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【01】 事業報告 1
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■ワン・ワールド・フェスティバルを開催しました！
「ワン・ワールド・フェスティバル」が2月5日、6日に大阪国際交流センター
（アイ・ハウス）で開催されました。今年で18回目を迎えるこのイベントは、
関西に拠点を置く100 団体以上のNGO・NPO や国連機関、企業などが一同に会
し、 府民に広く国際協力の大切さを認識してもらうため、「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育成について語りましょう」
をテーマに、各団体の活動紹介、シンポジウム、ワークショップ等を行う、世
界につながる国際協力のお祭りです。趣向を凝らした展示による活動紹介ブー
スや民族音楽・舞踊のステージ、映画上映、民族衣装の着付け体験、民族料理
の模擬店、など様々なプログラムが開かれ、参加者は楽しみながら、国際協力
・世界文化を身近に体験することができました。特に、スリランカのカレー、
トルコのケバブ、ベトナムのコーヒーなど、世界各国の料理を味わうことがで
きる民族料理模擬店は大盛況でした。OFIX は、ブースを出展し、活動内容を
紹介するとともに、クイズラリーに参加しました。子どもから大人まで色んな
人々と交流ができた有意義な二日間でした。
また、5日（土）に大阪国際交流センターと共同企画で「ＯＦＩＸ留学生フォー
ラム」を開催しました。元留学生で、アメリカ国籍のコルテズ・ジョーさんと
中国国籍のチョウ・ギョウコウさんは自分の留学生活、日本人との交流、大阪
の国際化などについて発表しました。参加者は20名を超え、コルテズさんとチ
ョウさんの話を真剣に聞いていました。発表の後、大阪国際交流センターの木
村真奈美さんの指導で、参加者たちは4つのグループに分け、テーマである「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育成について語
りましょう」に関して、どのように目標を達成できるのか、思いついたアイデ
アを小さな紙に書いて、そして、大きな模造紙に貼ってもらいました。ディス
カッションでは、多くの面白いアイデアが出てきて、各グループで盛り上がっ
ていました。そして、最後に各グループの代表者はグループの中で話したこと
を発表しました。
天候がよかったこと、大ホール・小ホールを使った著名人によるプログラムが
増えたこと、参加団体関係者の増加などにより2 日間にわたるフェスティバル
の参加者は17,500 人で、昨年と比べて3000人も多くの人が参加者しました。
参加団体も、相互の情報交換、ネットワークづくりができるなど、非常に意義
深いイベントとなりました。
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【02】 募集案内・お知らせ
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■大阪府堺留学生会館ｵﾘｵﾝ寮新入居者募集！！
当財団では、外国人留学生のための宿舎「大阪府堺留学生会館オリオン寮
(Orion International House)」を運営していますが、この度、平成２３年度
４月からの入居者を募集します。
今回募集するのは、男性５室、女性１１室程度です。
オリオン寮： JR上野芝駅より北東へ約400ｍ
全室単身者用。
浴室、エアコン、学習机、ベッド等、インターネット（光回線）完備。
居室利用料は月額２６,０００円（敷金なし・共益費込み）
各階に自炊室があり、調理や洗濯もできます。
寮内には管理人や学生相談員（男女各1人）もいるので、留学生活も安心です！
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※館内見学は随時受け付けています。
※清掃の関係で４月１日から入居できない場合もあります。
入居申し込みについては各学校の留学生担当窓口にお問い合わせください。
留学生会館ホームページ

http://www.ofix.or.jp/shien/index.htm

■大阪府外国人情報コーナーのＦＡＱの言語追加
大阪府外国人情報コーナーのＦＡＱ（よくある質問集）は今までの英語、中国語、
韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語に加えて、タイ語、ベトナム語、フィ
リピノ語でも新たにアップされました。ご活用ください。
http://www.ofix.or.jp/life/index.html
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【03】大阪府外国人情報コーナーだより
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■就職活動とビザ
「就活」という言葉は日本で学ぶ留学生にも無関係ではありません。卒業間
近になっても企業からの内定が得ることができず、心配している人もいるか
もしれません。現在入管の取り扱いでは、大学や、専修学校専門課程におい
て専門士の称号を得て、卒業した留学生が日本に残って就職活動を続ける場
