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【01】 事業報告1
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■平成23年度災害時外国人支援ネットワーク研修
3月11日に発生した東日本大震災をうけ、11月8日（火）に在関西総領
事館等と連携した防災ワークショップを実施し、近畿地域国際化協会連
絡協議会（近畿クレア）関係者、近畿内行政関係者、外務省大阪分室、
入国管理局関係者及び総領事館関係者総勢68名が参加しました。午前は
阿倍野防災センターでの防災訓練を行い、午後のワークショップでは
OFIXのあるマイドームおおさかの８階会議室にて非常食体験、100円ショ
ップで買える防災グッズ紹介、近畿クレアの紹介及び東日本大震災にお
ける活動発表、多言語ラジオ放送のFM.COCOLOの案内を行った後、総領
事館関係者との意見交換会の機会を設け、貴重な情報共有の場となりま
した。
今後はこのワークショップを契機としてそれぞれの関係機関の連携を
強化して外国人が住みやすい環境を目指していきます。
【参加者の感想・意見】
・災害時の近畿クレアやFM.COCOLOの具体的な外国人支援活動について、
現地での具体的事例について知ることができてとても役に立った。
・阿倍野防災センターでは、バーチャル地震体験や初期消火体験など様
々な活動を通して、地震が起きた時に何をすべきかを学び、防災意識
を高める点で有意義だった。
・地方自治体や総領事館関係者の参加者と意見交換する貴重な機会が持
てて良かった。総領事館と地方自治体と情報共有する機会を増やし、
万が一の時にはすぐに連絡が取り合える連携体制を構築していきたい。
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【02】事業報告２
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■オリオン寮避難訓練&キャリアカウンセリング
１１月１２日（土）オリオン寮にて避難訓練、キャリアカウンセリング
を開催しました。
今後３０年以内に６０％〜７０％の確率で東南海、南海地震が発生する
であろうと言われています。今回は震度６の巨大地震が発生したという想
定で避難訓練を行いました。
現在、寮内には約８０名の留学生が住んでいます。実際に地震を体験し
ていない寮生や３月に発生した東日本大震災後に来日している寮生もいて、
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地震に対する知識が少なく、実際災害が起こった時にどのように避難すれ
ばよいのかを知らない寮生が沢山います。
訓練には寮生４１名が参加し、避難する時は独りでするのではなく、み
んなで声を掛け合い協力し合って全員で避難場所へ行くことを指導し、実
際に避難場所である西百舌鳥小学校まで参加者全員で歩き、寮からの避難
ルートを確認しました。
日頃から災害に備えて準備をしておくもの、地震が発生した場合の行動、
安否確認の際に便利な１７１伝言ダイヤルの使い方、地震に伴う火災が発
生した場合の初期消火方法等の説明の後は、大阪府北堺警察署の方の防災
指導を受けました。
訓練終了後、訓練に参加出来なかった寮生が参加した寮生と一緒に避難
場所まで歩きに行く姿を見て、以前より災害に対する意識が強くなってい
るのを感じました。
避難訓練の後は、財団法人大阪労働協会のカウンセラーの方に来ていた
だき、希望者個別にキャリアカウンセリングを行いました。熱心にカウン
セラーのお話を聞き、相談し、１時間以上カウンセリングを受けていた寮
生もいました。カウンセリングを終えた寮生からは、「とても勉強になっ
た。是非またして欲しい。」との要望がありました。
ＯＦＩＸでは今後も、就職セミナー、防災訓練等留学生支援を行って
いきます。
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【03】事業報告３
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■安藤プログラムインタビューⅠ
第39号でご報告した安藤基金・大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘
事業の研修生にインタビューを行いました。今回は、（株）大林組で研
修を受けたヘッティ・アレッチゲ・アマル・プリアンタ・ペーリス・ウェ
