
２０１７  年 　       10月号
ねん　　 　       がつ      ごう

公益財団法人 八尾市国際交流センター　ボランティア活動情報誌

YAO  INTERNATIONAL  CENTER（Y IC） １

だより！

募集
ぼ　　しゅう

募集
ぼ　　しゅう

外国人市民のためのセミナー 
がい  こく   じん　し　 みん

  『尊敬語』『謙譲語』『丁寧語』を学ぼう！
そん　  けい　　ご　　　　　     けん　じょう　 ご　　　　　　てい　  ねい　   ご　　　　　　　 まな

日本語教育講座
に　　　 ほん　　　 ご　　　きょう　　 いく　　  こう　　　 ざ

日本語の中でも敬語の使い方は難しいですね。日常生活のいろいろな場面で話を

する相手や自分の立場によって使い方が違います。『尊敬語』『謙譲語』『丁寧語』

をじっくり学んでみませんか？！

　に　  ほん　 ご　　　　  なか　　　　　　　けい　 ご　　　　　つか　　　   かた　　　むずか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  にち じょう   せい   かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ば　  めん　　  　はなし

　　　　　　  あい　 て　　　　   じ　   ぶん　　　  たち　  ば　　　　　　　　　　　　　  つか　　　　かた　　　　ちが　　　　　　　　　　　　　　そん　 けい　 ご　　　　　　けん  じょう　ご　　　　　  てい    ねい　 ご

　　　　　　　　　　　　　　　  まな

と　き　①１０月２２日（日曜日）　テーマ：『丁寧語と特別な形の敬語』

　　　　②１１月 5 日（日曜日）　テーマ：『尊敬語』　

　　　　③１１月１２日（日曜日） 　テーマ：『謙譲語』

　　　　各日曜日１３：００～１４：３０

ところ　八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室（3）

講　師　中西 久美子（大阪ＹＷＣＡ専門学校 日本語学科講師）

対　象　18 歳以上の外国人住民。Ｎ４の勉強が終わった人。Ｎ３の勉強をしている人。

定　員　１５人（申込み順）　※ 少開催人数 6 人

参加費　３,０００円（１回目に払います）

申込み　電話または来所にて。１０月１５日（日曜日） まで。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   がつ　　　　　　にち　  　　にち  よう　 び　　　　　　　　　　　　　　　　　  てい  ねい　 ご　　　　とく　べつ　　   かたち　　　けい　ご　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　　いつか　　　  　にち  よう　 び　　　　　　　　　　　　　　　　  　そん　けい　ご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　　　 　にち　　  　にち  よう　 び　　　　　　　　　　　　　　　　  　けん じょう ご

　　　　　　　　　　　 かく   にち   よう　び

　　　　　　　　　　　　や　　お　  し  しょう がい  がく しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょう けん しゅう しつ  　　

 こう　　　　し　　　　なか   にし　　く　　み　  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　せん  もん　がっ  こう　　に　 ほん　 ご　 がっ　か　 こう　し 

 たい　　　 しょう　　　　　　  　さい　 い   じょう　　　がい   こく  じん  じゅう みん　　　　　　　　　　べん  きょう　　　 お　　　　　　　　  　ひと　　　　　　　　　　べん  きょう　　　　　　　　　　　　　　ひと

 てい　　　  いん　　　　　　　　　 にん　　　もうし  こ　　　 じゅん　　　　　　　さい しょう  かい さい   にん  ずう　　　　  にん

 さん　  か　  ひ　　　　　　　　　　　　　　　  えん　　　　　　かい　 め　　　　はら

もうし  こ　　　　　　   でん　わ　　　　　　　　  　らい　しょ　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　にち　　  にち  よう　 び

日本語教育に興味のある方、日本語教育について専門的に学びたい方対象の講座です。

多文化共生社会の担い手として、日本語教育に携わっていく上で必要な知識や教え方

のノウハウなど、日本語教育の基礎について２０回のテーマに分けて学びます。

詳細はチラシ、ホームページ等をご覧ください。

　 に　 ほん　 ご　  きょう いく　　　　きょう　 み　　　　　　　　　　　かた　　　　　に　  ほん　 ご　 きょう  いく　　　　　　　　　　　　　　せん　 もん  てき　　　 　まな　　　　　　　　　  　かた　たい  しょう　　　　こう　  ざ

　 た　 ぶん　  か　きょう  せい　しゃ　 かい　　　　 にな　　　　　て　　　　　　　　　　　　　　  に　  ほん　 ご　 きょう  いく　　　　たずさ　　　　　　　　　　　　　　　　  うえ　　　　ひつ　  よう　　　　ち　　しき　　　　　おし　　　　 かた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に　 ほん　  ご　きょう  いく　　　　　き　　そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　 わ　　　　　　　　 まな

