
“わくわくサツマイモづくり” ボランティア

Ｂ.Ｂ.Ｑ. 交流会 実行委員　
バーベキュー　　　　　  こう　  りゅう　  かい　　　じっ　　こう　　  い　   いん

がい　　 こく　　  ご　　  しん　　ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

4 月 21日（日曜日）に開催する B.B.Q. 交流会の企画から参加し

てくださるボランティアを募集します。B.B.Q.実行委員として、

一緒に盛り上げて楽しいイベントにしましょう。

　　　 がつ　　　　　　  にち　　　　にち   よう　  び　　　　　　　 かい   さい　　　　　　　　 バーベキュー　　   こう  りゅう  かい　　　　き　　かく　　　　　　　さん　か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ  しゅう　　　　　　　　　　　　　 バーベキュー　　  じっ   こう　  い　いん

  いっ  しょ　　　　 も　　　　　 あ　　　　　　　 たの

＜第 1 回実行委員会＞

　 と　き　３月29日（金曜日）１９：００～　

　 ところ　YIC 事務所　　　　　対　象　ＹＩＣメンバー

　 申込み　電話または来所

 だい　　　 　かい　じっ　こう　い　いん   かい　

　　　　　　　　　　　　　　   がつ　　　　　   にち　　   きん　よう　び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   じ　  む　 しょ　 　　　　　　　  　　　　　  たい　　   しょう

　もうし  こ　　　　　　　でん   わ　　　　　　　　　  らい  しょ

と　き　３月２３日（土曜日）　11:00 ～ 17: 00　　　

　　　　３月２４日（日曜日）１0：００    ～  １６：００ 

ところ　久宝寺緑地修景広場付近

　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　にち　　　ど　 よう　び

　　　　　　　　　　　　　　がつ　にじゅうよっか　　 にち  よう　び

　　　　　　　　　　　きゅうほう　 じ  りょく　ち  しゅうけい  ひろ　  ば　  ふ　 きん

ＹＩＣメンバーで農作業を通して交流を図るイベントを行います。外国人住民の人からも、

日本で一度は農作業をやってみたい！と望む声もあり、今年中に＜サツマイモの苗植え、

草引き、収穫、調理＞までシリーズで開催します。そこで、土作りから調理まで、全体のお

手伝いしていただける方を募集します！
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３

募集人数　10 人程度

対　象　　YI C メンバー　※ＹＩＣボランティア登録が必要

　　　　　農作業の経験がなくても大丈夫です。　　　　

申込み　　３月 ３１日（日曜日）まで。電話または来所。

※4 月の日曜日に、土作りとボランティア説明会を行います。

　ぼ　しゅう にん ずう　　　　　　　　 にん　てい   ど
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　　　　　　　　　　　　　　のう　 さ   ぎょう  　　　けい けん　　　　　　　　　　　　　　  だい じょう  ぶ

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

　　　　　　がつ　　　  にち  よう　 び　　　　　  つち   づく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せつ  めい  かい　　　おこな

第1回「サツマイモの苗植え」開催は 5 月 26 日（日曜日）

を予定しています。次号の案内で、参加者を募集します。

だい　　　 かい　　　　　　　　　　　　　　　　　  なえ   う　　　　　　かい  さい　　　　　　がつ　　　　　  にち　　　にち  よう  び

　　　よ　 てい　　　　　　　　　　　　　　　　じ　ごう　　　あん ない　　　　　さん　か　しゃ　　　  ぼ  しゅう　

ＹＩＣのブースに

ぜひ遊びに来てくださいね～
 あそ　　　　　　 　き　

おお さか

ハッピーアースデイ

大阪で



今回は、「総務班」「情報班」「翻訳班」と３つある班のうちの「翻訳班」の役割と手順を、実際に八尾市文化国際課の職員

　と共に行いました。ＹＩＣのスタッフ２人が「コーディネーター」と「やさしい日本語訳」を担当し、　また英語とタイ語の翻訳

　　者に参加と協力をしてもらい、市からの情報を翻訳する流れを体験しました。まず、災害時には「やさしい日本語」に訳

　　　したものが基本の原稿となり、その後、各言語に翻訳します。やさしい日本語は日本語能力試験のＮ4レベル程度に

　　　　 設定します。どの情報を残し、どのようにやさしい日本語に変えるのかがとても重要です。英語とタイ語の翻訳者か

　　　　　　 ら、「避難所で水をもらうことができます。」という原稿では、「その水は、飲むための水なのか洗い物などに

　　　　　　　使う水なのかが分からない。」という意見が出ました。様々な国や文化、常識の違いがあることを改めて考え

　　　　　　　　させられました。災害時には、外国人住民にできるだけわかりやすく情報を伝えることを目指し、今後も研

　　　　　　　　  修や訓練を続けていきたいと考えています。
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平成 31年度  事業計画・収支予算
へい   せい　　　　　 ねん　  ど