ンナップワ（スリランカ）とワン・ウェンヤー（中国）、（株）銭高組
で研修を受けたトラン・フアン・キエン（ベトナム）とラシャニポン・
ティエンパヨートン（タイ）の4人のインタビューをご紹介します。
１．大阪は初めてですか。印象はどうですか。
−初めてです。来日したことがある友人から聞いていた通り、日本は
住みやすく、人々はとても親切です。地下鉄に乗る方法が分からなっ
た時近くにいた女性のガードマンに道を聞きました。彼女は親切に道
を教えてくれましたが、途中で違った道を教えたことに気づいたそう
で、急いで私に走り寄ってきて、紙切れを見せました。そこには、
英語で違う道を教えたことへの謝罪の文章が書かれていました（おそ
らく英語ができるスタッフに書いてもらったのでしょう）。この経験
を通して私は、日本人の親切心を心から実感しました。（ヘッティ・
アラチャチゲ・アマル・プリヤンタ・ペイリス／スリランカ）
２．日本と自国の違いは何ですか。
−日本語と中国語は言葉や漢字が似ているので、言葉の意味は何とな
くわかりますが、狭い道、ビル、一軒家等、街の構造に違いを感じま
した。（ウォン・ウェンヤ／中国）
３．休日はどのように過ごしましたか。
−ホストファミリーと一緒にお酒を飲んだりして交流を楽しみ、焼き
鳥や梅酒の作り方を教わりました。また芸術、音楽、やその他の専門
分野に携わっている多くの人達との交流ができました。
（ラチャニポーン・ティエンパヨトン／タイ）
４．安藤忠雄氏の建築について印象について。
−安藤氏は中国でも有名で、本で読んで知っていました。安藤氏は経
験豊富で、彼の建築物は個性的で、ユニークです。（ウォン）
−彼の建築物はとてもシンボリックで、広い空間をうまく生かしてお
り、若い建築家たちにインスピレーションを与えるものです。それは、
仏教の「禅」に共通するものがあると感じます。デザインは一見硬そ
うなイメージですが、その空間から居心地の良さを感じ取れます。彼
のデザインは調和が取れており、さらに探求したいと思わせるもので
す。（トラン・ホン・キエン／ベトナム）
５．建築に興味を持ち始めたきっかけは何ですか。
−建築物は人間による創られた環境であり、人々の生活に深く根ざし
ているものです。仏教の信仰には４つの基本的な概念（1.衣2食.3住.
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4.薬）があり、その中で「住まい」は人間にとって一番重要なものな
ので、建築家を目指そうと思いました。（ラチャ）
６．受入先企業の研修はどうでしたか。
−大林組は一流企業であり、働かれている人たちは忙しいのに、設計
プロジェクトを手伝ってくれました。大林組での研修は私の人生の最
初で最後の素晴らしい経験となりました。（アマル）
−非常に良かったです。錢高組では、お互いに助け合いながら、仕事
を進めている点やまた研修プログラムを変更して、京橋にある「KiKi」
や安藤氏建築による「光の協会」に連れて行ってくれたことが印象に
残っています。（ラチャ）
７．受入企業研修に参加して学んだ事は何ですか。
−チームワークやお互いを尊重する気持ち、そして建築の現代技術に
ついて学びました。（アマル）
−日本人の仕事に対する勤勉さを学びました。
（キエン）
８．研修を通して学んだ事を自国でどのように生かしたいですか。
−安全な国にするためにも、スリランカを良くしていかなければなり
ません。帰国後は、日本で撮った写真やアイディアを仲間と共有する
など、小さいことから始めようと思います。（アマル）
−100年間持つ建築物をデザインし、建造できる建築家になりたいで
す。（キエン）
９．最も印象に残っている事を教えてください。
−迅速に、根気強く、黙々と働く大林組の人たちの勤務態度が一番印
象に残っています。（ウォン）
−特に神戸の防災センターの見学が最も印象に残りました。災害防止
の技術や制御システムについて知り、実際に現場で試してみたいと思
いました。また現場での設計過程における厳密な手順を踏む事とまた
精密な工程をたどる事の大切さを実感させられました。（キエン）
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【04】事業報告４
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■国際理解教育事業：安藤研修生との英語交流
平成23年10月14日（金）に、国際理解教育事業の初の試みとして、大
阪大学の学生団体『パンキョー革命』との共催で、Ｈ23年度大阪府海外