 しょう さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など　　　　　　 　らん

１１月５日（日曜日）～２０１８年２月２５日（日曜日）

１３：３０～１５：００／１５：１５～１６：４５ ＜１日２回×１０日間＞

八尾市生涯学習センター（かがやき）・中研修室（１）

福井 武司（神戸ＹＷＣＡ学院 日本語講師）

斎藤 明子（神戸ＹＷＣＡ学院 日本語講師）

１８歳以上　　　　　　　

２０人 （申込み順）　※最少開催人数６人　

２０,０００円（申込み時納入）

１０月２９日（日曜日）まで。

参加費をご持参の上、来所にてお申込みください。

※銀行振込をご利用いただけます。お問合せください。

　　　　　 がつ　　いつか　　　 にち　よう　 び　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ねん　　　  がつ　　　　　　　にち　　　にち　よう　 び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   にち　　　　かい　　　　　　　　　とおか　 かん

　や　　 お　  し　しょう がい  がく しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう けん しゅう しつ

 ふく　 い　　　たけ　  し　　　こう　  べ　　　　　　　　　　　　　　　がく  いん　　　に　ほん　 ご　　こう　 し

 さい　とう　  　あき　こ　　　  こう　 べ　　　　　　　　　　　　　　  がく  いん　　　に　ほん　 ご　　こう　 し

　　　　　　さい　 い　じょう

　　　　　　にん　 　もうし こ　　　　じゅん　　　　　　　  さい しょう  かい  さい　にん　ずう　　　  にん　

　　　　　　　　　　　　　 えん　 もうし こ　　　　じ　のうにゅう

　　　　　　がつ　　　　　　 にち　 　にち　よう　 び

 さん　　か　  ひ　　　　　　　　じ　 さん　　　　うえ　　　らい  しょ　　　　　　　　　  もうし  こ

　　　  ぎん  こう  ふり  こみ　　　　　　　  り　 よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とい  あわ

と   き

ところ

講　師

 　

対　象

定　員

参加費

申込み

こう　　　　し

 　

たい　　　しょう

てん　　　 いん

さん　 か　  ひ

もうしこ

全3回
ぜん　　　　　   かい

日本語の教え方を

詳しく知りたい方

にもオススメ！

　に　 ほん　ご　　　　おし　　　 かた

 くわ　　　　　　　し　　　　　　　　　 かた
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10月22 日（日曜日）12:15 ～13:15 

八尾市生涯学習センター（かがやき）・中研修室（１）

　　　　  がつ　　　　　   にち　　 にち   よう　び

　や　  お　  し　しょう がい がく しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちゅう けん しゅうしつ

9月10日（日曜日）開催・参加者 24 人
　　　 がつ　　　とおか　　　　 　にち     よう　  び　　       かい          さい　　　  さん　    か　しゃ　　　    　　　 にん

ほう　  こく

報告 八尾河内音頭まつりに参加
や　　 お　　  かわち　　 おん　　ど　　　　　　　　　　　　　　  さん　　か

案内
あん　  ない

案内
あん　  ない

募集
ぼ　　しゅう

世界の国旗かるた大会！
せ　　　　　　 かい　　　　　　　　　　　　 こっ　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たい　　　　 かい

Year-end Party
今年もYear-end Party を開催します！毎年、100人を超える人が参加する交流会。今年は12月

17 日に開催します。その交流会の事前準備や当日の運営など、実行委員ボランティアとして企画

から参加しませんか？みんなで楽しいイベントにしましょう !! 関心のある方は、電話または来所に

てお申し込みください。 　　　　　　　　　　　　　　 　　 ※YIC ボランティア登録が必要です。

　　ことし　　　　　　　イヤー　　　　　エンド　　　　パーティー　　　　　  かい   さい　　　　　　　　　　　　　まい   とし　　　　　　　　　  にん　　　　  こ　　　　　　　  ひと　　　   さん　  か　　　　　　　 こう りゅう   かい　　　  　ことし　　　　　　　　   がつ　　

　　　　  　にち　　　 　かい   さい　   　　　　　　　　　　　　　　　　こう  りゅう  かい　　　　 じ　  ぜん  じゅん　び　　　　 とう    じつ　　　   うん　えい　　　　　　　　　  じっ　 こう　 い　　いん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　  かく　　

　　　　　　 さん　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かん　しん　　　　　　　　　　かた　　　　　　　 でん　  わ　　　　　　　 　　   らい　しょ 

　　　　　　  もう　　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　とう　ろく　　　　ひつ　よう

≪第１回実行委員会≫   

11月 12 日（日曜日）１３：００～･ＹＩＣ事務所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だい　　   かい じっ  こう　 い　いん  かい

　　　　　　　がつ　　　　　　    にち　　   にち   よう　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　  む　しょ

　　　　　　　　　　　　　　　　イヤー　　　  　エンド　　　　パーティー

　　　　　　　　　 がつ　　　　　にち　　 にち   よう　  び　　　　　　　しょう  さい　  み　　てい

  や　　 お　　 し　しょう   がい    がく  しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だい　  かい　 ぎ　   しつ

