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■コミュニティ通訳ボランティア研修を開催しました
日本に住んでいる外国人の方の市役所などでのコミュニケーションの
橋渡しをする、コミュニティ通訳者の養成を目的とする研修を、昨年度
に引き続き実施しました。今年度は5月22日（火）、26日（土）、6月2日
（土）の平日の夜間と土曜日の3日間と、5月24日（木）、30日（水）、
6月6日（水）の平日の日中の3日間の2種類の日程で行い、英語、中国語
を初め、韓国語、スペイン語、ポルトガル語のボランティア通訳者計60
名が参加されました。
参加者はコミュニティ通訳として活動するための心構えやマナーにつ
いての他、通訳の現場で必要とされる知識を深めるため、在留資格やDV
被害者支援制度、母子保健や教育についてそれぞれの専門家に、そして
通訳のトレーニング方法についてプロの通訳者に講義をして頂きました。
研修後のアンケートでは、「現場で活躍されている講師の先
生方に
講義して頂き大変充実していた」、「色んな方と話し合いながら対応の
仕方など注意点を自ら考えることが出いるいい機会になった」との声が
寄せられ、有意義な研修になりました。今後も多くの方に知識や技術を
提供していき、たくさんの方に活躍して頂きたいと考えております。
■通訳ボランティア育成・活動促進事業委託者決定
公募していました通訳ボランティア育成・活動促進事業について、
６月13日に委託者選定委員会を開催し、審査の結果、次の２協会から
の提案が採択されました。
（特活）寝屋川市国際交流協会
（特活）とんだばやし国際交流協会

今回の募集は終了しましたが、OFIXでは、今後とも外国人の受入環
境を整備するため、地元の協会さんと連携して通訳ボランティアの育
成などに努めていきたいと考えておりますので、ボランティア研修を
ご検討されている場合はOFIXまでご連絡下さい。
■

大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業研修生決定のお知らせ
平成２４年度大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業研修生選考
委員会を６月１３日（水）開催し、本年度の研修生は、右表のように
決定いたしました。
出身国
専攻
専門
フィリピン インテリアデザイン
タイ
建築
設計
スリランカ 設計
建築設計
ネパール
建築
都市設計
インド
建築
建築保全
ベトナム
都市設計
都市設計
中国
建築
建築
インドネシア 都市設計
都市設計

■ 関西国際交流ボランティアネットワーク会議（KIV-NET）総会開催
関西国際交流ボランティアネットワーク会議（KIV-NET）の第１７
回総会を５月31日（木）に公益財団法人和歌山県国際交流協会のサー
クル室で開催いたしました。
平成２４年度の活動計画案等の報告の後、阪南市国際交流サークル
及び（公財）和歌山県国際交流協会からの活動事業報告があり、その
後いかにメーリングリスト等を通じて情報の共有を図り、活動をいか
に活発化するかの議論がなされました。
ちなみにＫＩＶ－ＮＥＴは１９９５年のＡＰＥC大阪会議の開催を
きっかけに、関西の国際交流団体が意見や情報の交換等を行い、国際
交流ボランティア活動の発展、振興に寄与することを目的として、
１９９６年３月に設立され、そのネットワークを活かし大規模な国際
イベントにおける語学ボランティア支援を行ってきたネットワーク会
議です。
現在の加盟団体数は７５団体です。
本年度は大阪府国際交流財団が事務局を務めておりますので、新し
く加盟されたい団体の方は下記までお問い合わせください。
（公財）大阪府国際交流財団
電話：06-6966-2400

企画推進グループ
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■入管法および住民基本台帳法が改正されます
いよいよ7月9日から入管法および住民基本台帳法が改正されます。
それに伴い、所轄の省庁及び自治体国際化協会で周知のためのパンフ
レット、ホームページ、また電話相談窓口を多言語で設けております
ので、右記を参考にしてください。
また、大阪府外国人情報コーナーの方でも、皆さんのご質問に答え
ることができるようにスタンバイしていますので、お気軽にお問合わ
せください。
【大阪府外国人情報コーナー】

☎ 06-6941-2297
英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語
タイ語、スペイン語、ベトナム語、フィリピン語
入国管理局ホームページ（日本語を含む26言語）
情報提供電話番号 0570-013904 / 03-5796-7112
(平日8:30-17:15)
総務省ちらし
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
（日本語を含む6ヶ国語）
情報提供電話番号