短期建築・芸術研修生招聘事業の研修生と『大阪と日本人学生のグロー
バル化』と題して、英語でのワークショップを大阪大学豊中キャンパス
で開催しました。
まずは、インドネシア、タイ、ベトナムと中国の４人の研修生が、今
後の人生のライフ・プランについて話をしました。その後、大阪府 府
民文化部 都市魅力創造局 国際交流・観光課の吉村 圭次様より、大
阪府の国際化戦略アクションプログラムの概要についてお話しいただき
ました。このアクションプログラムを踏まえて、参加した約20名の大阪
大学の学生が、７カ国から来た８名の研修生と、「どのようにすれば大
阪の国際競争力を上げ、もっと留学生を呼び込めるか」「どのようにす
れば日本人学生が国際的に活躍出来る人材になれるのか」の2つの問題
について議論しました。
プログラム終了後の交流会では、インドネシア、スリランカ、インド、
ネパｰルの研修生が、日本でのカルチャーショック（驚いた出来事）に
ついて語りました。
とても短い時間でしたが、日本人学生は大阪府の国際化戦略アクショ
ンプログラムについて様々な国の人と討論しながら交流を深める事で、
視野を少し広げるきっかけとなり、また研修生にとっては日本に対する
理解を少し深める良い機会になったと思います。
大阪府と当財団は協力しあい、今後もこのような英語ワークショップ
を開催し、外国人と日本人学生との交流を促進すると共に、日本人学生
が様々な国の人の前で、自分の意見を英語で発表出来る場を提供してい
きます。
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【05】お知らせ
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■外国人の子どもとその親のための無料電話相談会のお知らせ
この度、大阪府外国人情報コーナーでは大阪府 府民文化部 都市魅
力創造局 国際交流・観光課の依頼の元、言葉の壁によって悩みを抱え
る外国人の保護者あるいは子どもを対象とした、無料の電話相談会を
12月22日（木）〜24日（土）の三日間にわたり、開催いたします。
当日は当コーナーの相談員に加え、外部の専門相談員や助産師、弁護
士、行政書士などが、相談をお伺いいたします。また相談は日本語以外
にも英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、
フィリピン語、ベトナム語での対応が可能ですので、言葉に不安がある
方でも、安心してご相談いただけます。
一人で悩みを抱えずに、よりよい解決方法を一緒に探すために、私た
ちにお電話してみませんか？お待ちいたしております。
外国人の子どもやその親のための無料電話相談会
★相談無料（電話代は自己負担） ★秘密厳守
（学校生活に関すること）
いじめ、不登校、就学、学習、進級・進路（進学、進路変更、
中途退学）
その他学校生活での悩みなど
（生活に関すること）
母子健康（妊娠、出産、産後のケア等）、子育て、子どもの
教育・しつけ、虐待、家庭内の暴力、出入国･在留資格、離婚
・国籍の法律問題など
相談日時：平成23年12月22日（木）
午後9時まで

午後5時30分から

23日（金・祝） 午前9時から午後5時まで
24日（土）
午前9時から午後5時まで
電話番号：０６−６９４１−２２９７(大阪府外国人情報コーナー)

■外国人留学生のための合同企業説明会参加者募集
外国人留学生と外国人留学生を積極的に採用予定の企業との出会い
の場を作る本年度第２回目のJOBFAIR(合同企業説明会)を開催いたし
ます。外国人留学生の採用に積極的な約１００社の企業が出展を予定
しており今回は日本最大級のＪＯＢＦＡＩＲとなります。
日時：平成２４年１月１月１４日(土)

１０：００〜１９：００

場所：マイドームおおさか３階展示場
住所：大阪市中央区本町橋２−５ マイドームおおさか
詳しいアクセスについては以下のホームページで
ご確認ください。
http://www.ofix.or.jp/access/index.html
対象：外国人留学生(２０１２・２０１３年３月卒業予定者、既
卒者)
参加企業：１００社予定
内容：出展企業による企業説明会・オープニングセミナ
ー・グローバルルーキーズカフェ
グローバルルーキーズカフェでは＠日本語・中国語・英語によ
るキャリアカウンセリング・資料ライブラリーコーナー・在留資
格等入社手続き相談があります。
参加費：無料
申し込み方法：基本的に事前予約制となりますので当日の受付が
楽々です。
申し込みはhttp://www.grs‑project.jpからお入りください。
