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かがやき休館中の事業の実施場所について

各イベントは新型コロナウイルスの感染状況により中止、または延期になる場合があります。事前に確認してください。
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　令和 4 年度に、八尾市生涯学習センター（かがやき）の中に（仮称）八尾市こども総合支援センターが

開設されることとなりました。このため、かがやきは 4 月 11 日から 8 月初旬まで工事のため休館となり

ます。（期間は変更となる場合があります）

　八尾市国際交流センターは、休館中も現在の事務所で引き続き業務を行う予定ですが、日本語交流や

SALA、その他の事業については、他の場所で実施できるよう会場の確保に努めているところです。詳しい

内容については、決まり次第お知らせいたします。

　皆様には大変ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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外国にルーツをもつ親子は、文化や環境、教育方法等の違いから、小学校入学後の様々なことにとまどったり困った

りすることがあります。その不安を少しでも軽減し、楽しい学校生活を送ることができるようにするため、入学前

に小学校生活について一緒に学びます。

と　き：３月 19 日（土曜日）、26 日（土曜日） 　午後 2 時から午後 3 時 30 分まで

ところ：八尾市生涯学習センター（かがやき）３階  [ 中研修室 2（子ども）・小研修室 1（保護者）]

内　容：日本の小学校でよく使うことば、給食や掃除など（子ども）

            小学校の生活や持ち物、行事など（保護者）

定　員：子ども 12 人とその保護者（申込み順）　　　　　　参加費：無料

対　象：2022 年 4 月小学校に入学予定の外国にルーツをもつ子どもとその保護者

                  ※2015 年 4 月 2 日～ 2016 年 4 月 1 日までに生まれた子ども

申込み：電話または来所。3 月 13 日（日曜日）締切
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第 20 回　話そー！日本語

　YIC の日本語交流学習者による日本語スピーチ発表会を開催します。学習者の様々な想いに耳を傾けてみませんか！？

参加をお待ちしています！ 

と　き：3 月 6 日（日曜日）午後１時から午後 3 時まで（予定）

ところ：八尾市生涯学習センター（かがやき）・大会議室　

申込み：不要

全2回

※通訳が必要な保護者は教えてください。

       がい  こく　                                             　　　　おや    こ              　 ぶん   か　      　かん きょう 　 きょう いく ほう   ほう  など　     　ちが　           　              しょう がっ こう にゅう がく   ご      　　さま  ざま                                                                                       こま

                                                                                                       　　　ふ     あん　    　すこ                     　　けい    げん　         　　たの　             　がっ   こう   せ い  かつ　    　おく　                                                                                                                            にゅう が くまえ

　　   しょう がっ こう  せい   かつ　                              　いっ しょ    　　まな

　　　　　　　　　　　　　　がつ             　　にち　   　　ど   よう    び　                 　 　　 にち　   　　ど   よう    び　            　　ご    ご　           　じ　                　ご     ご        　　じ　               　  ぷん

　                              　や    お      し  しょう  がい  がく しゅう　                                                                               　　　かい　       　ちゅうけんしゅう しつ　           　　こ　　                         しょう けん しゅう  しつ　         　　ほ     ご    しゃ

          

ない            よう　  　　 に    ほん　  　しょう がっ   こう                 　　　つか                              　　　　きゅうしょく　   　そう    じ　                        　こ

　　　　　　　　　　　しょう がっ  こう　 　　せい   かつ　     　も      　　もの　    　ぎょう  じ　                           ほ    ご     しゃ

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

  たい        しょう　　                          　ねん　       　がつ しょう がっ  こう  　　にゅう がく   よ     てい　       がい   こく　　                                                    　こ　　                                          ほ    ご    しゃ                             

                                                       　  ねん　　　がつ　ふつか　　                     　ねん　  　がつ　ついたち　              　　う　                　　こ　　                                           

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

つう やく　　 ひつ よう　      ほ    ご  しゃ     　おし

   だい　　               　　　かい　            　はな                                     　　に        ほん        ご

                   　　　　　　に    ほん   ご    こう  りゅう がく しゅう しゃ　                  　  に   ほん   ご　                              　はっ ぴょう かい　       かい  さい　　                             がく しゅう しゃ　      さま  ざま　     　おも　　            みみ  　　かたむ

