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■外国人留学生のための合同企業説明会「JOB FAIR」
外国人留学生と留学生を積極的に採用する６０社の企業との出会いの場をつく
り、留学生が就職するにあたり必要な情報を提供することにより、外国人大
学生などの日本での就職を支援します。在関西の各国総領事館の協力も得て
おりますので、それぞれの総領事館でもこの合同企業説明会のチラシが手に
入ります。
日時：平成23年1月15日(土）10:00～17:00
会場：マイドームおおさか１階(大阪市中央区本町橋2－5）
地図：http://www.ofix.or.jp/access/index.html
参加募集対象者：
日本企業（外資系を含む）に就職を希望する外国人留学生など。
・2011年・2012年3月卒業予定、既卒の外国人大学生および外国人専門学校生
内容：
「企業ブース」外国人留学生などに対する採用意欲の高い企業（６０社出展決定）
「個別相談コーナー」キャリアカウンセラーによる就職個別相談コーナー、
行政書士による在留資格相談コーナー
「セミナーの開催」在留資格に係る注意点、就職対策ＤＶＤコーナーなど
参加費：無料
問い合わせ： 大阪府国際交流財団、企画推進グループ
ＴＥＬ：06-6966-2400 E-mail:info@ofix.or.jp
詳細はこちら：http://www.ofix.or.jp/shien/index2.html
○基本的に事前予約制になりますので申し込み方法および出展企業60社の検索は
http://www.grs-project.jp をクリックしてください。事前登録することにより、
定期的にメールマガジンが送られてきますので、毎回事前に各出展企業のより
細かな情報を見ることができます。
＊＊＊みなさんの参加お待ちしています。
写真はこちら
http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail_japanese_no29.pdf
■「ワン・ワールド・フェスティバル」開催
2011年2月5日（土）～6日（日）の2日間、大阪国際交流センターにて
「ワン・ ワールド・フェスティバル」を開催します。このフェスティバル
は、府民に広く国際協力の大切さを認識してもらうために、関西を中心に国際
協力に携わっているNGO、国際機関、自治体、企業などが協力して、活動紹介展、
シンポジウム、パネルディスカッションなどを実施するものです。 ＯＦＩＸ
では、事業紹介ブースを出展するほか、「留学生フォーラム」というプログラム
を企画しています。
日時： 2011年2月5日（土）10:00-17:00
2月6日（日）10:00-16:00
場所： 大阪国際交流センター（大阪市天王寺区上本町8-2-6）
参加費： 無料
問合せ： ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会事務局
Tel: 06-4395-1124
※詳しくは、事務局ホームページをご覧ください。
⇒ http://www.interpeople.or.jp/owf/index.php
★ＯＦＩＸプログラム 「留学生フォーラム」
日時： 2011年2月6日（日） 15：00～17:00 （予定）
場所： 大阪国際交流センター 3階第4会議室
内容：「国際理解を深めましょう！国際的な視野を持つグローバル人材の
ページ(1)

29号配信版日本語.txt
育成について語りましょう！」というテーマで「留学生フォーラム」を開催し
ます。留学生が母国紹介や、国際的な視野を持つのに何が必要かや、大阪国際
化の期待や、グローバル人材育成の重要性等について発表し、一般参加の方も交
えてディスカッションします。
～多くのご来場者お待ちしています！～
★ワン・ワールド・フェスティバル

JICA大阪出展のご案内

2011年2月5日（土）・6日（日）に大阪国際交流センターで開催される「ワン・
ワールド・フェスティバル」。JICA大阪も以下のプログラムを実施します！
ぜひ遊びに来てください。
1.関西人、世界に飛び出す！
関西から世界に飛び出した、「世界青年の船」など内閣府青年国際交流事業の
参加者（2/5）や、青年海外協力隊・シニア海外ボランティアの参加者（2/6）
たちが、世界の現状とその経験を語ります。
2.研修員を探せ！
研修のために海外からJICA大阪に来ている外国人が、ワンフェス会場内にいます。
声を掛けてスタンプをもらいましょう。スタンプがカードいっぱいになれば、
研修員から小さな景品がもらえます。
3. 研修員による母国紹介
海外から来ているJICA研修員が自分たちの国の状況や開発課題における現状を紹
介します。
4.アフリカを知ろう！2010Ver. JICA教師海外研修報告会
～伝えたい国・タンザニアがそこにある～
この夏、学校の先生がタンザニアへ派遣され、そこで学んだことを子どもたちに
伝えました。自分たちは何を感じ、何を子どもに伝えたかったか、子どもは何を
学んだか？そしてどのように教材化したかを報告します。
5.JICAブース
JICAの事業を紹介するブースは、ODA機関コーナーにあります。協力隊のこと、
職員の仕事のこと、海外でJICAがどんな活動をしているかなど、何でもスタッフ
とお話してみませんか？
