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八尾市外国人相談窓口 相談員 
や　　　 お　　　し　　 がい　　こく　　じん　　そう　　だん　　まど　　ぐち　　　  そう　  だん　  いん

フィンランドの HIMMEL I を作ろう！
ヒンメリ　　　　　　　　　　　　　　　　つく

ひゅーまんフェスタは、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です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じん けん　　　　　　  　　　　たの　　　　　　  し　　　 　　　まな　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  もく てき　　  　　　　　ねん　　   いち　ど　　  じん  けん

ひゅーまんフェスタ201９に参加
さん　か

HIMMEL I はフィンランドに古くから伝わり、麦の藁に糸を通して多面体に形成したモビールです。

寒冷な土地での豊作を祈願するために、自然を敬い豊穣の願いを込めてひとつずつ藁に糸を通していき

ます。現在はクリスマスツリーや結婚式の装飾品に使われたり、子宝を願って幸運のお守りとされて

います。フィンランドの民族楽器 KANTELE の音色に耳を傾けながら、HIMMEL I を作り、フィンラ

ンド文化に一緒に浸りましょう！

　　　　　　　　ヒ ン メ リ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ふる　　　　　　　　　つた　　　　　　　　  むぎ　　　わら　　　  いと　　　とお　　　　　　  た　めん  たい　　　けい  せい

 かん  れい　　　　と　 ち　　　　　　 ほう  さく　　　　き　がん　　　　　　　　　　　　　　　　　し　 ぜん　　　うやま　　  ほうじょう　　　ねが　　　　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わら　　　 いと　　　とお

　　　　　　　　  げん ざい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けっ  こん しき　　　　そうしょくひん　　　  つか　　　　　　　　　　　　　　  こ  だから　　  ねが　　　　　　 こう  うん　　　　　　まも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みん ぞく  がっ  き　　　　　　　　カンテレ　　　　　　　　 ねいろ　　　　みみ　　　かたむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒンメリ　　　　　　　　　つく

　　　　　　ぶん　 か　　　　いっしょ　　　 ひた

この事業は八尾市からの新たな受託事業として、その運営をＹＩＣが受託し担うことになったものです。

増加する外国人住民の方々が安心して暮らしていくために、必要な生活に関する相談や情報の提供などに

対応していきます。そこで、その相談窓口の相談員を募集します！

　　　　　　じ　ぎょう　　　  や　　お　  し　　　　　　　　　  あら　　　　　　  じゅ   たく　じ　ぎょう　　　　　　　　　　　　　　　　  うん  えい　　　　　　　　　　　　　 じゅ  たく　　　　にな

 ぞう　 か　　　　　　  がい  こく  じん  じゅうみん　　　 かた　がた　　　あん　しん　　　　　　  く　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ひつ　よう　　 　せい　かつ　　　 かん　　　　　　そう　だん　　　じょう ほう　　　てい  きょう

 たい　おう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そう だん  まど  ぐち　　    そう  だん いん　　　　ぼ しゅう

と　き：11 月1５日（金曜日）、1６日（土曜日） 午前１０時から午後４時まで

ところ：八尾市文化会館（プリズム）　 ※ＹＩＣは 1 階 光の広場で行います。

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

　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　  にち　　　きん  よう　 び　　　　　 　　　にち　　　  ど　 よう　 び　　　 ご　   ぜん　　　　　　  じ　　　　　　　　 ご　　ご　　　　　じ

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

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

日本－フィンランド

外交関係樹立

100周年

  に　 ほん

 がい こう かん  けい じゅ りつ

　　　　　 しゅうねん

15日午後２時から15分程度、1 階 光の広場ステージで、

フィンランドの民族楽器 KANTELE の紹介をします。

　　　　 にち  ご   ご　　　　じ　　　　　　　　　　ふん  てい　ど　　　    かい　ひかり　　ひろ　 ば

　　　　　　　　　　　　　　　　　  みん ぞく  がっ  き　　　　　　　カンテレ　　　　　　  しょう かい

八尾市と八尾市の近くに住んでいる外国人が不安や悩みをなくし、

安心して生活が送れるように、「八尾市外国人相談窓口」を開設します。

   や　　お　　し　　　　　や　　お　  し　　　　　ちか　　　　　　　す　　　　　　　　　　　　　  がい   こく   じん　　　  　ふ　  あん　　　  なや

