
1

１

中国の伝統文化「水墨画」について学びます。水墨画の基本技法を学び、そして、中国文化の一つに

触れてみましょう！

ちゅう ごく　　　　でん    とう　ぶん　か　　　　 すい　  ぼく　 が　　　　　　　　　　　　　　　　 まな　　　　　　　　　　　　　すい　 ぼく　 が　　　　　き　 ほん　   ぎ　ほう　　　   まな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう ごく   ぶん　  か　　　　 ひと

 　ふ

と　き：2月1日、１５日、２２日、２９日、３月７日（各土曜日）

　　　　午前10 時から午前11時 30分まで

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：呉 小平（水墨画家・中華人民共和国 上海出身）

参加費：５,０００円（他に材料費５００円必要）　　

定　員：15人（申込み順 / 少開催人数 6 人）　　対　象：16歳以上　　

申込み：1 月 5 日（日曜日）受付開始。電話または来所。

　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　ついたち　　　　　　　 にち　　　　　　　 にち　　　　　　　　にち　　　　 がつ　　なのか　　　  かく　  ど　 よう　び

　　　　　　　　　　　     ご　  ぜん　　　　　　  じ　　　　　　　　ご　  ぜん　　　　　　じ　　　　　　　 ぷん

　　　　　　　　　　　　　 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　　　　 くれ　  しょう へい　　　  すい　  ぼく　 が　　か　　　　ちゅう　か　  じん   みん きょう　 わ　 こく　  しゃん  はい しゅっ しん

  さん　  か　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　 えん　　　  ほか　　　　ざい  りょう　 ひ　 　　　　　　　　　えん　ひつ   よう

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　　　　　　　　 たい　　　  しょう　　　　　　　  さい　 い　じょう

もうし　 こ　　　　　　　　　　 がつ　　　いつか　　　  にち　よう　  び　　　 うけ　  つけ　かい　し　　　　　でん　 わ　　　　　　　　　　 らい　しょ

日本語を教えた経験のある人を対象に日本語の教え方についての研修会を開催します。

ぜひ、ご参加ください！

　に　  ほん　 ご　　　　おし　　　　　　  けい  けん　 　　　　　　　　  ひと 　　　たい しょう　　　　に　  ほん　 ご　　　　おし　 　　  かた　　　　　　　　　　　　　　　 けん  しゅう  かい　　      かい　 さい　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 　     さん　  か

だい　　　  かい

だい　　　  かい

だい　　　  かい

ボランティア研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　   けん しゅうかい

～日本語ボランティア・発展編～
　　　　　  に　　 ほん　　  ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はっ　　 てん　   へん

あん　　  ない

案 内

と　き　２月２日、１６日、３月 29 日（各日曜日）

　　　　午後２時 30 分から午後４時 30分まで

ところ　八尾市生涯学習センター （かがやき）・大研修室

　　　　 ※第２回目は中研修室

定　員　３０人（申込み順）　　  対　象　18 歳以上

参加費　1 回 500円　※ＹＩＣボランティアは無料

申込み　1 月５日（日曜日）受付開始。電話または来所。

　　　　　　　　　　　　　　がつ　   ふつか　　　　　　 　にち　　　　　　がつ　　　　　    にち　　  　かく  にち  よう　び　　　　　

　　　　　　　　　　　　ご　  ご　　　　  じ　　　　　　　ぷん　　　　　　  ご　  ご　　 　　じ　　　　　　  ぷん

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

　　　　　　　　　　  　　 　   だい　　　  かい　 め　　　 ちゅう けん しゅう しつ

てい　　　　いん　　　　　　　　　 にん　　　もうし こ　　　 じゅん　　　　　　　　　たい　　　しょう　　　　　　　　さい　 い じょう　

 さん　 か　　ひ　　　　　　  かい　　　　　　　　 えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む  りょう