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【02】 大阪府外国人情報コーナーだより
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■離職した場合の手続き
日本で働いている外国人の方が、仕事を失った場合、様々な手続きが必要と
なります。その人が職場を通して健康保険や厚生年金に加入していたのであ
れば、それらの保険・年金は離職により失われます。そのため、「国民健康
保険」と「国民年金」に加入するため、市町村の窓口で手続きを行います。
ただし、離職後、働いている家族の扶養家族となるのであれば、その人の健
康保険に加入するか、または、雇用主分を自ら負担して前の職場の健康保険
を「任意継続」とすることも可能です。雇用保険の受給資格を満たしている
場合は、離職票などを持参して、最寄りのハローワークで雇用保険の受給の
手続きを行います。離職の理由によっては、3か月間給付の制限を受けます。
在留資格に関しては、活動に制限のある方の場合、正当な理由なしに現在有
している在留資格の活動を行っていないと「在留資格取消し」になることも
あります。職業・勤務先が変われば、外国人登録の窓口で変更届も提出します。
◎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：9:00-17:30）
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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【03】事業報告
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■留学生のための日本文化体験会「国際交流茶会」を開催しました
11月21日（日）堺留学生会館オリオン寮にて「国際交流茶会」が開催されまし
た。午前と午後の二部構成で中国、台湾、韓国、タイ他国、地域からの男女
留学生80名が参加しました。この「国際交流茶会」は（社）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・研究協会によって
開催され、毎年たくさんの留学生が参加し好評を得ています。OFIXは着物着
付けボランティアとして協力をしました。艶やかな着物に身を包んだ留学生
たちがお茶席での作法を学び体験した後は、思い思いのポーズをとって写真
撮影を楽しんでいました。他にも駒回し、折り紙、剣玉、福笑い等懐かしい
日本の遊びに夢中になっていました。
写真はこちら
http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail_japanese_no29.pdf
■「ふれあい交流祭」を開催しました
11月23日（火・祝）に関西国際センター研修交流支援協議会が主催する
「ふれあい交流祭」は国際交流基金関西国際センターで開催されました。
この祭は研修を行っている海外からの研修生と地域の方々が直接交流でき
ることを目的としています。各国からの研修生の自国紹介や絵手紙、書道、
玩具などの日本文化紹介ブースでは来場者と研修生が仲良く交流しました。
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また、大ホールでは各国の民族衣装によるファッションショーやハワイアン
ダンスなど、楽しいステージが盛りたくさんありました。
写真はこちら
http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail_japanese_no29.pdf
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【04】OFIXネットワーク
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■大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館より
大阪・神戸 ドイツ総領事館は 、日本の中でも特別な存在です。その歴史は
明治時代にまでさかのぼりますが、近年の出来事は現在の総領事館の名前に
も表れています。神戸で何十年も開館していましたが、1995年に阪神淡路大
震災に遭い、それまでの総領事館は全壊しました。早朝5時の出来事でしたの
で、スタッフもビジターもいませんでした。そのおかげもあり、幸いにも誰
もけが人は出ませんでしたが、 建物は一瞬にして、跡方もなくなりました。
結果として、私達は新しい開館場所を探さないといけなくなり、新築の梅田
スカイビルに総領事館を移すことになりました。スカイビルタワーイースト
35館に移って以降は、西日本・九州・四国などの29県を管轄しています。
お近くにお越しの際は、いつでも気軽にお立ち寄り下さい。
150周年を迎える日独交流
日独交流150周年の説明をするためには、150年の歴史を振り返る必要があります。
1860年秋、オイレンブルク伯爵が率いたプロイセンの東方アジア遠征隊が江戸
沖に来航し、長きに渡っての友好関係の礎となる修好通商条約を結びました。
この友好関係を祝うために、2010年秋から2011年秋にかけて、大小さまざまな