  あん  しん　　　　　　せい　 かつ　　　おく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 や　　 お　　  し　  がい    こく　  じん　  そう    だん　  まど　 ぐち　　　　　　　 かい  せつ

※ＹＩＣも「ひゅーまんフェスタ

2019 実行委員会」に参画しています。
　　　　　　　  じっこう   い  いん かい　　　　  さん かく

募集人数：①主任相談員１人（日本語／ベトナム語ができる方 － 週５日勤務）

　　　　　②相談員２人　　 （日本語／英語ができる方・日本語／タイ語ができる方 － 各１人、週１日勤務）

雇用期間：２０１９年１２月１日から２０２０年３月３１日まで  （勤務状況により更新あり）

採用試験：11月 9日（土曜日）　午前１０時から　※小論文・個人面接

申 込 み ：１０月３１日（木曜日）午後５時 まで（郵送の場合は必着）

　　　　　  ※詳しくはホームページまたは募集要項でご確認ください。募集要項はＹＩＣと文化国際課にあります。

  ぼ   しゅう にん  ずう　　　　　　  しゅ  にん   そう  だん   いん　  ひとり　　　　  に　  ほん　ご　　　　　　　　　　　　　　　  ご　　　　　　　　　　　　かた　　　　　しゅう　 いつか　きん　 む
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新しい図書
  あたら　　　　　　　　　 と　　  しょ　

書　名：団地と移民　課題 先端「空間」の闘い　　　　　　　　

著　者： 安田 浩一　　　出版社：角川書店（201９年４月発行）

内　容：昔は「夢と希望の地」だった団地が、いまは「都会の限界集落」と化している。

高齢者と外国人労働者が居住者の大半を占め、人種間というよりは世代間のギャップが

生まれている。交流の機会がなくなり、接触がなければ相互理解も進まない。“一緒に

生き続けること”を実践している各団地の現状や取り組みを取材報告。

 しょ　　　  めい　　　 だん　 ち　　　　 い　 みん　　　　か　  だい  さい  せん  たん　　　くうかん　　　　   たたか　　　　　

 ちょ　　　  しゃ　　　  やす　 だ　　こう  いち　　　　　　　　  しゅっぱん　しゃ　　　 かど　かわ  しょ  てん　　　　　　　　　　　　  ねん　　　 がつ　はっ こう

 ない　　　  よう　　　むかし 　　　　　 ゆめ　　　　き　 ぼう　　　　ち　　　　　　　　　　　　 だん　 ち　　　　　　　　　　　　　　　  　　 と　 かい　　　 げん  かい しゅう らく　　　　　　  か

  こう  れい  しゃ　　　  がい  こく  じん  ろう   どう  しゃ　　 　  きょ じゅう しゃ　　  　たい  はん　　　　し　　　　　 　　じん  しゅ  かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　せ　 だい　かん

　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　  こう りゅう　　　 き　  かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　せっしょく　　　　　　　　　　　　　　　そう　 ご　　り　かい　　　　すす　　　　　　　　　　　　　　いっ  しょ　　　  

　い　　　　つづ　　　　　　　　　　　  　　　　　　 じっ　せん　　　　　　　　　　　    かく  だん　 ち　　　　 げん  じょう　 　　 と　　　　 く　　　　　　　しゅ　 ざい  ほう  こく

２

イベント企画実行委員
き　　　かく　  じっ　　 こう　　 い　　 いん

ほう　　　   こく

第10回 多言語スピーチコンテスト
だい　　　　　　　 かい　　　　た　　 げん　　  ご

と　き：１０月２７日（日曜日）午前９時から（１時間程度）

ところ：八尾市生涯学習センター・３階 小研修室（４）

対　象：ＹＩＣメンバー（ボランティア登録が必要）

募集人数：１０人程度　

　　　　　※５人集まらない場合は、事業が開催できません。

申込み：電話または来所にて。1０月２５日（金曜日）まで。

　　　　　　　　　　　　　　　　 がつ　　　　　　にち　　　にち   よう　び　　　　  ご　 ぜん　　　　じ　　　　　　　　　　　　   じ　かん   てい　ど

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

 たい　　　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう  ろく　　　  ひつ  よう

　ぼ　しゅう にん  ずう　　　　　　　　にん  てい　ど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にん　あつ　　　　　　　　　　　　ば　あい　　　　　　  じ　ぎょう　　  かい　さい