合、最長1年間滞在することができます。卒業した教育機関からの推薦があれ
ば、6か月の「特定活動」の在留資格が認められます。更に1回の更新が認め
られる仕組みです。この間、「資格外活動許可」を取得すれば1週間28時間の
範囲でアルバイトも可能です。また、就職活動ではなく、自分でビジネスを
始めるため起業活動する卒業する留学生は、大学の推薦を受け、必要な資金
等が確保されている場合など、条件を満たせば，「短期滞在」への在留資格
変更を許可され、1回の更新が認めることにより，最長で卒業後１８０日間滞
在することが可能です。ただしこれは大学の卒業者のみにあてはまります。
◎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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【04】ＯＦＩＸボランティアニュース
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■ボランティア紹介 ～ホストファミリー編～
OFIXでは、草の根レベルからの国際理解と国際協力を促進することを目的と
して、関心のある皆様に各種の国際交流ボランティア活動を提供しております。
その中でも今回は、ホストファミリーボランティアの活動について紹介いた
します。
ホストファミリーとは？
OFIXでは、以下の活動にご協力くださるご家庭を『ホストファミリー』として
おります。
・大阪を訪れる外国人を家庭に暖かく受け入れ、家族の一員として共に生活を
することにより、生活習慣や日本の文化を理解する機会を提供する。
（ホームステイ）
・宿泊を伴わず、大阪を訪れる外国人を家庭に招いて交流を深める。
（ホームビジット）
※H22年度はこれまでに60家庭で約70名の受入実績があります。（1月末現在）
ホストファミリーには誰でもなれるの？
以下の条件を満たすご家庭にのみ、ご協力をお願いしております。
・大阪府内及びその近郊に在宅し、国際交流・国際協力活動に理解と熱意の
ある家庭
・家族全員がホームステイ・ホームビジットの趣旨に賛同し、国・地域に関係
なく外国人を受け入れられる家庭
私でも出来るか心配・・・
暖かいお気持ちがあれば、難しいことではありません。
先輩ボランティアのお話を聞いてみてください。
≪先輩ボランティアの声≫
★今までに出会ったことのない国の方と交流する事ができて、日本の文化や考
え方を少しでも伝えられたのはよい経験でした。
★言葉がお互いに片言しか通じなくても、気持ちが通じ合えるのが嬉しい。
★もっと語学力があれば細かい説明も出来たのにと、学習意欲をかきたてら
れました。
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★受入をした方が子どもと同年代だったので、話題に共通点が多く、すぐに
友達になった様子でした。
少しの勇気を出して、あなたもホストファミリーに登録してみませんか？
登録に関してはコチラ

http://www.ofix.or.jp/boran/index3_2.html
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【05】事業報告②
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■国際理解教育：吹田市岸辺第一小学校への訪問
OFIXでは、大阪の国際化の促進を目的として、国際理解教育事業を実施して
います。この事業では、国際理解教育サポーターを大阪府内の小・中学校や
高校に派遣して、母国の歴史や文化等を子どもたちに教えています。
１月20日に国際理解教育事業の活動として、タイからの国際理解教育サポー
ター、ラーパティクル・スパシット（デュイ）さんが、吹田市立岸辺第一小
学校を訪問しました。53名の元気な三年生の子供たちが歓迎してくれ、デュ
イさんの話を熱心に聞いてくれました。
デュイさんはタイの歴史や子どもの遊びを紹介して、子供たちだけではなく、
先生方からも大変勉強になったとのお声をいただきました。特に新しい発見は、
タイの正式な名前はとても長くて言いづらいということでした。
デュイさんからタイでの「パンダブーム」（何から何までパンダ化されている
という話）を聞いて、子どもたちはとても面白がっていました。一番子どもた
ちが盛り上がっていたのは、タイの子どもの遊びを皆でしていた時でした。子
どもたちにとって、タイについて色々学ぶこともでき、楽しい時間を過ごすこ
ともできた、とても有意義な時間でした。

■OFIX国際理解教育外国人サポーター募集！
～子どもたちにあなたの国を紹介しませんか！～
ＯＦＩＸでは、府内の学校や団体が行う国際理解教育の授業や講座において、
講師として、母国の文化や歴史などを紹介したり、母国の遊びや歌、民族舞踊
などを通じて、児童･生徒達と交流を深め、異文化理解を深めるＯＦＩＸ国際
理解教育外国人サポーターを募集しています。
事前に、母国紹介を上手に行うためのコツや話の進め方、交流の方法などをレ
クチャーしますので、未経験の方でも問題ありません。興味のある方は、是非、
ＯＦＩＸまでお問い合わせください。
【応募資格】
○大阪府内または周辺に在住または通学・通勤している留学生をはじめとする