イベントが日本同様にドイツでも企画されています。見つめる先は未来です。
両国の「埋もれた宝」を掘り出し、未来への架け橋としたいと思います。昔か
ら培われた絆に留まらず、新たな絆を結び、新しい媒介手段を講じて日独両国の
結び付きを強化し、両国の青少年の心を獲得するのがその目的です。特に若い
人たちの互いの国に対する関心を高めたいと願っています。
イベントには誰が参加出来るのでしょうか？誰でも歓迎です。文化施設、
文化交流団体姉妹都市関係がある自治体、企業 、日独関係に関連する催しを
計画・支援していただける方などは、総領事館にご連絡ください。
ドイツクリスマスマーケット
今日の私達を知っていただけるのは、梅田スカイビルの間（丁度、領事館の窓
の下になります）で開催しているドイツクリスマスマーケットにお越しいただ
くことです。ドイツのソーセージとグルーワイン、そしてあなたの愛する誰か
への素敵なクリスマスプレゼントと一緒に、満喫した日を過ごしてください。
公式ホームページ：

http://www.osaka-kobe.diplo.de/
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【05】OFIX国際交流員のレポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■アイドリング・ストップ！
皆さんこんにちは、OFIXのリチャードです。
私の家族や友達は知っていることですが、音楽に関して私は私自身の意見を持
っています。そうですね、好き嫌いは結構あって、特に嫌なのはアイドル系
の音楽です。残念ながら、日本では一番人気の音楽はアイドル系音楽で、テレ
ビではそれしか放送されてない気がします！
男性アイドルでは、多くのグループがジャニーズ事務所に所属しているので、
一般的にアイドル達は「ジャニーズ」と呼ばれています。ほとんどのアイドル
は１１-2歳から事務所に入って、３-４年程のトレーニングをしてから、
アイドルグループのメンバーになります。今一番売れているグループはSMAPと
嵐だそうです。女性アイドルでは、今一番人気のあるグループはAKB48らしい
です。信じられないかもしれないですが、メンバーは４８人います！メンバー
の数を決めた時にどんな感じだったのでしょうね。「じゃ、４７人がいいかなぁ」、
「いや、なんか足りない気がする」「じゃ、４８人にしよう！」「了解！」み
たいな感じだったのかなぁ。まぁ、私が見ても全員同じ様に見えるけれど、
きっと区別ができる人もいるのでしょうね。
SMAPのメンバー数はもう少し保守的で、５人だけです。一応仕事は歌手です
が、だれも美声とは思えません。特にリーダーの中居正広さんの歌声を聴くと「よく
ここまで来たね」と思います。私は逆にある意味彼のことをアイドルの中で一
番尊敬しています。木村拓哉さんが一番かっこいいと言われていますが、個人的に
は稲垣吾郎さんのほうがしぶいと思います。
多くのアイドル達のように、SMAPも歌手だけではなく、テレビ番組や映画
などにも出ています。CMにももちろんよく出演していて、これは興味深いです。
日本では人気アイドル（芸能人や俳優もそうですが）、はCMに出る事に抵抗が
全然ないみたいです。食品、電化製品、車、薬など、どんなCMにも平気で出て
います。イギリスではほとんどのアイドルや芸能人はCMには出ません。CMに出
たら、自分を安売りしているように思われて、芸術家としての信頼性が下がり
ます。日本では人気アーティストがチョコのCMに出てもだれも気にしないです
が、イギリスだったら皆がその人をばかにして、人気が下がると思います。
たまに外国の有名人が日本のCMに出ていますが、聞いた話では、恥ずかしいの
で、できるだけ母国でばれないようにしているそうです。もちろんネットがあ
るので、簡単にばれていますが！
私が混乱している原因のひとつは、日本ではアイドルとアーティストを一
緒に考えていることです。本当は違いがあると思います。例えば、アイドルに
「有名でなかったら、音楽を続けますか？」と聞いたら、たぶん「いいえ」と
答えるのではないかと思います。目的は有名になることですからね。反対に
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アーティストに同じ質問を聞いたら、もしかしたら「はい」と答える可能性が
高いかもしれません。もちろん日本にはたくさん素晴らしい音楽アーティスト
がいますが、探すには時間とテレビを消す事が必要です！
====================================================================
★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/index3_1.html
※OFIX賛助会員の募集及びご寄付のお願い。
⇒
http://www.ofix.or.jp/ofix/index4_1.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/mail_japanese_no29.pdf
≫≫ バックナンバー
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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