≪Year-end Party≫ 

１2月1７日（日曜日）   ※詳細未定　

八尾市生涯学習センター（かがやき）･大会議室

実行委員ボランティア
じっ　　こう　　 い　　いんイヤー　　　　　　 エンド　　　　　　　　パーティー

人権について楽しく知って学んでいただくこと
を目的とした年に一度の人権フェスティバル

「ひゅーまんフェスタ2017」 にて開催します！ 
共催：八尾市･八尾市教育委員会･世界人権宣言
八尾市実行委員会　　※YICも参画しています。

  じん　 けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たの　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　まな

　　　　　　　もく　　　　　てき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　　　　　　　　　　　いち　　　　　ど　　　　　　　　　　　じん　　　 けん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい　　　  さい

　　　　きょう　　　 さい　　　　　　　　　や　　　　 お　　　　 し　　　　　　 や　　　 お　　　　 し　　　　きょう　　　いく　　　　い　　　　いん　　 かい　　　　 せ　　　 かい　　 じん　　けん　　　せん　　  げん

　　　や　　　　 お　　　　し　　　　　じっ　　　　こう　　　　い　　　 いん　　 かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 さん　　　　かく

国旗のデザインには、その国の歴史、自然、考え方など、さまざまな意味が込められています。国旗を知ることも、
その国を理解する第一歩となります。八尾市には現在何ヵ国の人が住んでいるでしょうか？！ 正解は約５０ヵ国
です！世界のいろんな国 ・地域から八尾市に来て、一緒に住んでいるんだな (*̂ _^*) と想いを馳せ
ながら、その国々の国旗に関するかるたを
楽しみましょう！

　 こっ　　　　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くに　　　　　　　　れき　　　　し　　　　　　 　し　　　  ぜん　 　かんが　　　　　 かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　　　 み　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こっ　　　　　 き　　　　　　　　　し

　　　　　　　　　　　 くに　　　　　　　　り　　　　 かい　　　　　　　　　 だい　 いっ　　ぽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　　 お　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　げん　 ざい　  なん　　　　　　 こく　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　 す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい　  かい　　　　　　　　やく　　　　　　　　　　　　　　　　　　こく

　　　　　　　　　　　　　　　　せ　　　 かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くに　　　　　　　　　　　 ち　　　　いき　　　　　　　　　　　　　　 や　　　　 お　　　　　　し　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　  いっ　　　 しょ　　　　　　　　　 　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　　　　　　　　　　　　 は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くに　 ぐに　　　　　　 　こっ　　　　 き　　　　　　　　　かん

 たの

参加した外国人住民の方々は、当センターのはっぴを嬉しそうに着て、河内

音頭を楽しみ、日本の伝統文化に触れることができました。また、ボラン

ティアの皆さんと交流を図ることもでき、とても有意義な時間を共有

することができました。来年もまたみんなで祭りに参加したいですね。

 さん　  か　　　　　  　がい   こく   じん  じゅう みん　　　 かた   がた　　　　   とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  うれ　　　　　　　　　　　    き　　　　　　 かわち　 

  おん　 ど   　　    たの　　　　　  　　   　 に　  ほん　　　 でん　とう  ぶん　か　　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　  みな　　　  　　　 　　   こう  りゅう　　　 はか　　　　　   　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ゆう　 い　　ぎ　　　　　じ　  かん　　　 きょう  ゆう

  　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  らい   ねん　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　まつ　　　　　　 さん　 か

申込み不要。当日会場に来てください。
もうし　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　 ふ　　　　よう　　　　　　　　　　　とう　　　 じつ　　　かい　　　じょう　　　　　　　　　　　　　　き

と     き

ところ 　

八尾国際交流野遊祭で３種類の「タピオカパールジュース」を販売することに

決まりました！どんな味かは、当日のお楽しみ！みなさん野遊祭に参加して、

ぜひＹＩＣの店にもお立ち寄りくださいね！（ＹＩＣ野遊祭実行委員会 ）

　 や　　お　 こく  さい　こう りゅう  や　  ゆう  さい　　　　　　  しゅ  るい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  はん  ばい

  き　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　あじ　　　　　 　　　  とう  じつ　　　　　　  たの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  や　 ゆう  さい　　　 　さん　 か　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 みせ　　　　　　　　 　　 た　　　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  や　 ゆう  さい  じっ  こう　い　 いん  かい

［と 　き]10月29 日（日曜日）　11:00～15:00

［ところ]南本町第一公園（通称:ロボット公園）　

［主　催]八尾国際交流野遊祭実行委員会 ＊ＹＩＣも参画しています

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　　 にち　　　にち　 よう　   び

　　　　　　　　　　　　　　  みなみ  ほん    まち　 だい　  いち　  こう   えん　　　  つうしょう　　　　　　　　　　　　　   こう えん

　　しゅ　　　　　 さい　　　　や　　 お　　 こく　 さい　 こう   りゅう　 や　    ゆう   さい　  じっ　  こう　　い　  いん    かい　　　　　　　　　　　　　　　　  さん   かく

