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国際交流協会（ＭＡＦＧＡ）からのお知らせ
下記についての問い合わせ・申し込みは（公財）箕面市国際交流協会まで

電話：072-727-6912 FAX：072-727-6920 E-mail：info@mafga.or.jp

イ ベ ン ト 情 報
定例イベント

12/12（土）
９:00〜10:00

ハット市と英語でスカイプ交流！
ＮＺのハット市にある図書館に集まった市民の皆さんと、毎月第
２土曜日にスカイプをつないで英語でフリートークをします。
英語でお話してみたい方、どなたでも歓迎。ぜひご参加ください。
外国人市民のための就職応援イベント

イベント

第3回 就職応援フェア

13:30〜16:00

①プチセミナー「面接トレーニング（模擬面接）」（要予約）
■１回目…13：45〜
■２回目15：00〜
●定員：各回５名
②個別相談、仕事検索、履歴書作成サポートブ−ス
●１人３０分程度（予約優先）
③履歴書用写真撮影サービスコーナー…13：30〜14：30
●先着１０名（予約優先）
④就職応援グッズフリーマーケット
⑤企業説明会・登録会…13：30〜16：00

定例イベント

日曜日の午後のひととき。カフェで英語の原書を一緒に読みませんか。

12/12（土）

12/13（日）

Sunday Book Review

英語ネイティブの方２人も参加しています。本は各自入手してください。
14：00〜15：30 初回のみ、必要な方には当日分のコピー（１５０円）を提供。
読む本：「Life after Life」
（Kate Atkinson著）

場所：箕面市立多文化交流センター
（ボランティア活動室）
参加費：無料

◎対象：就職に関心のある外国人市民
場所：箕面市立多文化交流センター
（講座室）
参加費：無料 ※入退場自由
申込み：①は予約が必要です。
②、③は予約の人が優先です。

場所：comm cafe
（箕面市立多文化交流センター）
参加費：２００円〜（ドリンク代実費）

定例事業

グループコーディネーター（ＧＣ）会議

12/16（水）

各グループと事務局がそれぞれの活動状況について情報交換を行い
ます。
◎対象：当センター事業活動グループのグループコーディネーター

場所：箕面市立多文化交流センター
（会議室）

ビデオカメラを使って、オリジナルの
インタビュー動画を撮影しよう！

場所：箕面市立多文化交流センター
（会議室）

10:00〜12:00

イベント

12/19（土）

①10:00〜12:00 ●講師：本間 直樹さん（大阪大学准教授）
②13:00〜14:30 ◎対象：①小学校４〜５年生、②小学校１〜３年生

定員：各１０名
参加費：無料（要予約）
申込み：１２月１日（火）から

唐木幸子バレエスタジオ 〜箕面の地で 33 年の歴史〜
＊教師暦 50 年の唐木幸子と、「ロシア国立ペルミバレエ学校日本校教師養成学科」卒業、教師歴 20 年
の唐木智子が親切丁寧にわかり易く、心を込めて指導致します。
＊「バレエは芸術」としてバレエを習われた方が楽しんで長く続けられるように、またバレエは健康維持
にとても有効なため、バレエにとらわれず、 他のジャンルの動きや解剖学などを幅広く取り入れて指
導致します。
＊中高生にはクラブ活動や受験で断念する事のないよう応援しています。
＊幼児・ビギナー・プロを目指す人・主婦・他のスポーツ選手・音楽家などに幅広く指導しています。

〒562-0041 箕面市桜 4-1-24 阪急牧落駅西側右斜め前（駅より 30M）
０７２−７２１−６３００／７２１−２５７６
http://hcn.zaq.ne.jp/cabip501/