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

と　き：１０月２０日（日曜日）午後２時から午後３時まで

ところ：八尾市国際交流センター事務所

対　象：ＹＩＣメンバー（ボランティア登録が必要）

　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　はつか　　　　にち　よう　び　　　　ご　　ご　　　　 じ　　　　　　　 ご　　ご　　　　じ

　　　　　　　　　　　　 や　  お　  し　こく　さい  こう  りゅう　　　　　　　　　　　 じ　　む　しょ

たい　　　  しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   とう  ろく　　　  ひつ  よう

第１回実行委員会
だい　　　　　かい　　じっ　　こう　  い　　いん　  かい

第１回実行委員会
だい　　　　　かい　　じっ　　こう　  い　　いん　  かい

□事業目的：参加者同志の交流、異文化理解、またはＹＩＣの活動周知を図る。

□担当役割：実行委員長/副実行委員長/広報/会計/書記等　　□開催規模： 参加者１００人程度

□開 催 日 ：2020 年７月から 2021年２月の間　□主催：ＹＩＣ３０周年企画実行委員会

　　　  じ   ぎょう もく  てき　　　  さん　 か　しゃ  どう　 し　  　　こう りゅう　 　   い　 ぶん　か　　り　かい　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 　かつ　どう しゅう  ち　　　　 はか

　　　 たん  とう   やく わり　　　  じっ   こう　い　いん　ちょう　 ふく  じっ   こう　  い　いん ちょう　　こう  ほう　　  かい  けい　　  しょ　き　  など　　　　　　　　  かい　さい　  き　  ぼ　　　　   さん　か　  しゃ　　　　　　　   にん  てい　ど

　　　かい　　さい　　び　　　　　　　　　　　　　 　ねん　　　　がつ　　　　　　　　　　　　　　　  ねん　　　  がつ　　　あいだ　　　　　　しゅ　 さい　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅう ねん　き　  かく　じっ こう　い　  いん  かい

8月2５日（日曜日）開催

※多言語部門「小学生の部」は、当日出場者が１名と

　なったため、スピーチ発表として行いました。

 た　げん  ご　 ぶ  もん　 しょうがくせい　　　ぶ　　　　　  とうじつしゅつじょうしゃ　　　　  めい

　　 　　　　　　　　　　　　　はっぴょう　　　　　  おこな

がつ　　　　  にち　　  にち よう   び　　   かい   さい

■英語部門「小学生の部」

 優　勝　栗山 陽花（八尾市立山本小学校６年）

 準優勝　今井 花　 （八尾市立八尾小学校５年）

■英語部門「中学生の部」

 優　勝　谷浦 悠佳（八尾市立成法中学校３年）

 準優勝　姜 雪　　 （八尾市立志紀中学校３年）

 第三位　岩峪 みゆ（八尾市立曙川中学校３年）

■多言語部門「中学生の部」

 優　勝　姜 俊　　  （八尾市立志紀中学校１年） 

　　　えい　  ご　  ぶ　  もん　　　しょうがく   せい　　　　ぶ

　 ゆう　　　しょう　　　くり   やま　 はる　  か　　　　 や　  お　いち   りつ  やま  もと しょう がっ   こう　　 　ねん

   じゅん ゆうしょう　　　いま　  い　  はな　　　　　　  や　  お　いち   りつ　や　　お しょう  がっ  こう　　　  ねん

　　　えい　 ご　   ぶ　 もん　　   ちゅうがく  せい　　　　ぶ

    ゆう　　　しょう　　　たに  うら　   はる　か　　　　 や　  お　いち　りつ   せい  ほうちゅう  がっ  こう　　 　ねん

 じゅん  ゆう しょう　　  ちゃん   ゆき　　　　　　　　　 や　  お　いち   りつ　し　　き　 ちゅうがっこう　　　　ねん

    だい　さん　 い　　　　いわ  さこ　　　　　　　　　　や　　お　いち  りつ　あけ  がわ  ちゅうがっ  こう　　 　ねん

　　　  た　 げん　ご　　ぶ　 もん　　   ちゅうがく  せい　　　　ぶ

   ゆう　　　しょう　　　ちゃん  じゅん　　　　　　　　　 や　  お　いち    りつ　し　  き　ちゅうがっ  こう　　　　ねん

今年から、出場枠を小学生にも広げて開催し、小学生・中学生合わ

せて22人が「私の挑戦」をテーマに発表しました！それぞれ元気

いっぱいのスピーチ、想いを込めたスピーチからは、出場するま

でにたくさんの練習を積み重ねてきた努力も共に伝わってきまし

た。会場に応援にかけつけてくださった多くの人たち、見ている

人や聴いている人の心を打たれる

スピーチでした。これからも、

勇気をもって多くのことに挑戦

し続けてほしい、と思いました。

　 ことし　　　　　　　　しゅつじょう わく　　　しょうがく  せい　　　　　　  ひろ　　　　　　 かい   さい　　　　   しょうがく  せい　　　 ちゅう がく  せい　 あ