11 月17 日（金曜日） 10:00 ～ 16:00

八尾市文化会館（プリズム）･ 3 階 展示室 

　　　　　がつ　　　　　  にち　　　きん　 よう　 び

　や　  お　  し　 ぶん　か　 かい  かん　　　　　　　　　　　　　　　  かい　  てん　じ　 しつ

と     き

ところ

11 月18 日（土曜日） 10:00 ～ 16:00

八尾市文化会館（プリズム）･１階 光の広場

　　　　　 がつ　　　　　  にち　　  ど　  よう　び

　や　  お　  し　 ぶん　か　 かい  かん　　　　　　　　　　　　　　かい  　ひかり　　  ひろ　ば

と     き

ところ

２

３

１

タピオカパールジュースを販売します！
はん　  　ばい

当日ボランティア募集してます！

詳しくはＹＩＣ事務所までお問合せください。

 とう じつ　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ しゅう

 くわ　　　　　　　　　　　　　　　　じ　 む　しょ　　　　　　　　とい あわ



と     き  　

内　容

　　　　

主　催

連絡先

   な  い　　　  よ う　

　しゅ　　　　さい

　 れん   らく   さき

１１月３日（金曜日） ※祝日 １０：００～１６：００　　　　　　　　　　布施・三ノ瀬公園　※入場無料

特設ステージ（世界のうた･踊り･楽器演奏など）・出店コーナー（世界の食べもの･飲みもの･民芸品･特産物など）

展示コーナー（趣向をこらした展示ブースなど）・子どもワールド＆アフリカンフェア・お楽しみ抽選会 など

ＮＰＯ東大阪国際共生ネットワーク 東大阪国際交流フェスタ実行委員会

同実行委員会 ０６-６７２１-６６７０　e-mail:kokusaiks@e-sora.net

　　　　　 がつ　　みっか　　　   きん　よう　 び　　　　　　しゅくじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ　　せ　　　　 さん　　の　  せ　  こう   えん　　　　　　  にゅうじょう　む　りょう

  とく  せつ　　　　　　　　　　　　　　 せ   かい　　　　　　　　おど　　　  がっ  き　えん そう　　　　　　　　しゅっ てん　　　　　　　　　　　　　　せ　かい　　　た　　　　　　　　　の　　　　　　　　  みん げい ひん　 とく さん ぶつ

 てん　 じ　　　　　　　　　　　　　　 しゅ こう　　　　　　　　　　　  てん  じ　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たの　　　　　　 ちゅうせん  かい

　　　　　　　　 ひがし おお  さか  こく   さい  きょうせい　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひがし  おお  さか  こく   さい  こう   りゅう　　　　　　　　　　  じっ　こう　い　 いん かい

  どう  じっ   こう　 い　 いん  かい
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他団体イベント案内 多言語進路ガイダンス
た　　 げん　　ご　　しん　   ろ　 た　   だん　  たい　　　　　　　　　　　　　　　 あん　 ない

他団体イベント案内
　 た　   だん　  たい　　　　　　　　　　　　　　　 あん　 ない

10月18 日、11月1日、15日（水曜日）16:00～19:30 ※第1･3 水曜日

八尾市生涯学習センター（かがやき）・料理室他

食事の提供や学習支援、文化交流等を行い、ほっとな心温まる居場所づくりを提供。

市内の小･中学生、外国にルーツのある小･中学生とその保護者　　　　　子ども無料　

不要。 登録（保護者の同意）が必要です。当日、直接来てください。　

　　　　 がつ　  　　 　にち　　　　 　 がつ　ついたち　 　　　 　にち　    すい  よう　び　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 だい　　　  　　 すい　よう　 び　

　や　  お　  し　しょう がい がく しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 りょう　り　しつ   ほか

 しょく じ　　　　てい きょう　　　がく しゅう  し　 えん　　　 ぶん　か　  こう りゅうなど　　　おこな　　　　　　　　　　　　　　  こころあたた　　　　　 　 い　  ば　しょ　 　　　　　　　　　　 てい きょう  

 し　  ない　　  しょう　  ちゅうがく せい　　　がい  こく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう　 ちゅうがく  せい　　　　　　　　　 ほ　 ご　しゃ　　　　　　　　　　　　   　　こ　　　　 　　む  りょう   

   ふ　よう 　　   とう ろく　　 　ほ　 ご  しゃ　　　   どう  い　　　 　　　ひつ よう　　　 　　　   とう  じつ　　ちょくせつ　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　