（公社）日本バレエ協会会員・ＡＯＤＴ会員
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ルについて

年末年始のスケジュー

年末年始の
閉館について
事

業

名

箕面市立多文化交流センター・小野原図書館…１２月２８日（月）〜１月４日（月）

■

comm cafe…１２月２７日（日）〜１月４日（月）

■

年末最終日

年始開始日

事
多言語相談

日本語教室

ささゆり（初級読み書き） 12 月 15 日（火）１月 12 日（火）
あかね（初級会話）

12 月 17 日（木）1 月 14 日（木）

ひまわり

12 月 18 日（金） 1 月 8 日（金）

萱野にほんご

12 月 18 日（金） 1 月 8 日（金）

業

年始開始日

韓国・朝鮮語、中国語、
英語、…（毎週火曜日）
12 月 22 日（火） 1 月 12 日（火）
フィリピノ語
…（第２・４火曜日）

国際理解のための語学講座

12 月 19 日
（土） 1 月 9 日（土）

子どもほっと

年末最終日

名

12 月の第 3 週目 1 月の第２週目
（15 日〜 19 日）（12 日〜 16 日）

他団体からのお知らせ
問合せ・申込みは、それぞれの団体へお願いいたします。
◆参加協力費：
国際交流協会で購入できます。
・全体会＋分科会フリーパス:1,000円

いっさの差別を許さないために話す、
語る、
伝える、
分かち合う

フォーラム

12/5（土）
開場13：00
開演13：30
〜16：30

全体会

みのお市民人権フォーラム30th

人と人をつなぐ詩と音楽の協奏
音をつむぐ

・分科会フリーパス:500円

想いをつなぐ

（分科会フリーパスですべての分科会に参加可）

◎朗読：谷川俊太郎さん（詩人）◎ピアノ：谷川賢作さん（ピアニスト 作・編曲家） ＊障害者市民・高齢者市民、それぞれの介
■場所：箕面市立市民会館グリーンホール大ホール（箕面市西小路４-６-１） 助者は1人無料。＊18歳以下はすべて無料。
第６分科会

「ヘイトスピーチ」って何？

12/6（日） 「在日外国人」
開場13：30
開演14：00
〜16：00

言葉をつむぐ

◆申込み・問合せ：

〜ドキュメンタリー映画「ヘイトスピーチ」を観て考える〜
ささき

こうや

みのお人権フォーラム30th実行委員会事務局
☎ 072-722-2470 FAX 072-734-6509

映画全編の鑑賞と、制作者のお一人である佐々木航弥さんからお話を
E-mail：jinken-jimu-minoh@silk.ocn.ne.jp
伺います。
http://minohjinkenforum.jpn.org/
■場所：comm cafe 箕面市立多文化交流センター（箕面市小野原西5-2-36）

■場所：大阪国際交流センター２階大会議室
（大阪市天王寺区上本町8-2-6）
〜大阪を最も多文化共生の進んだまちにするために〜
■定員：１５０名（申込み先着順）
内容：基調報告『多文化共生社会に向けてーバルセロナからの経験から』
12/13（日） Daniel de Torresさん（欧州評議会 インターカルチュラル・シティ プ ■参加費：無料
■申込み・問合せ・主催：
13：30〜17：00 ログラムアドバイザー）、
『あなたはソウル市民ですかー韓国多文化政策 （公財）大阪国際交流センター
と外国人（移住民）当事者の活動を中心に』李 海鷹さん（ソウル市外 ☎：06-6773-8182
国人名誉副市長）、他パネルディスカッションなど。
FAX：06-6773-8421
◎日・英・韓同時通訳有
http://www.ih-osaka.or.jp

シンポジウム

多文化共生国際シンポジウム

スクール coupe de MINAMI

町屋で楽しく洋服をつくってみませんか？
ボディに布を直接
のせて服をつくって
みましょう！
（立体裁断）

◆リフォームや服のお仕立てもいたします！ ◆パターンや立体裁断も教えます。

南プロカッティング研究所

南正枝 プロフィール （略歴）
昭和４２～４５年 フランス ・ パリの洋裁学校にて立体裁断、
デザイン等を修得
昭和４５～４７年 カネボウCristian Dior アトリエでデザイナー
昭和４７年以降 大学および専門学校での講師経験多数
◆詳細はホームページあるいは下記まで直接お電話ください！

●問合せ ：〒５６２-００１２ 箕面市白島２-２-３０ 電話 / FAX ０７２ （７２１） ４１５１
- -de
- -minami.com URL http://www.coupe-de-minami.com
- E-mail info@coupe
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賛助会員募集中！
員でない方は、ぜひこの機会に新規ご入会をご検