　　　　　　　　  　　にん　　　　　 わたし　　 ちょう せん　　　　　　　　　　　　　　　　  はっ ぴょう　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　  げん　き　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　　　  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅつじょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   れん しゅう　　　 つ　　　　かさ　　　　　　　　　　　　ど  りょく　　　 とも　　　  つた

　　　　　　かい じょう　　　おう   えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   おお　　　　　　ひと　　　　　　　　　  み

  ひと　　　　き　　　　　　　　　　　 　ひと　　　こころ　　　 う　　　　　　　　　　　　　

  

  ゆう　 き　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　　　　　　　　　ちょう せん　　　

　　   つづ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも

入賞者（敬称略）
にゅうしょうしゃ    けいしょうりゃく

毎年 12 月に開催している交流会です。共に楽し

く過ごせるようなおもしろいプログラムを一緒に

作り上げましょう。企画から当日の飾り付け、進

行など、あなたも実行委員として参加しませんか。

  まい   とし　　　　　　　 がつ　　　   かい   さい　　　　　　　　　　　　　こう  りゅう  かい　　　　　　　　　　とも　　　　たの

　　　　 す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いっ　しょ

  つく　　　　  あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　  かく　　　　　　   とう　じつ　　　　かざ　　　　  つ　　　　　　　  しん

  こう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   じっ   こう　  い　  いん　　　　　　　　　　さん　  か

ＹＩＣが来年３０周年を迎えるにあたり、記念す

べきイベントをボランティア同志で、企画しませ

んか？！ＹＩＣメンバーを代表して、ＹＩＣボラ

ンティアならではの、特別なイベントをみなさん

のアイデアで１つ企画・運営しませんか！

　　　　　　　　　　　　   らい   ねん　　　　　　  しゅう  ねん　　　   むか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　  ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  どう　  し　　　　　　　　き　  かく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だい ひょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とく  べつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　   かく　　　　うん  えい

① Year-end Party 
イヤー　　　　　　  エンド　　　　　　パーティ

しゅう　ねん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　かく

②３０周年ボランティア企画イベント



自転車に乗って、片道４０分かけて毎週ＹＩＣへ来るダーナンさん。いつもニコニコしている表情は、周りの人を和ま

せてくれます＾＾お兄さんが以前働いていた包装会社に勤務。お兄さんのアルイットさんも約１年半前にこのインタ

ビューを受け、その時にダーナンさんや妹さんが来日して一緒に生活することを心待ちにしていると語っていました。

しかし、ダーナンさんとアルイットさんは昨年 1 ヵ月同じ時期に日本にいたものの、ダーナンさんはその間 名古屋で

研修、アルイットさんは滞在期間が終わってベトナムへ帰らなければならなかったため、結局会えたのは３日間だけ

だったそう (T-T )。  歌を歌ったり聴いたりすることが好きで、ホーチミンで日本語を勉強していたときは、クラスメ

イトと 15 人ほどでカラオケによく行っていたダーナンさん。でも、「日本でカラオケに行くのはちょっと贅沢（笑）」

とはにかんで言う。なので、寮の部屋で好きなあいみょんの曲などを日本語の発音の練習も兼ねて、携帯電話を見な

がらよく歌っているんだそう♪日本滞在中に日本語能力試験 N1 に合格したい、そして日本でできるだけ長く働いて

貯金し、将来は故郷の町にコンビニのような小さな店を開きたいと思っている。今月お兄さんは再び大阪へ、そして

お姉さんは来年から静岡の会社で働くことになっており、念願の兄弟妹 3 人が日本に集結する日も間近！好きな日帰

り旅行を一緒にしたりと、日本生活が今まで以上に楽しいものになりそうですね☆

　じ　てん　しゃ　　　　の　　　　　　　　　 かた   みち　　　　　　　　　　　　　　　　　 まい しゅう　　　　　　　　　　　 く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひょうじょう　　　　  まわ　　　　　　  ひと　　　なご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にい　　　　　　　　　　い　ぜんはたら　　　　　　　　　　　 ほう  そう   がい  しゃ　　　 きん　 む　　　　　　  にい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やく　　　　ねん  はん  まえ