（木曜日）16：00～20：00の間  ・ （日曜日）15：00～17：00の間　

八尾市国際交流センター事務所　　　　　外国にルーツのある小･中学生　

外国にルーツをもつ子どもたちが自由に集まれる場所として、宿題などの勉強をしたり、

おしゃべりしたりしています。　　　　 無料

初めて参加する人は、ＹＩＣに電話してください。

10月5日（木曜日）

11月23日 （木曜日） ※祝日

　　　　   がつ　    いつか　　　　もく    よう　び

　　　　   がつ　　　　　　にち　　もく    よう　び　　　　　   しゅく じつお休み

　 もく  よう　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あいだ　　　　　にち  よう　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あいだ

  や　   お　 し　 こく  さい  こう  りゅう　　　　　　　　　　　じ　　む　しょ　　　　　　　　　　　　　　　がい  こく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう　 ちゅう がく せい

 がい こく　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　 じ　 ゆう　　　 あつ　　　　　　　  　　ば   しょ　　 　　　　　　　　　しゅく だい　　　　 　　　　 べん きょう　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  　　　　　　　　む りょう

はじ　　　　　    さん　 か　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　  　　　でん　わ　

8月27日（日曜日）開催・テーマ 私の一番の楽しみ

出場者：英語部門 10 人・多言語部門 5 人
しゅつじょうしゃ　　 えい　ご　  ぶ　もん　　　　　  にん　　　 た　げん　ご　  ぶ　もん　　　  にん

　　　 がつ　　　　　　にち　　 　にち     よう　  び　　       かい          さい　　　　　　　　　　　　    わたし　　  いち   ばん　　　 たの

ほう　  こく

報告

て い　　  き　　  かい　　 さい　　  じ　　 ぎょう

定期開催事業 SALA ＆ にじいろほっとステーション

第8回 中学生多言語スピーチコンテスト
  だい　　　　かい　　ちゅう  がく    せい　　た　 げん　　ご

ＳＡＬＡ
サーラ

第22回 東大阪国際交流フェスティバル
ひがし   おお　  さか　 こく　 さい　  こう  りゅうだい　　　　　　かい

生徒対象
せい  と  たい しょう

保護者対象
　ほ　 ご　しゃ たいしょう

１０月２０日（金曜日）１６：３０～１８：００

八尾市立青少年センター（八尾図書館３階）

日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒

中学卒業後の進路説明、先輩の体験談、日本語指導が

必要な帰国生徒・外国人生徒のための特別な配慮の

ある高校の紹介、交流会等

　　　　　 がつ　　  はつか　　　   きん よう　び

　や　 お　 し　りつ  せいしょうねん　　　　　　　　　　　　　や　  お　と    しょ  かん　　  かい

　に  ほん　ご　   し   どう　  　ひつ よう　　　  き  こく   せい  と　　　  がい こく じん  せい　と

ちゅうがくそつ ぎょう ご　　　  しん  ろ　せつ  めい　   せん ぱい　　　たい けん  だん　　 に   ほん　 ご　 し　どう

 ひつ よう　　　  き　こく せい　と　　　 がい こく  じん  せい　と　　　　　　　　　　  とく べつ　　   はい  りょ

　　　　　 こう  こう　　しょうかい　　 こうりゅうかい など

１１月６日（月曜日）19:00 ～ 20:30

八尾市役所・大会議室（６階）

保護者（通訳を必要とする方）

中学卒業後の進路説明、日本語指導が必要な帰国生徒・

外国人生徒のための特別な配慮のある高校の紹介、相談

等。ＹＩＣもＳＡＬＡの活動を通しての事例を発表します。

　　　　  がつ　 むいか　　　げつ  よう  び　

　や　 お　  し　やく  しょ　　   だい  かい  ぎ    しつ　　　　  かい

　ほ　 ご　しゃ　　　つう  やく　　　ひつ よう　　　　　　　　かた

ちゅうがく そつぎょう  ご　　　 しん　ろ　せつ  めい　　　に　ほん　ご　 し　どう　　　ひつ  よう　　　 き　こく  せい　と

 がい  こく  じん せい　と　　　　　　　　　　  とく べつ　　　はい  りょ　　　　　　  　こう  こう　　 しょうかい　  そう だん

 など　　　　　　　　　　　　　　サーラ　　　　 かつ どう　　 とお　　　　　　　 じ　れい　　はっぴょう

高校進学への進路支援を目的とした通訳付進路説明会です。日本の高校入試制度や学校生活などについて、

生徒または保護者対象に多言語による情報提供と個別相談を実施します。お近くに対象の方がいらっしゃ

いましたら、ぜひガイダンスの

ご紹介をお願いします！

 こう  こう  しん   がく　　　　　　 しん　 ろ　 し　  えん　　　 もく   てき　　　　　　　　　つう  やく  つき  しん　ろ　 せつ　めい  かい　　　　　　　　  　に　ほん　　  　こう  こう にゅう  し　 せい　ど　　　　がっ   こう  せい  かつ