じ　　ぎょう　 けい　　かく　　　　　　しゅう　  し　　　よ　　 さん

平成3１年2月2６日に開催された理事会にて承認されました。

2019 年２月６日（水曜日）実施
ねん　　　がつ　むいか　　　　すい  よう   び　  　　じっ　し

へい せい　　　　     ねん　  　がつ　 　　　  にち  　　 かい さい　　　　　　  　　り　 じ　かい　  　　　 しょう にん

いっ  ぱんしょう み  ざい  さん ぞう  げん　　　ぶ　
たんい　　 えん

一般正味財産増減の部  （単位：円） 

たんい　　 えん

  （単位：円） 

 大 科 目 金 額 

経 
常 
収 
益 

基本財産運用益 5,060,000 

特定資産運用益 5,000 

事業収益 1,210,000 

受取補助金等 34,010,000 

雑収益 5,000 

経常収益計 40,290,000 

 

 

 大 科 目 金 額 
経

常 

費

用 

事業費 31,294,000 

管理費 11,004,000 

経常費用計 42,298,000 

当期経常増減額 △2,008,000 
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　　　　 　  ざいじゅう　　  たい ざい　　　　 　  がい こく  じん  など　　　　   　し　 えん　じ ぎょう　

　　　　　   に   ほん　ご　こうりゅう　  　がい こく じん　 し   みん

　　　　　　た　 げん  ご　　　　　　　　 せい  かつ　し　えん　　 ほん  やく  　つう  やく  　そう だん　  　　こ　　　　　  　い　  ば　しょ　　　　　　　　　　　　サーラ

　　　　　　や　　お　  し　 さい   がい　 じ　　た　 げん　 ご　  し　 えん　

　　　　 　   こく さい  こう りゅうだん たい  など　　　　　  し　えん　じ  ぎょう

　　　　　  し　 ない こく  さい こう りゅうだん たい  など　　　たい　　　　　  し　 えん  およ　    きょうりょく
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人物交流をはじめとする国際交流促進事業

ボランティアの登録 /  市民と在住･滞在外国人との交流会

海外諸都市との国際親善及び交流事業

国際親善及び海外文化紹介 / 八尾市都市間交流事業

国際教育を推進する事業

国際理解セミナー / 国際教育プログラム / ＹＩＣ多文化教室

多言語スピーチコンテスト / ボランティアの育成及び支援 

在住・滞在する外国人等への支援事業

日本語交流 / 外国人市民のためのセミナー

多言語による生活支援（翻訳･通訳･相談）/子ども居場所づくり｢SALA｣

八尾市災害時多言語支援センター

国際交流団体等への支援事業

市内国際交流団体等に対する支援及び協力

国際交流イベントへの参加 / 他団体との連携

国際交流に関する情報収集及び広報事業

広報 / 情報の収集と提供 

3１3１

ＹＩＣでは、映画を通して世界で起きていることを知り、異文化理解を深めるセミナーを

開催しています。日本で暮らす様々な歴史背景をもった人たちの苦悩を知り、共に生きる

社会のことを考えませんか？

１

２

3

4

5

6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　えい　 が　　　　とお　　　　　　　せ　 かい　　　　  お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  し 　　　　　  い　ぶん　  か　   り　  かい　 　   ふか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　しゃ　かい　　　　　　　　　　   かんが

第 3 回「八尾市災害時多言語支援センター設置･運営」職員研修
や　　　お　　　し　　  さい　  がい　　  じ　　　た　　 げん　　  ご　　  し　　  えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　せっ　　 ち　　　  　うん　  えい　　　　  しょく　  いん　   けん    しゅうだい　　　　  かい

平成３１年度 事業計画・収支予算

映画上映会「焼肉ドラゴン」
第 73 回国際理解セミナー
だい　　　　  かい こく さい  り  かい

えい　　 が　　じょう　  えい　   かい　　　　  　やき　   にく

へい　　せい　　　　　　　　　　ねん　　 ど　　　  じ　　  ぎょう　  けい　　かく　　　　　  しゅう　 し　　　よ　　 さん

 
   

    
  

 
  



ＹＩＣの存在はかなり前から知っていて、イベントにも参加してくださっていた板倉さん。「やってみたらどうです

か？」と、あるボランティアに勧められて３年ほど前、本格的にＹＩＣでボランティアを始められました。ＹＩＣで

よく見かける大きなお声の板倉さんをご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか？（笑）英語や中国語が、時々