もうし こ　　　　　　　　　   がつ　  いつか　　  にち　よう　び　　  うけ  つけ  かい　し　　　  でん　 わ　　　　　　　　　  らい  しょ

ＹＩＣ多文化教室
　　　　　　　　   た　ぶん　  か きょう しつ

ぜん　　　　かい

中国の水墨画を学ぼう！（全５回）

（全３回）
ぜん　　　  かい

 ちゅう    ごく　　　　　　すい　    ぼく　　 が　　　　　　まな

あん　　  ない

案 内

テーマ  それぞれの日本語交流活動をふりかえってみよう！

講　師　金田 智子（学習院大学 文学部教授）

　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　に  ほん  ご こうりゅうかつどう

こう　　　　し　　　かね　 だ　  とも　こ　　　 がくしゅう いん  だい がく　 ぶん  がく  ぶ  きょうじゅ第１回

第２回

第３回

テーマ『はたらくための日本語』を使っての学習支援方法

講　師　三原 加津子

　　　　　（一財）日本国際協力センター関西支所  主任日本語講師）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　ほん　ご　　　　　つか　　　　　　　 がくしゅう し　えん ほう ほう

 こう　　　 し　　　　 み　はら　　か　つ　 こ

　　　　　　　　　　　 いち  ざい　 　 に   ほん  こく  さいきょうりょく　　　　　　　　　　  かん さい　 し　  しょ　　 しゅ  にん　に　 ほん　ご　 こう　し

　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　 えが　　　かた　　　　　　　　　　　どう　し　 　ちゅうしん

   こう　　　 し　　　 　こ　じま　　　 やよい　　　　　　　　　　　　　　　　　　  くう　かん　　　　 きょう　と　　　　 に　  ほん　　ご　  こう　 し

テーマ　イラストの描き方 ー７つの動詞を中心に－

講　師　児島 弥生（にほんご空間・京都  日本語講師）

　令和２年の幕開けにあたり、 新年のごあいさつを申し上げます。 昨年中は、 八尾市国際交流センター

の様々な事業運営に対しまして、 ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　　　 れい　　 わ　　　　　ねん　　　　　　まく　　  あ　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　しん　　ねん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  もう　　　　　　 あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さく　　ねん　 ちゅう　　　　　　　　　　　や　　　お　　　し　　  こく　　さい　　こう　　りゅう　

　　　　  さま　  ざま　　　　　　　じ　　 ぎょう　 うん　  えい　　　　　たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　 かい　　　　　　　　きょう　　りょく　　　  　たまわ　　　あつ　　　　　　　　れい　　もう　　　　　   あ

　さて、今年は、昨年の１２月にオープンした外国人相談窓口業務の充実、ボラ

ンティアとの日本語交流や各種の文化紹介、外国人と市民との交流プログラム、

さらには、当センター設立３０周年事業など多くの事業を計画しています。力を

合わせて取り組みを進めていきたいと思いますので、今後ともご協力の程よろし

くお願いいたします。最後に、 新しい一年が皆さまにとってより良い年になること

を職員一同心よりお祈りしております。 　　　令和２年元旦　理事長　北畑 英樹

　　　　　　　　　　　　　　　　ことし　　　　　　　　　　 さく     ねん　　　　　　　　　　 がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がい　　こく　　  じん　 そう　　だん　  まど　　ぐち　　ぎょう　　む　　　　　　  じゅう  じつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に　　 ほん　　ご　　　 こう　　りゅう　　　　　　かく　　 しゅ　　　　　　ぶん　　 か　 しょう　   かい　　  がい　 こく　　  じん　　　　　 し　　  みん　　　　　　　　　こう　  りゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　せつ　　 りつ　　　　　　　しゅう　 ねん　　 じ　　 ぎょう　　　　　　　　　 おお　　　　　　　　 　じ  　ぎょう　　　　　 けい　　かく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちから

　 あ　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　 　く　　　　　　　　　　　すす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こん　　　ご　　　　　　　　　　　  　きょう　りょく　　　　　 　ほど