  せい　と　　　　　　　　　　ほ　  ご　  しゃ たい  しょう　　　た　  げん　ご　　　　　　　　　じょう ほう  てい  きょう　　　こ　 べつ   そう   だん　　　じっ　し　　　　　　　　　　　　　　　  ちか　　　　　　たいしょう　　　かた

　　　しょうかい　　　　　　ねが 申込み・問合せ先：八尾市教育委員会人権教育課（072-924-9854）

主　催：帰国・渡日児童生徒学校生活サポート事業  中河内地区八尾連絡会

もうしこ　　　　　　　と　あわ　　  さき　　　　や　 お　 し  きょういく   い   いん  かい じん  けんきょういく　か

 しゅ　　　さい　　  　き   こく　　　  と  にち　 じ   どう せい　と　がっ  こう  せい かつ　　　　　　　　　　  じ  ぎょう　   なか   かわち　   ち　  く　 や　  お   れん らく かい

「自信をつけるきっかけになれば」「友だちの大切さを伝えたい」「先輩から母語でスピーチすることの大切さ

を聞いて」など、それぞれ参加の動機を胸に、本番まで一生懸命練習したスピーチを発表しました。応援や見学

に駆けつけた多くの方々に届くよう思いを込め、それぞれの

経験から得た楽しみや何気ない

習慣への気づきなど…中学生

の思いを感じることができ

ました。これからも多くの

中学生の参加と、多くの方々

が耳を傾ける場になればと

思っています。

　　 じ　 しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   とも　　　　　　　　  たい   せつ　　　　　 　つた　　　　　　　　　　　　   せん   ぱい　　　　　　  ぼ　  ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　たい  せつ

　　　  き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    さん　  か　　　  どう　  き　　　  むね　　　　　  ほん  ばん　　　　　  　いっしょう  けん  めい　れいしゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　   はっ  ぴょう　　　　　　 　　　　　　　おう  えん　　　 けん  がく

　　　　か　　　　　　　　　　　　 おお　　　　　　かた   がた　　　 とど　　　　　　　　　おも　　　　　 　こ

  けい   けん　　　　　　  え　　　　たの　　　　　　　　　なに   げ

しゅうかん　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　  ちゅう がく  せい

　　　 おも　　　　　　かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   おお

ちゅうがく   せい　　 　さん　  か　　　　　  おお　　　　　　かた  がた　

　　　 みみ　　　かたむ　　　　　　 ば

  おも　

■第1部  英語部門

 優　勝　石黒 舞乙　（八尾市立成法中学校３年）

 準優勝　山下 陽菜乃（八尾市立志紀中学校３年）

 第三位　杉本 萌佳　（金光八尾中学校３年）　　

■第2部 多言語部門

 優　勝　姜 雪　　 （八尾市立志紀中学校１年） 

 準優勝　泊里 彩花 （八尾市立高美中学校３年）　

入賞者（敬称略）
にゅう しょう  しゃ　　けいしょうりゃく

　　  だい　　  ぶ　　　えい　ご　   ぶ　 もん

   ゆう　　　しょう　　　いし  ぐろ　　ま　   お　　　　　  や　 お　 し  りつ せいほうちゅうがっこう　　  ねん

  じゅん ゆうしょう 　　  やま  した　　 ひ  　な　  の　　　や　  お　し  りつ  し　 き  ちゅうがっこう　　ねん

   だい　さん　 い　　　 すぎ   もと　  ほの　 か　　　　　 こんこう　 や　おちゅうがっこう　　   ねん

　　  だい　　  ぶ　　  た　 げん　ご　  ぶ　 もん

   ゆう　　　しょう　　  じゃん しゅえ　　　　　　　　　　 や　 お　し　りつ  し　 きちゅうがっこう　　 ねん 

 じゅん ゆう しょう　　　とま　 り　　あや　 か　　　　　 や　 お　し　りつ たか  み  ちゅうがっこう　　ねん

と     き

ところ 　

内　容

　　　　

申込み

   な  い　　　  よ う　

　もうし  こ

  や　   お　 し　 こく  さい  こう  りゅう　　　　　　　　　　　じ　　む　しょ　　　　　　　　　　　　　　　がい  こく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう　 ちゅう がく せい
  たい　　　　しょう

参加費

対　象

  さん　  か　　ひ

 し　  ない　　  しょう　  ちゅうがく せい　　　がい  こく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう　 ちゅうがく  せい　　　　　　　　　 ほ　 ご　しゃ　　　　　　　　　　　　   　　こ　　　　 　　む  りょう   