入り混じる話し方でもお馴染みですね (^▽^) 。東南アジアで海外生産や貿易をする会社に勤めてから、英語と中国語

を学ぶ学校に夜間通ったそう。そして、カンボジア、ベトナム、中国など東南アジア５ヵ国に、３０年ほど駐在して

いたそうです。自分自身が外国語で苦労した経験から、外国の方の日本語がどのように上達していくのかということ

に関心があったそう。学習者の日本語の習得の早さに驚き、また熱心さに敬意を表すると言う。反対に教えてもらう

ことも多々あり（流行語なども^ ＾）、そして教授法を知らないので迷惑をかけることがあると、感じているそう・・・

「自分の日本語は上手ではなく、先生でもない。日本語話者の一人として、お相手をしている。」と言い、「日本語を

学ぶのはあなた自身。私はそのお手伝いをするだけ。」と、必ず初めに学習者に伝えるようにしているそう。“同志”

という言葉が好きで、同じ外国語を学ぶ者としての立場を大切にされているんだそう。少しぶっきらぼうな話し方と

は裏腹に（笑）、信念と愛情をもってボランティアに取り組まれている元気な板倉さん。これからのご活躍も期待し

ています☆
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姉妹都市関係にある八尾市とベルビュー市が、交換学生を相互に　　　　

派遣・受入れすることにより、お互いの親善交流を深めると共に、

次世代を担う青少年が外国での生活体験を通じて、国際感覚を養い、

視野を広めることを目的としています。

   し　 まい　 と　  し　 かん  けい　　　　　　　　　 や　　お　  し　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　   こう  かん  がく  せい　　　  そう　ご　
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　し　 や　　　　 ひろ　　　　　　　　　　　　　　 もく  てき

板倉 幹男 さん・八尾市在住

ＹＩＣメンバー歴  約5年

 いた   くら　 みき　 お　　　　　　　　　　　や　　お　 し　 ざい じゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  れき  　  やく　　  　ねん毎号、ＹＩＣメンバーを数珠つなぎ形式でインタビュー！
まい ごう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅ  ず　　　　　　　　  けい  しき

70

第40回  交換学生募集の案内
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　　　　じっ    し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　じゅ   けん  りょう　　　　　　  　　　　　　　　   えん　　 　 ぜい   こみ　　

  　　　 うけ　 つけ　  き　  かん　　　  　　　 がつ　　　   　　  にち　　　 きん   よう　  び　　　　　　  　　　　がつ　　　 　　　  にち　　　  げつ   よう　  び　　　　　　　　　　　　  　

 　　　 もうし　 こ　　 　　 ほう　 ほう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ゆう   そう　　　 　 がん   しょ

　　　   しゅ　　 　　 さい　　 　　どく   りつ  ぎょう  せい　 ほう   じん　こく　  さい   こう　りゅう　き     きん  
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　こう　えき　 ざい　 だん   ほう　 じん 　に 　  ほん　 こく　さい  きょう   いく　し　  えん　きょう  かい

   ■と　き：７月７日（日曜日）　

　■対　象：日本語を母語としない者　

　■実施レベル：Ｎ１～Ｎ５　 ■受験料：5,500 円（税込）　　　　

   ■受付期間：3月2２日（金曜日）～4 月2２日（月曜日）１７：００       

   ■申込み方法：インターネット（http://www.jees.or.jp） 

　　　　　　　　または郵送（願書がいります。）　

   ■主　催：独立行政法人国際交流基金

　　　　　　公益財団法人日本国際教育支援協会

に 　  ほ ん 　   ご 　  の う  り ょ く 　  し 　  け ん

こ う 　  か ん   が く   せ い 　  ぼ 　  し ゅ う
あ ん 　  な い

の案内
あ ん 　  な い

■受入：２０１９年７月上旬～（最長３週間）　 ■派遣：２０１９年７月下旬～（最長 3 週間）  
　　 うけ いれ　　　　　　　　　　　  ねん　　 がつじょうじゅん　　　　　　　　　　　　　　　　　  は   けん　　　　　　　　　  　　ねん　 　がつ  げ じゅん　さいちょう　 しゅうかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さいちょう　　　しゅうかん  