    さん    か　                　ま 

　　　　　　　　　　　　　　がつ　　むいか       　　にち   よう   び　        　ご     ご　        　じ　               　ご      ご　          　じ　                       　よ    てい

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

もうし   こ　　             　ふ    よう

ぜん　　　　  かい

案内
あん　　 ない

外国にルーツをもつ親子のためのプレスクール
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ボランティア登録更新について

　2022 年 3 月はボランティア登録更新月になります。YIC では 2 年ごとにボランティア登録を更新いただいてい

ます。登録内容の変更のある人、ない人もお手数ですが、同封しているボランティア登録用紙に記入いただき（表面と裏面）

顔写真を貼って 3 月 31 日までに YIC まで提出をお願いいたします。提出のない人は、2022 年 3 月 31 日で登録終了

となります。ご注意ください。

YIC ボランティアのみなさまへ

　ことばの壁や文化の違いで仕事探し等に困難を抱えている外国人住民と、外国人雇用を考えている企業がつながる

マッチング交流会を開催します。働くために必要な日本語を学習した後、いろいろな企業の人たちと出会い、仕事に

ついて話をします。

と　き：３月２７日（日曜日）午後１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

講　師：速水 はるみ（[ 一財 ] 日本国際協力センター 主任日本語講師）

定　員：２０人（申込み順）                      参加費：無料　　　

対　象：仕事を探している外国人住民

申込み：来所または QR コード

　多文化共生を推進していく企業として外国人雇用についての理解を深めませんか。そして、外国人住民との出会い

を通し人材発掘をしませんか。

と　き：３月２７日（日曜日）午後１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）・視聴覚室／大研修室

講　師：田村 太郎（ダイバーシティ研究所 代表／地域国際化推進アドバイザー）

募　集：10 社程度 （市内優先）           参加費：無料     　　　　　　　　　　　

対　象：外国人雇用を考えている企業等　　　　

申込み：来所または QR コード　3 月 24 日（木曜日）まで

第１部 午後 1 時 30 分から

　　　・外国人雇用のポイントについて

　　　・日本で働く外国人住民の声

2022 年 3 月 31 日まで 2022 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで

現在 再登録期間（2 年間）

第１部　午後 1 時 30 分から

          仕事で必要な日本語を知ろう！

〈内　容〉

第２部　午後 3 時 15 分から

           企業とのマッチング交流会

〈内　容〉

第２部　午後 3 時 15 分から 

         外国人住民とのマッチング交流会
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歌おう♪日本語サークル　　

一緒にステージで歌いませんか！？

　話そー！日本語のイベントで「世界に一つだけの花」（SMAP 楽曲）を振付きで歌います。みんなで楽しく参加

してみませんか？！当日参加も大歓迎です。
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練習日時：2 月 20 日（日曜日）、27 日（日曜日）　午後 1 時から午後 2 時 30 分まで　

と こ ろ ：八尾市生涯学習センター（かがやき）・地下 1 階・ミーティングルーム

対 　 象 ：YIC メンバー
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マッチング交流会参加企業
  こう     りゅう    かい      さん        か        き       ぎょう
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外国人住民のための
マッチング交流会

仕事を知る

会社と出会う

がいこくじんじゅうみん
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仕事を知る

会社と出会う
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※SALA の活動に登録する人は、4 月以降のペア決めの参考にするため 2 月中に提出をお願いします。
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ＹＩＣメンバーを数珠つな ぎ形式でインタビュー。

前回のスギ プルマディさんからの紹介です！

ノファ アリス プジアントさん

インドネシア・ 中部ジャワ州出身

YIC メンバー歴　約 2 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　 じゅ　ず　　          　　けい しき

