はこちら ※写真入りで内容も詳細に。
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail̲japanese̲no23.pdf
≫≫ バックナンバー
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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