会員の種類

個人会員

２０１５年度の賛助会員を募集しています。まだ会

No.99（2015 年 12 月 1 日発行）

討ください（特典等は右の表をご覧ください。）

年会費

個人会員

備考（特典など）

一口 2,000 円〜

個人
寄付会員

一口 3,000 円〜

５年度に限り有効）を謹呈

一口 10,000 円〜

法人会員

ニュースレターの郵送、協会発行ニ
ュースレターなどの広告料の割引、セ
ミナー及び 語学 講 座 受講 料 の割引
（３名まで）
、会費の損金算入（税制
優遇措置）

オレンジゆずるバス

豊川支所

茨木→

ペット
勝尾寺口西 ショップ

保険の加入、セミナーの割引、語学
講 座 の 割引対 象、comm cafe で 使
用できる１０００円クーポン券 (２０１

アクセスマップ
←石橋
←石橋

保険の加入、セミナーの割引
ニュースレターの郵送、ボランティア

２０１５年度の会員期間

入会日〜２０１６年３月３１日
（木）
まで

ニュースレターの郵送、ボランティア

小野原

２０１４年（平成２６年）
５月１１日からのルート

●（平日・土曜）黄ルート「多文化交流センター前」
または赤ルート「小野原南」から西へ約 550m
●（日曜・祝日）③ルート「多文化交流センター前」
または「小野原西五丁目」から西へ約 200m

西国街道

出

松出公園

コミュニティセンター
太陽の家

多文化交流
センター

プロフーズ

千里中央

スターバックス
Ｇ.Ｓ
エネオス
関西学院
千里国際
キャンパス

編集後記

発

豊川南
小学校

北千里方面から
小野原西
６丁目

関西
スーパー

阪急石橋から
ＪＲ茨木方面から

バス番号

最寄バス停

30、51、55、56
58、59、66、79

小野原

175、176

小野原南

小野原西

70

小野原西 5 丁目

70、78

関西学院千里国際
キャンパス

92

小野原
小野原西

「多民族フェスティバル２０１５」のステージの最後。
国籍や世代を超えた２００人近い人たちが、

輪になって踊った。
初めて聴くのにどこか懐かしいインドの音楽に合わせ、知らない人同士がシンプルに踊りを
楽しむ。
こういう場を共有することの積み重ねが、
ヘイトに抗する社会づくりにつながるのではと感じた。
来月１００号を迎える
「めろん」
「
。毎回、
知らないことに気づかされる」
などの応援メッセージのほかに、
「文章が
長すぎる」
「内容が難しい」
との声をいただくことも。
難しいことをやさしく、やさしいことを深く、深いことを面
白く。
今後も精進していきたい。
また、ごくまれに
「偏っている」
とも。
それに対しては、神奈川新聞の論説委員石橋
学氏のコラムを一部引用させていただきたい。
ただ、こういう「あたりまえ」のことが当たり前でなくなっている
社会はどうか、
とも思う。
パリでの同時テロ以降、
１人１人の
「寛容」
さがますます試されていると感じる。
( 岩城 )
－－以下、引用部分（コラムの全文はこちら：http://www.kanaloco.jp/article/127964）
「( 前略 ) 民主主義の要諦は多様性にある。一人一人、望むままの生き方が保障されるには、それぞれが違っていてよい、
違っているからこそよいという価値観が保たれていなければならない。それにはまず自らが多様なうちの一人でいる
ことだ。だから空気など読まない。忖度（そんたく）しない。おもねらない。孤立を恐れず、むしろ誇る。偏っているという
批判に「ええ、偏っていますが、何か」と答える。そして、私が偏っていることが結果的に、あなたが誰かを偏っていると
批判する権利を守ることになるんですよ、と言い添える。( 後略 )」

「めろん」編集スタッフ
ボランティア：荻野克彦、崔聖子、大橋亜由美、島田希、井嶋眞佐子、渡辺茂樹、鳥羽山良平、土肥彩香、福田淳
事務局：三上照男、岩城あすか、河合大輔、神谷敦子
問合せ：（公財）箕面市国際交流協会 〒562-0032 箕面市小野原西 5-2-36 多文化交流センター
Tel：072-727-6912 Fax：072-727-6920 E-mail：info@mafga.or.jp
Web サイト：www.mafga.or.jp Facebook：facebook.com/Mafga