ぜん かい　　                                   　　　　　　　　　　　                    しょうかい

報告
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　 　 　 　 　 ト レ ジ ャ ー

  絵の本ひろば 
外国にルーツをもつ小中学生の交流会 12 月 12 日（日曜日）開催　参加者：22 人

午後 1 時から午後 4 時まで

　毎週、別々の時間帯に分かれて学習している外国にルーツをもつ子どもたちが、初めて一堂に

集まって交流する機会をもつことができました。少人数に分かれて協力して８台の面展台が

完成し、また同じ空間でたくさんの絵本に囲まれ楽しい時間を過ごしました。

　文字を読むことがまだ難しい小学１年生の女の子に、同じルーツの中国語の絵本を読みきかせ

てあげる男の子。ルーツは違っても、母語の英語の絵本をもつ男の子にずっとついてのぞき込んで読む

女の子。来日したばかりの子どもに、熱心にベトナム語で算数を教える年上の女の子・・・など、年齢やルーツ、

　　　　　　　　　　　話す言葉も様々な子どもたち同士の、微笑ましくて温かい交流もたくさん見られました。

　　　　　　　　　　　また協力団体の人が参加者全員に対してよみきかせをした時には、みんなが一つの本の

　　　　　　　　　 世界へのめりこむような一体感があり魅了されました☆いつもの活動とは違う子どもたち

　　　　　　　　　　 だけで過ごす時間に、子どもたちの新たな一面を見ることができました。またこのような

　　　　　　　　　　　交流もできるといいですね♪

　“赤白チーム”というインドネシア人のフットサルチームに所属し、週末は練習をしたり、試合をしたりしている

というアリスさん。2019 年に技能実習生として来日し、YIC の日本語交流に参加しています。

　日本の生活で初めて自炊を始め、お昼も職場近くの寮へ戻って食べているそうです。インドネシアでは屋台で買

う方が安く手軽なので料理をすることがなかったアリスさん。自炊しだした当初は YouTubeを見ながら友人たち

と見よう見まねで故郷の料理を作っていたそうです。慣れた今ではインドネシアのスパイスも専門のお店で買いそ

ろえているそうで、話を聴いているとなかなかの料理上手な様子 (̂ _-) その中でも興味深かった料理は“OPOR AYAM”。

イスラム教の人が年に 1 度、日の出から日没までの間断食する月「ラマダン」が明けたお祝いの時

に食べる代表的な料理だそうです。ターメリックやクミン、ナツメグなどのスパイスを使い、鶏肉を

ココナッツミルクでじっくり煮込んだスープだそうで、ココナッツミルクの甘みが、断食をした

胃にやさしそう。職場のインドネシア人みんなで協力して作り、一緒に食べてお祝いするんだそう

です。「すごく、おいしいよ！」と笑顔で言うアリスさん。いい仲間に囲まれ、仕事にフットサルに料理にと、これから

も充実した日本生活を送ってくださいね。
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インターンシップ生受け入れ

案内
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　大阪経済法科大学のインターンシップ生 2 人を YIC で受け入れます。皆さんあたたかく声をかけてあげてください♪

ひな祭り週間

　ひな祭りは、女の子の健やかな成長を祈る日本の節句の行事です。ＹＩC 事務所に、2 月２４日（木曜日）

から 3 月３日（木曜日）までひな人形を飾ります。ぜひこの機会にボランティアのみなさんは、学習者

や子どもたちに日本の文化の１つであるひな祭りを紹介してあげてくださいね。
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　　                          おとこ  　 　こ　                                　　ちが                          　  　ぼ      ご　    　えい    ご　     　え    ほん　               　　おとこ　   　こ　                                                                          　  　こ　                  よ　   

　おんな　  　 こ　　     らい   にち　　　                                              こ　                               　ねっ  しん　                                    　  　ご　   　　さん  すう　     　おし　          　　とし   うえ　　　おんな    　　 こ                                     　  　　ねん   れい　                                                           

                                                                                           　はな　     　こと   ば　      　さま   ざま 　       こ　                               　どう    し　           　　ほほ    え　                          　　あたた          　　 こう りゅう　                                   　　み　                                                           

　　                                                                                                       きょうりょくだん  たい　     　かた　　　さん     か    しゃ  ぜん   いん　 　　たい   　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        　とき　                                                      　　ひと　        　 　ほん     

                                                                                            　せ     かい                                                                     　　　いっ  たい かん　                  　　み   りょう   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        かつ  どう　               ちが          こ                                                     

　                                                                                                                   　す　               　じ   かん　            　こ　                                   　  あたら   　　　  　いち  めん        　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　                                                             　こうりゅう

せい　　　う                    い

 おお  さか  けい ざい    ほう   か   だい   がく                                                                 　　　せい 　　ふたり　　　                               う          　い                                    みな　                                                　　　こえ　　　

           　あか   しろ　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じん　　　　                                                                       しょ  ぞく　         　　しゅう まつ　    　れん しゅう　　                              　  し    あい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ねん　　 　 ぎ   のう   じっ しゅう せい　                 　　 らい   にち　                                   　　に    ほん   ご     こう りゅう　　  さん   か