参加費
  さん　  か　　ひ

と     き

ところ 　

内　容　

対　象

申込み

   な  い　　　  よ う

　たい　　　  しょう

　もうし  こ

と     き

ところ 　

対　象　

内　容

　たい　　　  しょう

　ない　　　　よう

と     き

ところ 　

対　象　

内　容

   たい　　　   しょう

　ない　　　　よう

ところ

要申込み・通訳有り
ようもうし こ　　　　　 つう やく あ



４

と     き  ：  10月１5日（日曜日）１２：１５～１３：４５　　　　　　　　　

　　　　※基本、第１･３日曜日に開催。

　　　　※10月29日（日曜日）11:50 頃より

　　　　　野遊祭（南本町第一公園）にて出演！

ところ：八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室

参加費：無料　　　　申込み：不要

 　 　　　　　　　　　　        　 　　         がつ　　        　　  　 にち　　　　にち　よう　  び

　　　　　　　　　　　　　　　　 き　　ほん　　　　  だ い　　　　　　　　　にち　よう　　び　　　　   か い　 さ い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 がつ　　　　　　  にち　　　にち　 よう　   び　　　　　　　　　　　　　　　　ころ

　　　　　　　　　　　　　　　 　や　　ゆう　さい　　　　みなみ   ほん　まち　 だい    いち　 こう　 えん　 　　　　　　 　　  しゅつ   えん　　　　　　　　　　　　                                       　     

　　　　　　　　　　　　や　   お　  し    しょう   がい   がく しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう けん しゅう しつ

さん　 か　  ひ　　　　　む     りょう　　　　　  　　　　　　  もうし  こ　　　  　　    　  ふ　 よう

YAO  INTERNATIONAL  CENTER（Y IC）

 インタビューのお願いをしたところ、「え？あの数珠つなぎの ?! 嬉しい～ !!」という、今までにない喜び

と共に受けてくださった宮﨑さん♫ 叔母が外国の方を自宅に招き、洋楽を聴くなどしていた影響を幼少の

頃から受け、将来外国に行きたいという想いを募らせていった宮﨑さん。23 歳で初海外、ロサンゼルスへ

短期留学！その時、ホストファミリーなど周りの人々に非常に良くしてもらった経験から、自分も将来日本

に来る外国人に恩返ししたいと思ったそう。20 年以上前、八尾市文化会館内にあったYIC の存在を知って

ボランティア登録。それからずっと、そして今も自然体で肩肘張らず国際交流を楽しまれています。戦争経験

のある義父は、異国の人を自宅へ受け入れることに対して抵抗があったそう…しかし今では、「今年は誰が

来るの？」と聞いてくるんだそうです (*^_^*) 東日本大震災のとき、安否を気遣う電話がいろんな国から

かかってきたことは嬉しく、心に沁みたこと。今まで関わりのあった実習生や海外からのビジターは家族

の一人。世界の人々と繋がり助け合うことで、少しでも平和な世界につながればと思っている。将来は海外

に拠点を移し、日本文化を伝える等の活動をしたいと考えている意欲的な宮﨑さん。何年経っても歳をとら

ない印象の秘訣は、きっと次なる目標に向かい、多くの人との交流を楽しんで過ごされているからなんで

しょうね☆   　※肩肘張らず：無理しないで。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じゅず　　　　　　　　　　　　　　　　　 うれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いま　　　　　　　　　　　　　　よろこ

　　　 とも　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みや   ざき　　　　　　　　　　  お　  ば　　　　がい　こく　　　  かた　　　　じ　 たく　　　   まね　　　　　 よう   がく　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えい  きょう　　　よう しょう

  ころ　　　　　　  う　　　　　　  しょうらい　がい　こく　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　　　 つの　　　　　　　　　　　　　　　　　  みや   ざき　　　　　　　　　　　　　　さい　　　　はつ  かい  がい

  たん　 き  りゅう がく　　　　　　　　　とき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まわ　　　　　　 ひと   びと　　　　ひ   じょう　　　 よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けい   けん　　　　　　　　 じ　  ぶん　　　しょうらい　  に　 ほん

　　　  く　　　　がい   こく  じん　　　　おん　がえ　　　　　　　　　　　　　　  おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　い  じょう まえ　　　　や　　お　し　  ぶん　か　  かい  かん  ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  そん　 ざい　　 　し

　　　　　　　　　　　　　　　　　 とう  ろく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   いま　　　　し　 ぜん  たい　　　  かた　ひじ　 は　　　　　　　こく  さい  こう  りゅう　　   たの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん  そう　 けい  けん

　　　　　　　　　 ぎ　  ふ　　　　　　　   い　こく　　　  ひと　　　　じ　  たく　　　　う　　　　 い　　　　　　　　　　　　　　　 たい　　　　　　  てい  こう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いま　　　　　　　　　　　 ことし　　　　  だれ

　く　　　　　　　　　　　　　　 　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひがし  に　 ほん   だい  しん   さい　　　　　　　　　　　　あん　 ぴ　　　　  き　づか　　　  でん　 わ　　　　　　　　　　　　　　　くに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 うれ　　　　　　　 　こころ　　　  し　　　　　　　　　　　　　　　いま　　　　　   かか　　　　　　　　　　　　　　　　　じっ  しゅう せい　　　 かい  がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　  ぞく