0570-066-630/03-6301-1337 (8:30-17:30)

自治体国際化協会（CLAIR）
多言語情報冊子
http://www.clair.or.jp/tagengo/
（日本語を含む13言語）
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【03】地域に根差した外国人支援
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■大阪発・NGOと行政をつなぐ国際交流協会ネットワーク
吹田市国際交流協会専務理事・事務局長 田澤 修一
2002年度（平成14年度）に始まった「大阪発・NGOと行政をつなぐ国際
交流協会ネットワーク事業」は、「人権教育のための国連10年大阪府後期
行動計画」を実践することを目的として実施されました。 財団法人自治
体国際化協会の「平成14年度地域国際化協会等先導的施策支援事業」の助
成を受け、当初参加した府内6つの国際交流協会が2004年度(平成16年度)
に「大阪発・NGOと行政をつなぐ国際交流協会ネットワーク実行員会」を
立ち上げその後継続的に研修会や学習会を積み重ね現在に至っています。
最大9協会の参画を実現しましたが、現在では実行委員会を構成するの
は4団体で、オブザーバー参加が2団体1機関で運営されています。
スタート時の事業キーワードは、多文化共生、教育、人権で、時代はま
さに1980年代後半から地方自治体の国際化の取り組みの中で設立された
「国際交流協会」の役割が国際交流や国際協力から、「外国人の活動しや
すいまちづくりを推進する方向」（平成元年地域国際交流推進大綱の策定
に関する指針）へ変革する時期でした。
その後、2006年度（平成18年度）には総務省が地方自治体に向け「地域
における多文化共生推進プログラム」の策定を求めましたが、私たちのネ
ットワーク事業実行員会はその方向性への先鞭をつけてきたものと自負し
ています。
事業キーワードの具体化のために、①市民協働の根幹となるボランティ
ア制度を参加から参画へするための見直し、②地域の教育機関（大学だけ
でなく専門学校や高校など）やNPOだけでなく地域活動のキーパーソンと
なる地縁組織との連携・協働関係の確立、③外国人を単に支援されるもの
とするだけでなく、支援する立場へと転換する、等の方針のもとで事業を
推進し一定の成果を上げることが出来ました。
今後は、青年層が外国に目を向け雄飛できるような動機づけと、その手
段としての語学力の向上だけでなく、異文化の国においても日本の伝統文
化や芸術等を自信と誇りを持って語り伝えることが出来るような教育や支
援をすることが、必要な課題と考えています。
全国的に見ますと、2006年度（平成18年度）前後にその役割を果たした
との判断で、解散する国際交流協会や、広域的に統合整理される等の状況