　　  　 に    ほん  　　  せい   かつ　    　はじ　             　じ    すい　     　はじ　                     　ひる　 　　しょく   ば　ちか　         　りょう    　　もど              　　た                                                                                                                                   　　　　　や    たい     　　  か

          ほう     　　やす   　　　て    がる　              　　　りょう  り　　                                                　　                                                                     　  　じ    すい　                             　とう   しょ　                                                    　　み　                      　ゆう   じん

           み　                　み　                            こ  きょう　 　りょう   り　        つく                                                                   　　　　な　           　　いま　                                                                                                          　　　せん    もん           　　みせ      　　か

　　　　　　　　　                                            はなし　   　き　　                                                                    　　りょう  り  じょう ず　    　よう    す　                                 　なか           　　きょう  み   ぶか　                   　りょう  り　              　オポール                　アヤム

　　　　　　　　　　 　きょう　   　ひと　    　ねん　                　ど　       　ひ　       　で　               　にち    ぼつ                　　　あいだだんじき　　　　　　　つき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　                　　いわ　           　 とき　 

    　 　た　            　 だいひょうてき          りょう  り　                                                                                                                                                                                                                                　   　つか　          　 とり  にく　 

                                                                                                                 に     こ　　                                                                                                                           　　　　　　　　　　　  あま　                     　だん   じき　           

    い　                                                      　しょく  ば                                                 　　　　じん                                 きょうりょく　             つく            　　いっ  しょ       　た　                       　いわ　  

   　　                                                                                                                  　え   がお        　 い　                                                               　 　なか    ま　     　かこ　                  　し     ごと　                                                  　　りょう  り　                                                      

　　   じゅうじつ                    に    ほん  せい   かつ          おく

　まつ                  しゅう    かん

　　　　　　　　   まつ　                 　　おんな　    　こ　       　すこ　                 　　せい  ちょう　  　いの　     　  に    ほん          せっ    く　     　ぎょう じ　                                          　　じ     む    しょ                  　　    がつ　にじゅうよっか　     　もく よう    び

             　　　　　　がつ　　みっか　　　  もく   よう   び                                     　　　にんぎょう　　 　かざ　                                                               　き    かい                           　　                                                                                  　がく しゅう しゃ　

    　　　こ                                               に    ほん　    　ぶん    か　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まつ　　　　　　しょうかい

受入日　〈2 月〉15 日、18 日、20 日、25 日、27 日、〈3 月〉3 日、6 日、8 日、19 日、20 日
うけ いれ  び　　　　 　　がつ　　　           にち　             　にち　　    はつか　                    　にち             　　にち                  がつ    　みっか　      　むいか          　よおか　               　にち　    　はつか

（協力：八尾で絵の本ひろば広げよ会）
　きょうりょく　　  や   お　     　え　　   ほん　　            　ひろ　　        かい



＜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

  E-mail: hellosoudan.ycs@wind.ocn.ne.jp

午前9 時から

午後5 時まで

※は午後1時から午後5時まで

〈電話番号〉

072-924-3337

　　　ご　  ぜん　　　 　じ

　　　ご　　ご　　　　　じ

  ご　 ご　　　じ　　　　　　ご　 ご　　　 じ

　　　　　   でん　 わ   ばん   ごう

相談窓口案内チラシ
  そうだんまどぐちあんない

八尾市外国人相談窓口（YIC 内）

対応言語　 日曜日　  月曜日　 火曜日　 水曜日　 木曜日 金曜日  土曜日
たい おう  げん　 ご　　　　　　  にち　　　　　　　　　　  　 げつ　　　　　　　　　　   か　　　　　　　　　  　すい　　　　 　　　　　　もく　　　　　　　　　　　 きん　 　　　　　   　ど　よう　び　　　　　　　　　よう　 び　　　　　　　　　よう　び　　　　　　　　よう　 び　　　　　　　　　よう　 び　　　　　　　　　よう　 び　　　　　　　　よう　 び　

○ ○ ○

や　      お         し        がい      こく      じん      そう     だん       まど      ぐち　　                             　　ない