　　　　　　　　　　　  う　　　　　　　　　　　　 とき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いもうと　　　　　　　　らい   にち　　　　　　いっ   しょ　　　せい　かつ　　　　　　　　　　　　　　こころ   ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さく  ねん　　　　　　　げつ  おな　　　　じ　　き　　　　 に　 ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あいだ　  な　  ご　  や

 けん しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たい  ざい　き　 かん　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 けっきょく  あ　　　　　　　　　　　　　 みっか    かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うた　　　  うた　　　　　　　　　  き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   に  ほん　ご　　　　 べんきょう

　　　　　　　　　　　　　　 にん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぜい  たく

　　　　　　　　　　　　　　　　　  い　　　　　　　　　　　　　　　　　 りょう　　　 へ　  や　　　　 す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょく　　　　　　　　　に　ほん　 ご　　　　はつ   おん　　　れん しゅう　　　  か　　　　　　　　　  けい たい   でん　わ　　　　  み

　　　　　　　　　　　 うた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　 ほん  たい   ざい ちゅう　　 　に　ほん　 ご　 のうりょく　し　けん　　　　　　　　　ごう　かく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  に　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　  なが　　　はたら

 ちょ   きん　　　　　   しょうらい　　　　こ  きょう　　　まち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちい　　　　　　みせ　　　  ひら　　　　　　　　　　　  おも　　　　　　　　　　　　　　  こん  げつ　　　  にい　　　　　　　　 ふたた　　　おお  さか

　　　 ねえ　　　　　　　　　らい　ねん　　　　　  しず　おか　　　  かい  しゃ　　　はたら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん がん　　  きょうだいいもうと　　　  にん　　　　に　 ほん　　  しゅう けつ　　　　　　　ひ　　　 　ま    ぢか　　　　す　　　　　　　 ひ　 がえ

　　　 りょ  こう　　　 いっ  しょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　 ほん  せい  かつ　　　  いま　　　　　　  い  じょう　　　たの

TRAN THANH DA NANG

ベトナム・ティエンザン省出身　　

ＹＩＣメンバー歴　約 1 年

　　　 チャン　　　　　　　　タン　　　　　　　ダー　　　　　ナン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうしゅっしん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  れき　　　 やく　　　　 ねん

　 　 　 　 　 ト レ ジ ャ ー

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 于 明軒さんからの紹介です！

まい ごう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅ  ず　　　　　　　　  けい  しき

せん  げつ ごう　　　    ウ　　　メイ　ケン　　　　　 　　　　　　　　しょうかい

7t

日本を出入国する全ての人を管理するための国の役所です。日本

政府は「働き手として、外国人の受入れを積極的に行う。」という

方向性を示しました。スムーズに手続きが行われるように、また

生活者としての支援も行うことを視野に入れて、2019年4月１日

に入国管理庁へ格上げして設置しました。

　に　  ほん　　  しゅつにゅうこく　　　　　   すべ　　　　　　  ひと　　　かん　  り　　　　　　　　　　　　　　  くに　　　　やく しょ　　　　　　　　　 に　ほん

  せい　ふ　　　　　　はたら　　　 て　　　　　　　　　　　がい  こく    じん　　  うけ　  い　　　　　　　せっきょくてき　　　 おこな　　　　　　　　　　　　　　　    

   ほう こう せい　　　 しめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　つづ　　　　　　おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

せい   かつ　しゃ　　　　　　　　　　　　し　 えん　　　おこな　　　　　　　　　　  　し   　や　　　　 い　　　　　　　　　　　　　　　　 ねん　　　　がつ　 ついたち

　　 にゅうこく　かん　り　ちょう　　　かく　 あ　　　　　　　　　 せっ　 ち　　　　　　　　　　　　　

出所：法務省

出入国管理に関する専門用語をシリーズで少しずつ紹介。一緒に学んでいきましょう♪
しゅつ にゅう こく  かん　  り　　　　  かん　　　　　　  せん   もん    よう　ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すこ　　　　　　　　　  しょう かい　　　 　いっ  しょ　　　　まな

 た　　  だん　  たい

○○ってなぁに Vol .2情報
じょう　　ほう

Q. 出入国在留管理庁（入管庁）ってなぁに?
しゅつにゅう こく   ざい  りゅう  かん    り　ちょう　　　にゅう かん  ちょう

しゅつにゅう  こく   かん     り　　　　　　　　なん　 みん　にん　てい　 ほう　　　  にゅう かん   ほう

Q. 出入国管理及び難民認定法（入管法）ってなぁに？

A.