　　　　　　　  ねが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さい　　  ご　　　　　　　　　 あたら　　　　　　　　いち　　 ねん　　　　　 みな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  よ　　　　　　　とし

　　　　　しょく　　いん　  いち　 どう　  こころ　　　　　　　　　　　 いの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 れい　　 わ　　　　　　ねん　 がん　  たん　　　　　り　　　　じ　　ちょう　　　 　きた　　はた　　　ひで　　き

新年あけましておめでとうございます。
しん　　     ねん



２

自分たちが育てたサツマイモの味は 高 (*^ ^*) 終回となる今回は、自分たちが育ててきたサツマイモを使っ

て調理を行いました。メニューはサツマイモご飯、サツマイモの味噌汁、焼き芋、そしてメインのサツマイモ

春巻きでした。みなさん協力しながら楽しく調理し、出来上がった料理をみんなでいただきました。特にサツ

マイモの甘さが際立っていて、みなさん笑顔いっぱいでした。

  じ　 ぶん　　　　　　　　　そだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あじ　　　 さい  こう　　　　　　　　　　  さいしゅう かい　　　　　　　　  こん  かい　　　　　　 じ　  ぶん　　　　　　　　  そだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つか

　　   ちょう  り　　　おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　  そ　しる　　　　や　　　  いも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

 はる　 ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  きょうりょく　　　　　　　 　　　　たの　　　　　　ちょう り　　　　　　　で　  き　   あ　　　　　　　　 りょう　り　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とく　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　  　　  あま　　　　　　きわ　だ　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　  え　がお

6 月の苗植えから始まり、暑い夏の草引き、11月には待望のサツ

マイモ掘り、そして自然の恵みをいただく料理と、４回のシリー

ズが無事終了しました。 後に、農園を貸していただいた龍華小

学校の校長先生、　本当にありがとうございました。

　　　がつ　　　  なえ　 う　　　　　　　　　 はじ　　　　　　　　あつ　　　  なつ　　　くさ　  ひ　　　　　　　　　  がつ　　　　　　 たい  ぼう

　　　　　　　　   ほ　　　　　　　　　　　　　　　 し　 ぜん　　　 めぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　りょう  り　　　　　　　　かい

　　　  　　  ぶ　 じ  しゅうりょう　　　　　　　　　　　　　 さい　ご　　　　　  のう  えん　　　  か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 りゅう げ   しょう

 がっ  こう　　　  こう ちょう せん せい　　　ほん  とう

災害時ボランティア研修会　「やさしい日本語」
さい がい  じ　　　　　　　　　　　　　　　　けんしゅうかい

に　　　ほん　　 ご　　　
ぜん　　　　かい　　

再案内
さい　　  あん　　  ない

ほう　　　   こく

第4 回  わくわくサツマイモづくり
  だい　　　 かい

１２月 ８日（日曜日） 参加者10人
　　　   がつ　  ようか　　   にち  よう　び　　　さん　 か　 しゃ　　　　　にん

（全３回）

スピーチ発表者の他にも、音楽や歌を披露してくれる人、フラワー

アレンジメントをしてくれる人を募集しています！このイベントを

みんなで盛り上げて、一緒に発表者を応援しましょう！

　　　　　　　　　　   はっぴょうしゃ　　　  ほか　　　　　　　　   おん  がく　　　 うた　　　　ひ　 ろう　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひと　 　　ぼ  しゅう　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 も　　　　  あ　　　　　　　　　  いっ  しょ　　　 はっぴょう  しゃ　　　 おう  えん

　対　象　Y I C メンバー　

　内　容　出身の国・地域の音楽、歌や踊りを紹介してください。

　申込み締切　2 月２０日（木曜日）　 ＹＩＣ事務所まで。

たい　　　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ない　　　  よう　　　 しゅっしん　　   くに　　　　ち　いき　　　  おん  がく　　　  うた　　　  おど　　　　　　 しょうかい