もありましたが、私たちのネットワークは連携・協力を活動継続の根幹と
して、設立当初の目的を着実に実現してきました。
しかし私たちのネットワークの個々の組織においても、その理念や取り
組んできた事業の施策の方向性の正しさとは別の次元で、全国的なバブル
崩壊を経て構造改革、財政改革の影響を受け、経営そのものの見直しが求
められたり、専有施設を持つ協会にとっては、2003年（平成１５年）の地
方自治法改正により導入された指定管理制度の影響や、2006年（平成１８
年）に制定された公益法人制度改革３法への対応も含め、否応なしに従来
からの国際交流協会のミッションの見直しが必要です。
単純なイメージから誤解を生むような画一的な外郭団体見直し意見へは
毅然とした態度をとり、行政に対しては国際交流協会は便利使いの行政の
下部組織ではないことを主張し、今後求められる国際化施策理念に基づい
てお互いがその役割を認め合い再構築する時代へと入ったと思います。行
政が国際交流協会の自主性を尊重すると同時に、国際交流協会は自主自立
の覚悟を持ち、既存の事業の集中と選択により経営面からも持続可能な改
革が求められています。
2011年（平成２３年）大阪府が、明確な数値目標や期限を示した「国際
化戦略アクションプログラム」を策定されました。
私たちのネットワークは、個別の組織擁護論よりも、私たちが求め掲げ
てきた事業の理念を実現するために、大阪府のアクションプログラムを積
極的に受け止め、真の意味での行政との連携、協働を強固なものにする時
期に入ったと認識すべきでしょう。
目標は１０年先を見越した日本の国際化施策であり、そのために守るべ
きものは組織でなく人と知識・知恵です。
目標への手段としてあるのがグローバル戦略であり、それを円滑に進め
られる資産こそ、私たちが培ってきたネットワークやノウハウであると自
負するものです。
■とんだばやし国際交流協会と多文化共生マネージャー
とんだばやし国際交流協会事務局長
多文化共生マネージャー全国協議会理事
前川 仁三夫
＜（特活）とんだばやし国際交流協会＞
（特活）とんだばやし国際交流協会は「多文化共生社会をめざして」
設立された小さな協会です。定款の目的には「住民の主体的な参加によ
り富田林市と連携を図りながら、地域に在住する外国人（日本籍マイノ
リティを含む）や世界の人々との相互理解を深め、人権尊重を基調とし
た国際交流活動を促進すると共に、多文化共生の、平和で平等な世界を
目指した地域社会をつくることを目的とする」（下線は筆者）と述べて
います。外国人を国籍だけで捉えないこと、憲法や世界人権宣言、国際
人権規約などを理解し多文化共生社会作りのルールとすること、そして、
多文化共生の考え方は街づくりの大きな柱とまでは言えなくとも、なく
てはならない柱です。
異文化に触れ興味や関心を持つこと、困っている人を支援することは
大事なことですが、それと共に、お互いが人間としての権利を実現でき
る関係や環境を作り出していくことも大切であり、そのような多文化共
生社会は外国人市民にとってだけでなく、日本人市民にとっても暮らし
やすく、豊かな地域社会を実現すると思います。
＜“とんばの風“具体的な取り組み＞
私たちの具体的な取り組みとしては「通訳・翻訳サポート事業」「に
ほんごよみかき教室」「語学教室」や「相談・支援事業」「子どもたち
へのサポート事業」それらを支える「多文化共生の地域づくり」「地域
における多文化共生推進体制の整備」そして「国際交流・国際協力」事
業を行っています。
自分たちの暮らす地域の街づくりに貢献する、そのためにはさまざま
な外国人市民を含めた市民の「つぶやき」（要望）に応じることが大切

だと考えています。応じるために足元だけに目を向けているだけでは分
からないことが多く、やはり多様な活動に触れ、学ぶことが大切だと考
え「大阪発・NGOと行政をつなぐ国際交流協会ネットワーク実行委員会」
（以後、ネットワーク）や「NPO法人多文化共生マネージャー全国協議
会」（以後、NPOタブマネ）に参加しています。
＜NPOタブマネ＞
ネットワークについては吹田市国際交流協会の田澤さんが書いてくだ
さっているので、ここではタブマネについて紹介したいと思います。タ
ブマネは滋賀県にある「全国市町村国際文化研修所（JIAM）」の「多文
化共生マネージャー養成コース研修修了生有志」によって２００８年に
立ちあげられました。災害時における多言語情報提供の仕組み作りや災
害時における多言語支援センター設置訓練、そして多文化共生研修への
講師派遣などに取り組んでいます。
主たる活動に「災害時」の取り組みがありますが、これは阪神淡路大
震災、新潟中越沖地震などの経験を踏まえています。タブマネは２０１１
年３月１１日東日本大震災発災直後からJIAMの協力により研修所内に
「東北地方太平洋沖地震多言語支援センター」を立ち上げました。そし
て４月３０日まで１１言語、１３７報の情報提供や電話相談を行いまし
た。（特活）とんだばやし国際交流協会は中国語翻訳のコディネーター
役を引き受け、ネットワークと２０人以上のボランティア翻訳者の皆さ
んの協力を得て、その役割を果たすことができました。それは１０年来
の大阪の国際交流協会のネットワークの活動と、それぞれの協会におい
て日頃からのボランティア翻訳者の皆さんとの係わりがあったからこそ
できたことでした。
＜地域に根差し、ネットワークで拡がりを！＞
それぞれがさまざまな形で東日本大震災と向き合うとともに、私たち
のような小さな協会関係者が一つのまとまりとしてこの大災害に少しで
も係わることができたのはネットワークやタブマネとの連携があっての
ことです。地域の「つぶやき」（要望）にしっかり応じることを大切に
しながら、多様な人々、団体との繋がりを大切にしたいと考えています。
それを実現できる場がネットワークであり、タブマネではないかと感じ
ています。
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【04】ＪＩＣＡからのお知らせ
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■平成24年度 国際教育セミナー～教室で、世界を感じよう！
世界を伝えよう！～
国際理解教育・開発教育をワークショップや実践事例を体験し、参加
型学習のつぼを考え学ぶ2日間！NGO/NPOなどの団体や教員同士の情報交
換の場としてもご活用ください！
日時： 第１回：7月27日（金）13時から17時まで
第2回8月 9日（木）10時から16時30分まで
会場： 第1回：JICA関西
http://www.jica.go.jp/kansai/office/access.html
第2回：大阪国際交流センター
http://www.ih-osaka.or.jp/access/
主催： （独法）JICA関西 （公財）大阪府国際交流財団
参加費：無料

