アイハウス de 多文化体験 2019
あなたの国の文化を紹介してくれる外国人を大募集します！！
（公財）大阪国際交流センターでは、8 月 10 日（土）に外国人のみなさんが自国の文化を
紹介しながら地域の人々と交流するイベントを開催します。
ことば、ダンス、音楽、遊びなどの自国の文化を紹介してくれる外国人の方を募集します。
たとえば…
・はじめての外国語 （フランス語、イタリア語、中国語など）
・ダンス、ヨガ、伝統文化・衣装の紹介など
・子どもの遊び、歌・童謡紹介、絵本読み聞かせなど
・料理デモンストレーション、試食など

今回も、ボランティアがサポートしながら一緒にプログラムを
つくりあげていきます。安心してお申し込みください。
■イベント概要
・開催日：2019 年 8 月 10 日（土）11：00～16：00 (予定)
・場

所：大阪国際交流センター

2 階、3 階 各会議室

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 8-2-6
・内

容：自国文化紹介プログラム（地域のみなさんが一緒に参加して楽しめるもの）
1 時間ほどのショートプログラムを想定

・参加者：地域住民(1 プログラムにつき定員 30 名予定)
■応募資格
・簡単な日本語会話ができる方
・下記説明会に参加できる方
・事前打ち合わせ 1～2 回程度に参加できる方
・広報用 Web サイトやチラシに顔写真と名前をのせてもよい方
■説明会＆ボランティアサポーターとのマッチング
・ 説明会
：5 月 26 日（日）15：00～16：30
・マッチング日：6 月 9 日 （日）15：00～16：30

※どちらも必ず参加してください。
■申し込み締切：5 月 24 日（金）
■問い合わせ・申し込み先

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 8-2-6
TEL: 06-6773-8989

WEB: http://www.ih-osaka.or.jp/

Looking for foreigners who can introduce
the culture of your country!
Enjoy a wide variety of cultures at i-House! 2019
Osaka International House Foundation is holding an event on August 10th (Sat) that local people
can enjoy all different cultures from around the world. We are looking for foreigners who can
introduce your own culture through language, dance, music, customs, and more.
Ex:
- First-time foreign language (French, Italian, Chinese, etc.)
- Dance, Yoga, Traditional culture and costumes
- Introducing songs, plays, picture books reading etc.
- Cooking demonstration
We would like you to introduce your culture such as the ones above in about 1 hour. Please do not
hesitate to apply if you have no experience. Our volunteers will support you as we make the program.
There is no need to worry.
Event Summary
Date: August 10th Saturday 11:00 ~ 16:00
Venue: International House, Osaka
2-6 Uehommachi 8-chome, Tennoji-ku, Osaka, 543-0001
Contents: Language experience, World Music, Dance, things that people can enjoy, through short
programs (about 1 hour).
Audience: local people (limit:30 people/1 program)
Application Requirements
- Being able to speak easy Japanese
- Being able to provide a program about your own culture
- Being able to participate in the orientation
- Being able to spare your time for pre-meeting
- Agree to put your name and your face photograph on flyers and the promotional website
Orientation & Matching with volunteers
- Orientation: May 26th Sunday 15:00 ~ 16:30
- Matching : June 9th Sunday 15:00 ~ 16:30
*Please attend both days
Application Deadline: May 24th Friday
Inquiries

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 8-2-6
TEL: 06-6773-8989

WEB: http://www.ih-osaka.or.jp/