もうし こ　　　 しめ　きり　　　  　　  がつ　 　はつか　　   　　  　もく  よう     び　　　　　　　　　　　　　　　 じ　　む　しょ

おん  がく　　 うた　　　　おど　　　  

　　　　　　  ひ　  ろう

　音楽･歌・踊り

の披露

フラワー

アレンジメント

  ぼ　　 　  しゅう

募 集 第１８回「話そー！日本語」 出場者
はな　　　　　　　　　　　   に　　  ほん　 　ご　　　　  しゅつ    じょう　しゃ　　　　

ＹＩＣで日本語交流に参加している学習者が、日本語でスピーチする「話そー！日本語」を開催します。

コンテストではなく発表会形式です。日本語力向上のきっかけとして、 日本語交流ボ ラン ティ ア

の 皆さ ま 、ぜひ学習者の方に参加を勧めてください！

　　　　　　　　　　　　  に　  ほん　  ご　  こう  りゅう　　　　さん　  か　　　　　　　　　　　　　　がく   しゅう  しゃ　　　　　　  に　 ほん　  ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　　　　　　　　　 に　 ほん　  ご　　　　　　　  かい   さい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     はっ  ぴょう　 かい   けい    しき　　　　　　　　　　  に　  ほん　    ご    りょく   こう   じょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　ほん　　ご　  こう   りゅう

　　  みな　　　　　　   　　　　　　　　　 がく   しゅう  しゃ　　　 　 かた　　　 　 さん　　か　　　　  すす　　

　対　象　Y I C 日本語交流学習者　　　発表時間：一人３分程度

　テーマ　何でもいいです。自由なテーマでスピーチしてください。

・申込み締切　　　　２月９日（日曜日）　※申込み用紙を Y I C へ提出

・スピーチ原稿締切　２月 1６日（日曜日）  ※原稿を Y I C へ提出

 たい           しょう　       　              　   　　　  に      ほん    ご      こう   りゅう  がく しゅう   しゃ　　　　　     　　　 はっ   ぴょう    じ　 かん　　　　ひとり　　　　  ぷん　てい　ど

                                　　  　   なん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　じ      ゆう　　　　　　　                                                                                                                        

もうし  こ　　        しめ   きり　　　　　　　　　 　　       　　 がつ　    ここのか     　にち   よう     び　　　　　         　  もうし   こ　　        よう     し　　                                     　    　　  てい  しゅつ

                                            　げん  こう   しめ     きり　　　    　　  がつ　　　　　　 にち　  　 にち   よう   び　　        　　　げん  こう　　   　                                          　 てい しゅつ

対　象　Y I C メンバー　　　※未登録の人は登録が必要です。　　

内　容　演台に飾るお花のアレンジ。（資格・経験は問いません）　

申込み締切　2 月１６日（日曜日）　決まり次第募集終了。ＹＩＣ事務所まで。

たい　　　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　  とう  ろく　　　   ひと　　　  とう  ろく　　　  ひつ  よう

ない　　　  よう　　　  えん　だい　　　かざ　　　　　　 はな　　　　　　　　　　　　　　　　　　    し　  かく　　　けい　けん　　　　と

もうし こ　　　　 しめ  きり　　　　　　  がつ　　　　　　にち　      　にち  よう　 び　　 　　 　き　　　　　　　  し　 だい　ぼ　しゅうしゅうりょう 　　　　　　　　 　じ　　む　しょ

スピーチ発表者
はっ ぴょう しゃ

だい　　　　   かい

災害が起こったとき、誰にでもわかりやすく情報を伝える必要があります。「やさしい日本語」について

学び、災害が起こったとき、多言語の翻訳者として一緒に活動しませんか？

さい  がい　　　　 お　　　　　　　　　　　　　　　　　  だれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょう ほう　　　つた　　　　　　  ひつ  よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　 ほん　ご

 まな　　　　　　 さい  がい　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　 た　げん　 ご　　　　ほん　やく  しゃ　　　　　　　　　いっ  しょ　　　 かつ どう　