　　　　ひとり　　　　　せ　 かい　　　 ひと   びと　　　 つな　　　　　　たす　　　　 あ　　　　　　　　　　　　　　 すこ　　　　　　　　  へい　　わ　　　　せ　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　　　　　　　　　　   しょうらい　　 　かい  がい

　　　 きょ  てん　　　  うつ　　　　　　に　ほん   ぶん　か　　　　つた　　　　　　 など　　　 かつ   どう　　　　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　　　　　  い　 よく  てき　　　 みや  ざき　　　　　　　　  なん  ねん  　た　　　　　　　　　とし

　　　　　　いん しょう　　　  ひ　けつ　　　　　　　　　　　　　　  つぎ　　　　　　もく  ひょう　　　  む　　　　　　　　　おお　　　　　　 ひと　　　　　　  こう りゅう　　  たの　　　　　　　　　　す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かた　ひじ　は　　　　　　　　　　 む　 り

毎号、ＹＩＣメンバーを数珠つなぎ形式でインタビュー。

先月号のムハマド  ミフタッフル  フダさんより紹介していただきました！

まい ごう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅ  ず　　　　　　　　  けい  しき

せん  げつ ごう　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう かい

宮﨑 佳世子さん　八尾市在住

ＹＩＣボランティア歴 20年以上

※

みや  ざき　　か　 よ　 こ　　　　　　　　　 や　 お　  し  ざいじゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 れき　　　　 　ねん　いじょう

公益財団法人  八尾市国際交流センター
こう　   えき　    ざい　     だん　    ほう　     じん　　　    や　　    お　　   し　　   こく　    さい　     こう　  りゅう

〒581-0833 八尾市旭ヶ丘5-85-16 八尾市生涯学習センター内 

ＹＩＣボランティアメンバー随時募集中 !!　
 ずい　 じ　  ぼ  しゅう ちゅう　　　　

　や　      お　     し     あさひ      が　  おか　　　　　　　　　　　　　  　　　　　    　  や　　        お　　        し　           しょう                がい             がく             しゅう　　　　　　　　　　   　　　　　　 ない 

 かい      しょ　 じ　   かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    きゅう       しょ 　       び　　　       げつ             よう　       び　　　　   ど　         よう　　 び　　 　      しゅく        じつ　 　   　 ねん         まつ　    ねん　     し 

開所時間  8：45～17：15　休所日[ 月曜日・土曜日・祝日・年末年始］

ＴＥＬ：072-924-3331 ＦＡＸ：072 - 92 4 -3332

http://www.helloyic// .or.jp  helloyic@helenrr .ocn.ne.jp　Facebook［YAO International Center]

★八尾市外国人住民数 50 ヵ国他 6,949 人 ／ 2017年 ９月1日現在
や　    　お  　       し　       がい        こく 　   じん　 じゅん　みん　   すう　　　 　　　　　　  　　          こく　  ほか　　　　　　　     　　　　　　　　     にん　　　　　　   　　　　　   　　　　　  ねん　      　    　    がつ        ついたち     げん      ざい

案内
あん　　 ない

ＹＩＣサークル活動

10 月 10 日（火曜日）　

　※9 日（月曜日･祝日）の振替日

１１月３日（金曜日） ※祝日

１１月２３日（木曜日） ※祝日

　　　　   がつ　　　とおか　　 　　か　 よう　び　　　　　　　　　　

　　　 　　 ここのか　　   げつ よう　び　   しゅくじつ　　　     ふり  かえ   び

　　　　　 がつ　みっか　 　 きん よう　び　　　　   しゅくじつ

　　　　　 がつ　　　　にち   　もく  よう　び　　　　   しゅくじつ

10 月 10 日（火曜日）　

　※9 日（月曜日･祝日）の振替日

１１月３日（金曜日） ※祝日

１１月２３日（木曜日） ※祝日

　　　　   がつ　　　とおか　　 　　か　 よう　び　　　　　　　　　　

　　　 　　 ここのか　　   げつ よう　び　   しゅくじつ　　　     ふり  かえ   び

　　　　　 がつ　みっか　 　 きん よう　び　　　　   しゅくじつ

　　　　　 がつ　　　　にち   　もく  よう　び　　　　   しゅくじつ

日本語
歌おう♪

サークル

  うた

  に　   ほん  　ご

次回のＹＩＣだよりは、   

11月10日（金曜日）

発行予定です。

　　　じ   かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

　　　　　　 がつ　　とおか　        きん  よう   び　　  

　　  はっ  こう   よ   てい

（ＹＩＣ）

やす

ＹＩＣの

お休み

に　     ほん　　ご

こう　 りゅう

　　  　やす

日本語
交流の
お休み