A.

「いろんな人に出会い、いろんな人と交流し、そして共に生きる社会を体感しよう！」を

キャッチフレーズに毎年開催。国際色豊かなお店が並び、ステージでは多彩なプログラム

が催されるお祭りです。料理や歌、音楽、踊りなどを通じて異文化交流しませんか？

　　　　　　　　　　　　　　ひと　　 　 で　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひと　  　  こう  りゅう　　　　　 　　　　　　　　 とも　　 　  い　　　　　　　しゃ  かい 　　　たい   かん

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 まい   とし　かい　さい 　 　こく   さい  しょく ゆた　　　　　　   　　みせ　　　 なら　　　  　　　　　　　 　　　　　　　　 　　た　  さい　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　もよお　　　　　　　 　　　  まつ　　　  　  　　　　　　りょう   り　　　　うた 　  おん　がく　　 おど　　　　    　　  　　　　つう　　　　 　　　 い　 ぶん　 か　 こう  りゅう

第29回 八尾国際交流野遊祭
だい　　　　　　　　かい　　　　 や　　　お　　  こく　   さい　   こう　 りゅう　   や　  　ゆう　  さい

と　き：10 月27日（日曜日）午前１１時から午後３ 時まで

ところ：八尾市南本町第一公園（八尾市南本町 8 丁目）  ※ＪＲ八尾駅より徒歩15分

主催・問合せ先：八尾国際交流野遊祭実行委員会事務局   八尾市南本町 7-6-23

　　　　　　　　　　　TEL : 072-993-7860　メール: yaoyayusai@gmail.com

　　　　　　　　　　　　　　　　 がつ　　　　　にち　　  にち  よう　 び　　　　  ご　ぜん　　　　　じ　　　　　  　ご　  ご　　　　じ　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 や　  お　 し　 みなみほん  まち　だい  いち  こう  えん　　　　や　   お　  し みなみ  ほん  まち　　  　ちょう  め　　　　　　　　　　　や　 お  えき　　　　　と　  ほ　　　   ふん

 しゅ　さい　　    とい  あわ　　　  さき　　　　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　 じ　   む　きょく　　　　や　   お　  し　  みなみほん   まち

日本を出入国する全ての人を管理するための法律です。

例えば、外国の政府が交付した旅券（パスポート）をもつ人の在留

資格や難民などの認可は、この法律を基に出入国在留管理庁に

よって審査されます。

  に　  ほん　　  しゅつにゅうこく　　　　　    すべ　　　　　　  ひと　　　かん　  り　　　　　　　　　  　　　   　ほう  りつ

 たと　　　　　　　　　がい   こく　　　  せい　ふ　　　　こう　ふ　　　　　　　りょ  けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひと　　　 ざいりゅう

   し　 かく　　　 なん   みん　　　　　　　　　にん　か　　　　　　　　　　　　  ほう  りつ　　　もと　　　しゅつにゅうこく   ざいりゅう  かん　り　ちょう