多数の皆さんのご参加をお待ちいたしております。
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【07】 OFIX国際交流員のレポート
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■フィリピンのクリスマス１
みなさん、こんにちは！えっ？もう一ヶ月が経ってしまいましたか？
信じられません。あっという間です。本当に寒くなってきたし、クリス
マスまで後一ヶ月ちょっとですね。ということで、今回はフィリピンの
クリスマスについて話したいと思います。
クリスマスはフィリピン人にとって、とても待ちに待った時期です。
なぜかというといくつか理由があります。一つ、クリスマスは一番長く
祝うイベントです。これはどういう事でしょうかね。実は「‑ber」が入っ
ている月（September, October,…) になるとフィリピンではもうクリス
マスの準備をしています。11月1日に私は一時帰国してデパートへ行った
ら、クリスマス曲が流れていて、クリスマスのツリーやクリスマスの飾り
がたくさんあって、皆さんはもうクリスマス気分でした。クリスマスの
飾りと言えば、伝統的なものは「パロル」です。パロルは星の飾り物で
昔から窓のところと扉のところで飾ります。
次はクリスマスにパーティーがたくさんあります。クリスマスの２週
間前からはもうクリスマスパーティーを相次いでやります。昔１週間に
６件のパーティーに行った覚えがあります。そして、パーティーがたく
さんあれば、プレゼントもたくさんあります。そうです。これがそのも
う一つフィリピン人はクリスマスの好きな理由です。
だいたいのクリスマスパーティーではプレゼント交換をします。それ
から、いろんな人からもプレゼントをいただきます。もちろん、自分も
あげなければいけません。お父さん、お母さん、兄弟、時々いとこ達に、
親友と彼女に、お世話になっている人にクリスマスプレゼントをあげま
す。義務ではありません。でも、クリスマスは「あげる」精神ですから、
何かをあげたくなります。私は家族の中で一番プレゼントを買っていま
した。ツリーの下のプレゼントの半分以上僕があげたプレゼントでした。
もう一つの理由はフィリピン人のほとんどはクリスチャンだからです。
クリスマスは元々キリストの誕生日として祝っています。人々を罪から
救い出すために人間として生まれて、そして死んだイエスキリストの愛
を思い出す時期です。だから、クリスマスの時は皆さんが少し優しくな
ります。お互いに愛を示します。マイケルジャクソンが歌ったように
「Give Love on Christmas Day」です。少なくてもフィリピンでクリス
マスの時には人間の優しさを感じる事ができます。
しかし、クリスマスになると時々寂しくなります。なぜかというと、
私の誕生日は12月24日で、誕生日パーティーを開いても来られる人は
少ないし、クリスマスと誕生日のプレゼントは一つだけです。（笑）
それでも、クリスマスが大好きです。
次回はもう少しフィリピンのクリスマスについてお話しします。そ
れまで、皆さん、食べ過ぎて太らないように気をつけて下さい。
====================================================================
★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★
※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/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‑スについてのご意見、ご感想はこちら
⇒ info@ofix.or.jp
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≫≫ 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/mail̲japanese̲no40.pdf
≫≫ バックナンバ‑
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
====================================================================
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