と　き：１月１８日、２月１日、１５日   （各土曜日）午後１時３０分から午後３時３０分まで

ところ：八尾市生涯学習センター（かがやき）・ミーティングルーム

参加費：無料　　　　　　　定　員：３０人（申込み順）

講　師：「やさしい日本語」有志の会所属　　　　対　象：１８歳以上

申込み：受付中。電話または来所。

　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　 にち　　　　 がつ  ついたち　　　 　　 にち　   かく  ど　よう  び　　　  ご　 ご　　　　じ　　　　　 ぷん　　　　 　  ご　  ご　　　  じ　　　  　  　ぷん 

　　　　　　　　　　　　や　　お　　し　しょう  がい  がく  しゅう　　　　

 さん　  か　　ひ　　　  む  りょう　　　　　　　　　　　　　　　　 　　   てい　  　　いん　　　　　　　　  にん　　　  もうし  こ　　  じゅん

 こう　　　 し　　　　　　　　　　　　　　　　 に　ほん　 ご　　　　ゆう　 し　　　   かい　しょ ぞく　　　　　　　　　　  たい　　  しょう　　　　  　　 さい   い  じょう　　

もうし  こ　　　　　　うけ  つけ ちゅう　　　でん　 わ　　 　　　　　　  らい　しょ

３月１日（日）

午後1 時から

　午後3時（予定） 

　　　 がつ　　ついたち　　　  にち

　　ご　 ご　　　  じ

　  ご　  ご　　　　じ　　   よ　てい

八尾市

生涯学習センター

　（かがやき）

ミーティング
ルーム

　　　　　　 や　 お　し

しょうがいがくしゅう

話
はな

そ

ー

！



「初めてＹＩＣでボランティア登録したのは３０年ほど前なのよ。」とふんわりとやわらかい笑顔の坂井さん。

その頃は 時間を自分の好きなように使えず、ボランティアもできなかったそう。でも、人の役に立ちたい気

持ちはその頃も今も変わらない。そんな２０歳代、“５０歳の遊び場づくり”を心に決めたという。数年前、

自分を取り巻く環境の中で忘れかけていた“自分のしたいこと ＝人の役に立ちたい”を思い出し、ＹＩＣへ

再登録。人と交わっていたいとＹＩＣの“歌おう♪日本語サークル”に参加し、一緒に歌い話すことで居場所

ができたと感じた。シャイな学習者たちに話しかける坂井さん（^ ^）。きっと彼らがさみしさを感じないよう

にとの心配り。花療法と心理学を足したフラワーセラピーで、悩みをもつ人に寄り添っている。コミュニケー

ションが苦手な人が花で癒され、笑顔になると嬉しいと言う。また、手話で料理を教えたり、中医学を学び

薬膳教室の講師をしたりと、多岐にわたり活躍していて、“八尾の町の達人”にも登録しているんだそう ^ ^。

いつか自分の人生の経験を集約した“坂井流幸せに楽しく生きるためのレッスン”をしたいと言う。一つ一つ

増える“遊び場”で坂井さんの力強い言葉は、たくさんの人を勇気づけることでしょう（^ ^♪

　   はじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とう ろく　　　　　　　　　　　　　　　　　  ねん　　　　　　まえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　 がお　　　 さか　い

　　　　　　ころ　　　   じ    かん　　　  じ　 ぶん　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  ひと　　　 やく　　　　た　　　　　　　　　  き

   も　　　　　　　　　　　　 ころ　　　 いま　　　  か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい  だい　　　　　　　　　　 さい　　　  あそ　　　　ば　　　　　　　　　　　　　　 こころ　　　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　   すう ねん  まえ

  じ　  ぶん　　　　と　　　　 ま　　　　かんきょう　　　なか　　　  わす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ　 ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　　やく　　　　 た　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　だ