■応募締切：２０１９年４月８日（月曜日）必着

■負担費用：航空運賃の半額、ホームステイ受入れ時の滞在費等

■応募資格：・八尾市在住または在学で派遣時に高校生もしくは大学１回生

　　　　　　・ベルビュー市からの交換学生をホストファミリーとして受入れできること等

■申込み・問合せ先：八尾市姉妹都市提携協会事務局（八尾市役所 3 階 文化国際課内）

　　　　　〒581-0003 八尾市本町 1-1-1 　TEL：072-924-3843　FAX：072-924-0１７5

　　　　　※詳しくは、募集要項をご覧ください。募集要項はＹＩＣにもあります。

■主　　催：八尾市姉妹都市提携協会・ベルビュー市姉妹都市協会

 おう　ぼ　しめ  きり　　　　　　　　　　　　　ねん　　  がつ　 ようか　　  げつ  よう　び　　 ひっちゃく

   ふ  たん　ひ　よう　　　こう  くう うん  ちん　　　はん がく　　　　　　　　　　　　　　　　　　うけ　い　　　　じ　　　  たい  ざい　ひ　など

 おう　ぼ　  し   かく　　　　　  や　 お　  し　ざいじゅう　　　　　　   ざい がく　　　 は　けん　じ　　　 こう こう せい　　　　　　　　　　 だい がく　　   かい せい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 し　　　　　　　　 こう かん がく せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  うけ　い　　　　　　　　　　　　　　　 など

もうし こ　　　　　　とい あわ 　    さき　　　  や　  お　 し　  し  まい　 と　 し　 てい けいきょうかい  じ　　むきょく　　　や　  お　  し　やく  しょ　　　 かい　ぶん　 か　こく さい　 か　ない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   や　  お　 し　ほん まち　

　　　　　　　　　　　　 くわ　　　　　　　　　　　 ぼ しゅうよう  こう　　　　　  らん　　　　　　　　　　　　　 ぼ しゅう よう こう

 しゅ　　　　　  さい　　　 や　  お　 し　  し　まい　と　 し　てい  けいきょうかい　　　　　　　　　　　　　　　  し　  し　まい　と　 し  きょうかい
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3月21日    （木曜日）　  祝日のため
　　　がつ　　　　   にち　　  もく    よう　  び　　　　　 しゅく じつ

　　　がつ　　　　   にち　　  もく    よう　  び　　　　  しゅく じつ

祝日のため
しゅくじつ

しゅくじつ

祝日のため

3月21日（木曜日） 　祝日のため

4月30日（火曜日）

 ～5月７日（火曜日）

4月30日（火曜日）

 ～5月７日（火曜日）

　　    がつ　　　　　にち　　　か　よう　び

 　　　　　　  がつ　   なのか　　　か　 よう　び

　　    がつ　　　　　にち　　　か　よう　び

 　　　　　　  がつ　   なのか　　　か　 よう　び

　　　 がつ　じゅうよっか　　　　  がつ 　　　　  にち　　  かく もく よう　び　　　　

　　がつ　　なのか　　　 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　

3 月 14 日、４月 18 日（各木曜日）１９：００～２０：００

４月 7 日（日曜日）14：00～15：00

八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室　

お休み　3月２８日、4月4日（各木曜日） 
　　  やす　　　　　　　 がつ　　　　にち 　　　　 がつ　よっか　　 かく もく ようび

3月24日、4月７日、１４日（各日曜日） 　1 ２：１５～１３：４5

八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室

　　 がつ　にじゅうよっか　　　　　がつ　なのか　　　　  じゅうよっか　 　      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　　　　　　

3 月 20 日（水曜日）、4 月 4 日（木曜日）、17 日（水曜日） 　１６：００～１９：３０ 

八尾市生涯学習センター（かがやき）･料理室他  

外国にルーツのある小･中学生とその保護者、市内の小･中学生

子ども無料 　 申込み　不要。直接来てください。 ※１回目のみ登録（保護者の同意）が必要。

　　  がつ　　　はつか　　　　すいよう　 び　　　　 　　   がつ　　よっか　　　もく  よう　び　　　　　　　　    にち　　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

 がい こく　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょう   ちゅうがくせい　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　　 し　 ない　    しょう  ちゅうがく せい

  こ　　　　　　 む りょう　　　　　もうしこ　　　　　　ふ　よう　　　ちょくせつ き　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 かい  め　　 　 　  とう  ろく  　 ほ　  ご   しゃ　　  どう　い　　　 　ひつ  よう　　

３月10 日、4 月１４日（日曜日）１ ３：００～１５：００

八尾市生涯学習センター（かがやき）･プレイルーム

外国にルーツのある子ども（０歳～６歳）とその保護者

　　  がつ　 　とおか　 　       　　  がつ　じゅうよっか　　  にち よう   び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 や　 お　  し　しょうがい がく しゅう

がい こく　　　　　　　　　　　　　　　　　  　こ　　　　　　　　 さい　　 　  さい　　　　　 　 　   ほ　 ご　しゃ　　

　　　がつ　　　　 にち　　 　　　がつ  　　　  　にち 　   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

3 月31日  、4 月  28日（各日曜日）12：15～13：15

八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室