サークル活動 対象：YIC メンバー

と　き

ところ 八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室

歌おう♪日本語
うた　　　　　　　　　　　に     ほん     ご

韓国語サークル

　 ヘバラギ

かん　こく　  ご

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　　　　                                                                

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

参 加 費 申 込 み無 料

不 要

さん     か      ひ む　りょう

ふ　 よう

もうし  こ

参 加 費 申 込 み無 料
さん     か      ひ む　りょう もうし  こ

と　き

ところ 不 要
ふ　よう

買い物やレストランでは、どんな言葉が使えるの？韓国語の文字はどんな読み方をするの？

韓国語の短いフレーズを使って、メンバー同士で交流してみませんか？（リーダー：竹田 侑加）

  か　　    もの　　                                                                             　　　こと    ば　　　 つか                             　かん こく    ご　  　　も    じ　　　                          よ　　  　かた

 かん  こく  ご　　　みじか　　　　　                               つか　　　                                            どう　し　　 　こうりゅう　 　　　                                                                                     　たけ   だ　   ゆ    か

 かつ     どう

   たい しょう

ホームページ

やす　                               　し

　3 回目の新型コロナワクチン接種が始まっています。YIC ホームページ、Facebook でも説明してい

ます。分からないことがあれば来所または電話、メールで相談してください。

第 1

第 3

だい

だい

　　   えい　ご

    ちゅうごく  ご

　　　　　　    　　ご

  　　　　　    ご

※○

○

○

○ ○

日本語 ○ ○ ○
に　ほん  ご

○

○

○

○

　 英語　　     　　　 　　　　　　　　　　　 　 　 

   中国語   　

ベトナム語　  　　 　　　   　   　　　　　　　  　　　　  

   タイ語 

休み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休み
やす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やす

他の言語は翻訳機を使って対応します。
ほか　　  げん  ご　　   ほん やく   き　 　つか　  　　    たい おう

2 月 11 日（金曜日） 、 2 月 23 日（水曜日）　※祝日のため
がつ　　　　　　にち　　    きん  よう   び           　　　   　がつ　　　　　　 にち　　　  すい  よう　び　　　　         　しゅくじつ

かつ　どう

やす　　　　　　　　　　　　　　　　し

LINE からも多言語で
  相談できます!
友だち追加はこちらから!

               た   げん  ご

              そう だん

とも         つい  か

いいね！してね！

がつ　　　　　　にち　　  　きん   よう   び          　　　　  がつ　　　　　　 にち　　　  すい　よう　び　　　　       　しゅく じつ

お知らせ 八尾市生涯学習センター（かがやき）のロビーは、3 月 31 日（木曜日）まで

ワクチン接種会場となっており、使用することができません。

2 月 11 日（金曜日）、2 月 23 日（水曜日）　※祝日のため

「話そー！日本語」での発表に向けて練習しています。一緒にステージに上がって歌ってくれる人はぜひ

練習に参加してください！（リーダー：山下 明美）

2 月6 日（日曜日）午後 2 時から午後 3時まで　2 月 17 日（木曜日）午後7 時から午後 8 時まで

2 月 20 日（日曜日）、2 月 27 日（日曜日）　午後 1 時から午後 2 時 30 分まで

　 はな　　　　　　　　 に    ほん   ご　                   はっぴょう　　　む　            　 れんしゅう　                              　　　いっしょ　                                           　あ　                   　うた　                               　　ひと

れんしゅう　　  さん   か　　                                                                                        やま  した  あけ  み

がつ　　はつか　　　　　 にち  よう  び　             　　がつ　          　にち　   　にち  よう   び　　      　ご    ご　         　じ　             　ご     ご　       　じ　 さんじゅっぷん

 がつ　むいか　      　にち よう  び　    　ご    ご　      　じ            　　ご     ご　      　じ　                        　がつ　         　にち　  　もく よう  び　     　ご    ご　     　じ            　　ご     ご　      　じ

　し   や    お     し しょう がい がく しゅう　　                                                                                                                   　　がつ　　          にち　      もく  よう  び

　　                          せっしゅ  かいじょう　                                                　し   よう

Facebook

SALA 3 月 13 日（日曜日）
がつ　　　　　　にち　　     にち    よう   び          　

　　　　　　かい    め　　     　しん   がた　                                                         　　せっ   しゅ　      　はじ　                                                                                                                                                                                                           　　せつ    めい

　　　　                 わ　                                                                                         　らい   しょ　                        　でん    わ　                                          　　そう  だん

サーラ

きゅうしょび