 さい  とう  ろく　　　  ひと　　　 まじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  うた　　　　　　　　　  に　ほん　 ご　　　　　　　　　　　　　　　　　  さん    か　　　　　  いっ  しょ　　　 うた　　 　はな　　　　　　　　　　　　  い　  ば　しょ

　　　　　　　　　　　　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がく しゅう しゃ　　　　　　　　   はな　　　　　　　　　　　   さか  い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん

　　　　　　　 　こころくば　　　　　　 はな りょう ほう　　　しん　  り　がく　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なや　　　　　　 　　  　　  ひと　　　　よ　　　　 そ

　　　　　　　　　　　 にが　 て　　　　ひと　　　  はな　　　いや　　　　　　　　　   え　がお　　　　　　　　　　　  うれ　　　　　　　　　 い　　　　　　　　　　　　　　   しゅ　 わ　　　  りょう  り　　　  おし　　　　　　　　　　   ちゅう　い　がく　　　  まな

 やく  ぜん きょう しつ　　　 こう　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　 き　　　　　　　　　　　　 かつ   やく　　　　   　　　　　　　　　  や　  お　　　　まち　　　 たつ  じん　　　　　　　　   とう  ろく

　　　　　　　　　じ　 ぶん　　　  じん  せい　　　 けい  けん　　　 しゅうやく　　　　　　　　 さか　い  りゅうしあわ　　　　　 たの　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  い　　　　　　　ひと　　　 ひと

　ふ　　　　　　　　　  あそ　　　 ば　　　　　　　 さか　い　　　　　　　　　ちから づよ　　　 こと　ば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ひと　　　ゆう　 き

坂井 昌美 さん 　八尾市在住

ＹＩＣメンバー歴 約1 年７ヵ月

 さか　 い　　まさ　み　　　　　　　　　　　  や　  お　  し　 ざいじゅう

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　   れき　  やく　　　 ねん　　　　　  げつ

　 　 　 　 　 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 黄 梓峰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　　　  こう　　  し　  ほう　   　　　　　　　　　　　しょうかい

80t

 た　　  だん　  たい

「八尾市外国人相談窓口」では、日本語や対応言語以外も翻訳機などを使って相談できます。お知り合いの外国の方

に情報提供していただき、また何か困っている外国の方がおられましたら、ぜひご案内ください。詳しくは、チラシ

またはＹＩＣのホームページをご覧ください。

　 みなさんへ －ご協力のお願い－
きょうりょく　　　　　　　　ねが

ＹＩＣボランティア中心で結成された実行委員会によって Year-end Party が開

催されました。約２ヵ月前からミーティングを重ね、飾りつけも手作りで、心の

こもった交流会となりました。ボランティア自主サークル「韓国語サークル ヘバ

ラギ」の活動紹介や、「歌おう♪日本語」での歌の披露がありました。日本語学習

者も楽しそうに歌っていました。そして、申し出のあったフィリピンやコロンビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちゅう しん　　　けっ　せい　　　　　　　　  じっ　こう　 い　いん　かい　　　　　　　　　　　　　　  イヤー　　　  エンド　　　パーティ　  　　 かい

   さい　　　　　　　　　　　　　　　　 やく　　　　 　  げつ  まえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 かさ　　　　　　かざ　　　　　　　　　　　　て　 づく　　　 　　　　　こころ　　　

　　　　　　　　　　　   こう りゅう かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じ    しゅ　　　　　　　　　　　　　  かん  こく　ご

　　　　　　　　　　　　 かつ どう しょう かい　　　　　　　うた　　　　　　　　　 に　ほん　 ご　　　　　　　　  うた　　　　ひ    ろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　ほん　  ご  がく しゅう  

　しゃ　　 　たの　　　　　　　　　　　　うた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もう　　　　で　　　