在住外国人で
・学校（小・中・高校）等で母国の紹介や交流をしてみたい方
・日本語でコミュニケーションが取れる方
※ＯＦＩＸ国際理解教育外国人サポーター派遣事業について
⇒ http://www.ofix.or.jp/jigyou/index2.html
※サポーター登録一覧 （現在登録者数12カ国･地域38名）
⇒ http://www.ofix.or.jp/jigyou/index2_2.html
【問い合わせ】ＯＦＩＸ企画推進グループ
℡06-6966-2400 E-mail: info@ofix.or.jp
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【06】OFIX国際交流員のレポ-ト
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■～南の国から～
初めまして！クムスタ カヨ！私はリチャードさんの後任のアルビン・タン
です。アルビンと呼んでください。今回は初めて執筆するということで、自己
紹介を書きます。
私は南の国、フィリピンのマニラから来ました。フィリピンと言えば、バナ
ナやマンゴやヤシの木などのイメージがあります。しかし、それだけではなく、
フィリピンはきれいな自然と海、様々な文化の影響から来たおいしい料理など
で有名です。ちなみに、フィリピンには多くの世界遺産もあります。
さて、私についてですが、見た目は日本人だとよく言われます。（昔はよく保
坂尚輝に似ていると言われていました。）それは私が中国系フィリピン人なの
で、日本人の顔に近いかもしれません。でも、日本語を勉強する以前は、あま
り日本人に似ていると言われませんでした。誕生日は1969年12月24日です。そ
う、クリスマスイブに生まれました。多くの人はクリスマスイブに生まれてす
てきだと思っているかもしれませんが、実際のところ、誕生日は覚えやすいは
ずなのに、皆はクリスマスの事を考えているから、忘れられてしまいます。そ
れに、１年に1回しかプレゼントをもらえません。（泣）今はもう41歳（オッ
サンだけど、心はまだ若い）ですが、まだ一人です。独身生活があまりにも楽
しいからではないでしょうかね。そろそろ婚活を始めないといけませんね。（笑）
趣味は写真を撮ること、最近はやっていませんが、スポーツ（卓球、テニス、バ
ドミントン、ボーリング、バレーボール、柔道）をすること、音楽鑑賞に映画
鑑賞、楽器を演奏すること（ピアノと三線）などです。話せる言語はタガログ
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語、英語、日本語です。語学はとても好きで、フランス語、スペイン語、イタ
リア語、中国語に韓国語も勉強したことがあります。今は韓国語と中国語を特
に勉強したいので、教えてくれる方を募集中です。
大学での専攻は英語でしたが、日本人の友達ができたのがきっかけで、第二外
国語として日本語を勉強しました。日本に来てもう11年になります。初めて日本
に来たのは国際交流基金の1992年度成績優秀者研修旅行に参加していた時でした。
そして、1995年に国際交流基金の日本語教師長期研修で、初めて日本に長期滞在
をしました。1998年に留学のためにまた来日して、大阪外国語大学で研究生とし
て勉強してから、その次の年に東京にある桜美林大学の大学院に入学して、2001
年に卒業しました。卒業後、慶応大学の国際センターに就職し、2005年に立命館
アジア太平洋大学へ転職して、そして、今年の1月17日からOFIXで働き始めました。
私は色々な人と会うのが好きで、人と人の架け橋になることが昔からの夢です。
ですから、OFIXの仕事はとても面白くて、この仕事は自分の為に用意された仕事
だと思っています。覚えなければいけないことはまだ多いですが、大阪の国際化
推進とグローバル人材の育成に貢献できるように、一生懸命に頑張りたいと思い
ます。
大阪のどこかで見かけたら、ぜひ声をかけてください。
これからもよろしくお願します。
====================================================================
★大阪府メ-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-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-：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-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-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-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-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_no30.pdf
≫≫ バックナンバ⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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