※事前申込み必要

参加対象：国際理解教育・開発教育に興味のある教職員・学校関係者また
は学生
定

員：第1回

プログラム：
第1回【7月27日】

50人/第2回

120人（先着順）

13：00～17：００

○ワークショップ：「つながる世界の問題～私たちができることは～」
講師：フェアトレード・サマサマ 事務局長 小吹 岳志氏
第2回目【8月9日】 10：00～16：30
○全体会：10：00～10：45 「国際教育とは」
○午前の部：11：00～13：00
①「アフリカと出会う！はじめの一歩」
②「フードマイレージ 買物ゲームと中国環境問題」
③「もっと知りたい！世界のこと」）
④「KidsCan!国際協力をはじめよう」
○午後の部：13：00～16：30
①「ケータイの一生」
②「平和と飢餓について考えるワークショップ」
③「やってみよう！中学生の英語の授業で国際理解教育」
④「世界とつながる高校生」
○資料・相談コーナー：16：30～17：00
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【05】OFIX国際交流員のレポート
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■「なぜ英語？」：英語を勉強する理由
皆さん、こんにちは。OFIX国際交流員のアルビンです。皆さんは元気
に過ごしているでしょうか。私は最近大阪府国際化戦略アクションプロ
グラムの「おおさかグローバル塾」の事業に関わっていて、塾に参加し
ている高校生達の英語学習のサポートをしています。最近よく「英語が
話せないとだめです」とか「今のグローバル言語は英語だ」とか聞くで
しょう。そこで、「なぜ英語なの？中国語でも韓国語でもいいでしょう。」
と疑問を持った人もいるでしょう。それで、今回は真面目な話で「なぜ英
語なの？」について書きたいと思います。
実は、この話は最近の話ではなく、２５年も前から話題になっていま
した。私は英語専攻で、大学の授業では扱われました。当時、フィリピ
ンでは英語はもう第２言語として学校で勉強されていて、ほとんどの科
目では教授言語は英語でした。それでも、「なぜ英語を勉強しなければ
ならないか」と疑問に思った人達は少なくありませんでした。
なぜ英語を勉強する必要があるのか、一つあげられている理由は「英
語は国際言語／グローバル言語だから」です。どうやってそうなったで
しょうか。誰が決めたでしょうか。一番母語話者が多い中国語の方が国
際言語にすればいいだろうと思う人もいます。確かに中国語を話す人の
数が一番多いです。それはなんと、約1,025,000,000人もいます。次は
スペイン語を話す人で390,000,000人もいます。英語を話す人は328,000,
000人で、３位になります。確かに英語よりは中国語を話す人の方が多い
ですが、英語の場合は、様々な国で使用されています。42カ国も英語を
主な言語として使用しています。約36カ国は英語を公用語として使って
いる国もあります。ですから、英語ができるなら、世界のどこに行っても
だいたい英語が話せる人はいるでしょう。それだけではありません。
ビジネスの世界では一番使われている言語は英語です。国際会議でも、
英語は一つの公用語として使われています。
25年前と比べて、英語が話せる人は大きく増えました。今後の20年
から30年はもっと増えるのでしょう。英語で話せることは当たり前に
なるでしょう。ですから、今世界に置いて行かれないように英語を勉
強しなければなりません。しかし、ただ勉強するだけではなく、自分
のものにしなければなりません。
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★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/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_no47.pdf
≫≫ バックナンバ⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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