アの各コミュニティによる民族音楽・舞踊の披露がありました。また、ペルー出身の方も“ピニャータ”という子どものゲー

ムやダンスで会場を盛り上げてくれました。子どもも大人も参加者は、歓談や歌、踊りを通して友だちの輪が広がって

いました。ＹＩＣは本当にいろんな人に支えられていることをスタッフとして実感した催しの一つとなりました。

    　　　　　かく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みん  ぞく   おん   がく　   ぶ　  よう　　　　ひ　ろう　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅっしん　　  　かた　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　   かいじょう　 　　も　　　　 あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ　　　　　　　　　   おとな　　　　  さん　か　  しゃ　　　　　   かん   だん　　　うた　　　  おど　　　　　　 とお　　　　　　 とも　　　　　　　　　 わ　　　　 ひろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほん   とう　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　　 ささ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      じっ  かん　　　　　　 もよお　　　　　ひと

        や　  お　 し　がい  こく じん  そう だん  まど  ぐち　　　　　     　　　　  に   ほん　ご　   　  たい  おう  げん　ご　  い  がい　　　 ほん  やく　き　　　　　　　　  つか 　　　　　 そう  だん　　　　　　　　　　　　　　　 し　　　　あ　　　　　    がい  こく 　　  かた　

　　    じょうほうていきょう　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　 　　なに  　　こま　　　　　　　　　　    がい こく　　 　かた　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あん ない　　　　　  　　   　　　  くわ　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　  

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  らん

と　き：1 月 12 日（日曜日）開場：午後３時３0 分　開始：午後４時 （上映時間40分）

ところ：八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つどい」・2 階 大会議室

定　員：30 人（申込み順） 　　　参加費：無料

　　　　終了後、映画を振り返りながら、冨田健次教授（大阪大学・立命館大学

　　　　非常勤講師）と一緒に座談会を行います。

主　催：ベトナム八尾流交流会　　　　協　力：（一財）大阪ベトナム友好協会　　　

申込み：giaoluuyaoryu@gmail.com　  問合せ ：090-3969-2127（中山）

　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　にち　　  にち  よう　 び　　　　かい じょう　　　  ご　  ご　　　　  じ　　　　　　  ぷん　　　  かい  し　　　　 ご　　 ご　　　　 じ　　　 じょうえい　 じ　 かん　　　　　ぷん

　　　　　　　　　　　　や　  お　  し　  し　 みん  かつ   どう　 し　 えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい　  だい  かい　ぎ　しつ

 てい　　　  いん　　　　　　　　  にん　　  もうし こ　　　  じゅん　　　　　　　　　　 さん  　か　 ひ　　　　  む  りょう

　　　　　　　　　　   しゅうりょう  ご　　　　えい　が　　　　  ふ　　　　かえ　　　　　　　　　　　　　　 とみ　 た　 けん　 じ　きょうじゅ　　　  おお  さか  だい  がく　　　  りつ  めい  かん   だい  がく

　　　　　　　　　　　　ひ  じょう きん   こう　し　　　　　　   いっ  しょ　　　　ざ　 だん  かい　　　おこな　

 しゅ　　　  さい　　　　　　　　　　　　　　　や　   お りゅう こう りゅう かい　　　　　　　　　　　きょう　　   りょく　　　    いち  ざい　　おお   さか　　　　　　　　　　　　ゆう こう きょう かい

もうし  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とい  あわ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なか  やま

終戦後に帰国せず、ベトナムに残留した日本兵についてご存知の方は少ないのではない

でしょうか？ほとんど語り継がれてこなかったベトナム残留日本兵の史実の一部を知る

ことのできる内容です。

しゅう せん　 ご　　　　き　 こく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ざんりゅう　　　　　　  に　ほん   へい　　　　　　　　　　　　　　   ぞん   じ　　　　かた　　　  すく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かた　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ざん  りゅう   に　 ほん  へい　　　　し　 じつ　　　  いち　ぶ　　　　 し

　　　　　　　　　　　　　　　　　ない  よう

「 私の父もそこにいた 〜証言によるベトナム残留日本兵の存在〜 」
しょうげん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ざん りゅう  に　ほん   へい　　　  そん ざいわたし　　　　  ちち　　