　　　　　　　　  しん　さ　　

現在
げん　ざい

以前
い　 ぜん



10月14日（祝日）の振替のため
　　  がつ　じゅうよっか しゅくじつ　　 　     ふり  かえ

かがやき休館日のため
きゅうかん   び

10月15日（火曜日）
　　    がつ　　　　  に ち　　　か　    よう　  び

祝日のため
しゅくじつ　

1１月 ３ 日（日曜日）
　　    がつ　    みっか　　 　にち       よう　  び

祝日のため
しゅくじつ　

1１月 ３ 日（日曜日）
　　    がつ　    みっか　　 　にち       よう　  び

1１月 ５ 日（火曜日）
　　    がつ　  いつか　　 　  か        よう　  び

かがやき休館日のため
きゅうかん   び

1１月 ５ 日（火曜日）
　　    がつ　  いつか　　 　  か       よう　  び

祝日のため
しゅくじつ　

10月22日（火曜日）
　　    がつ　　　　　 にち　　　か　よう　  び

10月14日（祝日）の振替のため
　　  がつ　　　    にち　しゅくじつ　　 　  ふり   かえ

10月15日（火曜日）
　　    がつ　　　　　 にち　　　か　よう　  び

祝日のため
しゅくじつ　

10月22日（火曜日）
　　    がつ　　　　　 にち　　　か　よう　  び

やす　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　　 　がつ　　　　にち   　 　 　　 がつ　　　　　 にち　    かく もく よう  び　　    ご　 ご　　　  じ　　　　  　 ご　 ご　　　  じ　　  　　　　　　　　　　　　　　　     さん　 か　　ひ　　　　　 む　りょう

　　　　   がつ　 むいか　　 　かく にち よう  び　　    ご　  ご　　　  じ　　　　　　 ご　 ご　　　  じ　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　   もうし こ　　 　　　　 　　ふ　  よう   

 や　 お　 し しょう がい がくしゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうけんしゅうしつ　

10月17日  、11 月 21 日（各木曜日）午後7時から午後8時まで　  　　　　    参 加 費 　  無 料

10 月６日（各日曜日）午後２時から午後３時まで　　　  　 　　    　　　　　　   申 込 み 　  不 要

八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室　

木曜日午後 4 時から午後 8 時まで・日曜日午後 3 時から午後 5 時まで
 もく よう　 び　 ご　　ご　　　　   じ　　　　　　　ご　 ご　　 　　 じ　　　 　　　　　  にち  よう    び　 ご　  ご　　  　　じ　　　　　  　ご　  ご　　  　 　じ　　　　　　　

参加費　無 料 

休み　10月31日、11月3日（各日曜日）、 11月7日（木曜日） 
やす　 　　　　　 　　  が つ　　  にち　　　   がつ   みっ か　 かくにちよ う  び 　　　　　が つ　なのか 　もく よう び

さん　 か　  ひ　　　　む  りょう

 ＜１０月＞ 6日、20日、＜１１月＞ １０日、１７日（各日曜日） 　  午後1 ２時１５分から午後１時４5分まで

 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

 山下 明美
やました  あけ  み

　　　　      　  がつ　  　　 　むいか　　   　  はつか　　 　     　　　　　   がつ　 　　　　 とおか　　　　　　　　にち　　  かく   にち   よう　 び　　 　　 ご     ご　　　 　  　じ　　 　  　ふん　　　　  　   ご　  ご　　  　じ　　　 　　　 ふん　　  　　

 　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

＜10 月＞ 10日（木曜日）  ＜1１月＞ ６日（水曜日） 午後４時から午後７時まで

八尾市生涯学習センター（かがやき）･料理室他

市内の小･中学生、外国にルーツのある小･中学生の保護者　

子ども無料 　 　　　　　　　　　　 申込み 　不要   ※ 登録制（初回のみ保護者同伴）

　　  　　　    がつ　　　 　とおか　     　  もく よう    び　　　　　　　　　　  がつ　　　　むいか　　  すい よう　び　　　 ご　  ご　　　　 じ　　　　　　 ご　  ご　　　　じ 　　  　  　

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

  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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 もうしこ　　　　　　　ふ　よう　　　　      とう ろく せい　　　しょ かい　　　　 　 ほ　 ご  しゃ どう はん　　

＜10月＞ 13 日　＜11 月＞ 10日   午後１時から午後 3 時まで　

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　　　 　　　 にち　　　　　　　　がつ　　　　とおか　　 　    ご　 ご　　　じ　　　　　    ご　  ご　　　　  じ　　  

 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　　　にじゅうよっか　 かく   にち  よう  び　　　　ご　  ご　　　　  　じ　　　　  ふん　　　　　　ご　 ご　　　　じ　　　　　ふん　　

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

＜１０月＞ 13日　＜11月＞ 24日　（各日曜日）　午後12時15分から午後1時15分まで　

八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室

共催：（公財）八尾市　

　　　文化振興事業団

きょうさい　　　こう ざい　　や　  お　し

　　　　　　   ぶん  か   しんこう  じ ぎょうだん

＜ホームページ＞

午前８時45分から午後５時15分まで
ご　 ぜん　　　　じ　　　　　  ふん　　　　　　 ご　　ご　　　　じ　　　  　ふん