ドキュメンタリー映画上映会
えい  が  じょうえいかい

１２月 15日（日曜日） 参加者14 ９人Year-end Party
イヤー　　　　　　　　　　エンド　　　　　　　　　　パーティ在住･滞在外国人と市民交流会

ざい  じゅう　   たい   ざい　がい    こく   じん　　　 　 し　  みん   こう  りゅう かい

がつ　　　　　 にち　　にち よう　び　　　さん　 か　 しゃ　　　　　　    にん

ほう　　　   こく



１月１４日（火曜日）   ※13日（祝日）の振替

２月１１日（火曜日）  ※祝日

　　がつ じゅうよっか　　 か　 よう　び　　　　　　　　　  　   にち　 しゅく じつ　　　　　ふり かえ

　　  がつ　　　　  にち　　   か　よう　び　　　　　　　しゅくじつ

１月１４日（火曜日）   ※13日（祝日）の振替

２月１１日（火曜日）  ※祝日

　　がつ じゅうよっか　　 か　 よう　び　　　　　　　　　  　   にち　 しゅく じつ　　　　　ふり かえ

　　  がつ　　　　  にち　　   か　よう　び　　　　　　　しゅくじつ

やす　　　　　　　　　　　　　　　  し

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

や　 お　 し しょう がい がくしゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   しょうけんしゅうしつ　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　   　　　　　   もうし こ　　 　　　　 　　ふ　  よう   

 

１月１６日（木曜日）午後7時から午後8時まで　    　　　　　　　 　　　　　　 参 加 費 　  無 料

八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室　  　    　　　　　　　　　　 　　   申 込 み 　  不 要

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

食事の提供を通して、ほっとな心温まる居場所を提供。
しょくじ　　　ていきょう　  とお　　　　　　　　　　　　　　　 こころあたた　　　　い　  ば  しょ　　ていきょう

 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 
　　　がつ　　 　　 にち　　　 もく　よう　び 　　　　　　   にち　　 にち  よう   び

休み
やす　　　　　　

さん　 か　  ひ　　　　む  りょう

＜１月＞１９日、26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

２月 13 日（木曜日）、16 日（日曜日）

　　    　 がつ　　　　　　　   にち　　　　　　  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

1月15 日（水曜日）  、１月30日（木曜日）  、２月６日（木曜日）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　　　　　にち      すい  よう   び　　 　  　　  がつ　　　 　にち　　 もく  よう　び　　    　　     がつ　　むいか  　  もく 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　　

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

＜１月＞12日  （日曜日）　＜２月＞９日（日曜日） 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　　 にち よう  び　　  　　　　　  がつ　　　ここのか　　　にちよう　 び　　　 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　     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

 ＜1 月＞ １２日　（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

＜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

休みのお知らせ

やま  した　 あけ　み

たが  ぎ

ＹＩＣ料理

サークル

りょう  り

【活動終了のお知らせ】　多忙のため定期的な開催ができなくなり、サークル活動を終了することになりました。

このサークルでは、日本の簡単にできる手作り弁当というコンセプトで、皆さんと調理・試食をしてきました。

珍しい外国の手作りスイーツもいただきました。またいつの日か、楽しい企画で再開できることを楽しみにし

ています。ありがとうございました。（サークルリーダー 高木きよみ）

　 かつ  どうしゅうりょう　　　　　し　　　　　　　　　　 た　 ぼう　　　　　　　　てい　 き  てき　　　 かい  さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かつ どう　　しゅうりょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に　ほん　　　かん  たん　　　　　　　　　　　て　づく　　　べん  とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みな　　　　　　　  ちょう   り　　　 し  しょく

めずら　　　　　がい こく　　　 て　 づく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ　　　　　　 たの　　　　　　き　かく　　　さい  かい　　　　　　　　　　　　　　　 たの


