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多文化共生のまちづくり推進事業 

（平成 22 年度栗東市受託事業） 生活ガイドブック完成！ 
 

栗東市で生活する上で知っておくと便利な内容を、「ポルト

ガル語・スペイン語・中国語・韓国語・英語」の 5 ヶ国語で

翻訳しました。 

既存のガイドブックを参考に、多文化共生（国籍に関わら

ず“住民として”互いに尊重しあいながら暮らす住みよいま

ち）を目指すこの時期に作る上で、次のことに留意しました。 

―外国につながりのある方の意見を大切にするー 

 翻訳者の 5 人は、栗東市内・近隣にお住まいの外国籍の方

や、その配偶者の方です。日本に来て困ったことや、友人か

ら相談を受けた事例などの情報交換をミーティングやメール

のやり取りを重ね、一方的な情報ではなく、より実用性のあ

る内容になるように心がけました。（A4 版、23 ページ） 

 来年度以降、総合窓口課（市役所 1 階）や栗東国際交流協

会（栗東市役所 3 階）にて配布予定です。また、ホームペー

ジ（http//www.rifa.jp）にも掲載を予定しています。 

 

外国籍住民対象（通訳あり） 

確定申告勉強会＆健康相談会 
 

 栗東国際交流協会、栗東市、済生会滋賀県病院の 3 者共催で、今年度 2

回目の「日本の制度勉強会（前回は国民健康保険・国民年金）」・「健康相

談会」を実施しました。2 月 11 日（（祝）・金）の「りっとう多文化交流フ

ェスタ（特別号記載）」と同時開催であったことから、参加しやすかった

という意見が聞かれました。       （参加者 11 名／11:15～12:30） 

 

＝心あったまる話＝ 

 開催前、自治会の役員の方や、外国籍の方が「近所の人に伝えたいから」

と、日本語版・ポルトガル語版のチラシを取りに来てくださいました。 

一人ひとりが“お互いに伝えたい・誘い合って行きたい”という空気が

生まれ、多くの外国籍の方に来ていただくことができました。 

▲確定申告って？ 

▲気なる症状を 

医師に相談 

多文化共生のまちづくり推進事業 

（平成 22 年度栗東市受託事業） 
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世界と出会う玉手箱 開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年度  

RIFA日本語教室“協働”へ 
 

栗東市の協働事業提案制度に応募し、平成 23 年度実施事業として「RIFA 日本語教

室」が採択されました。RIFA ボランティアスタッフにより中央公民館で 11 年間にわ

たり実施してきた日本語教室ですが、4 月から栗東駅前に場所を変え（下記参照）、学習

者の学習意欲をサポートし、学習の場・憩いの場として、より魅力的な教室を目指し

ます。 

また、外国籍の方が働いている、関わっている企業や団体の方のサポートも広く呼

びかけ、安定した運営を目指していきます。 

 

 

日時： 12月 18日（土） 10：00～12：00 

場所：栗東市立中央公民館 

参加者：53名 

日時： 2月 27日（日） 10：00～12：00 

場所：コミュニティセンター大宝東 

参加者：38名 

第 3 回 アフリカンドラムを叩いてみよう！ 

第４回  文字が読めないってどういうこと？ 

～ネパール・タルー族の村から～ 

ガーナで 2 年間、青年海外協力隊員として活動された清水康朗さん

のお話を伺い、ガーナのお葬式の写真を見て、「あ！ＣＭで見たことあ

る！」と、アフリカを身近に感じたあと、ぽむ・るーじゅさん（ユニ

ット）によるアフリカンドラムの体験がスタート。みんなで輪になっ

てそれぞれが様々な形をしたドラムをたたき、初めて出会った参加者

が、心地よいリズムにのって、ひとつになれる体験ができました。 

Glocal net Shiga 作成の教材「ここは、何色？」に挑戦！アラビア

語やネパール語などの様々な言葉を読み解いてマス目に色を塗って

いき、現われた文字やイラストに大はしゃぎ！ 

その後、ネパールで職業訓練や識字サポート活動をされている左近

健一郎さんから多くの写真・物を見せてもらいながら、ネパールのお

話を伺いました。“物を大切に使う”“命を頂いて生きていることを知

る”“文字を読めるようになりたい気持ち”など、話に引き込まれ、

参加者からは「今度は、小学校で話してほしい」との声も。 

日 時：毎月第 2・第 4 土曜日（10：15～11：45） 

場 所：ウイングプラザ 4 階（栗東駅前商工会） 

対 象：日本語を学びたい人、日本のことをもっとよく知りたい人など 

受講料：前期（4～9 月）、後期（10～3 月）：各 1,000 円（場所代として）  

※途中から参加の方は 100 円×残り授業開催日数 

 内 容：原則マンツーマンで実施（学習者の人数により、対応） 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      国際理解講座 

【アニコーさんのエコ・レッスン】 
       ～ハンガリーの話とリサイクル講座～  

in 栗東自然観察の森 

ゲスト：藤田アニコーさん（ハンガリー出身、栗東市在住） 

日 時：3 月 26 日（土）14：00～16：00 

内 容：リサイクルやハンガリーの話を楽しむ（お菓子付き） 

  参加費：一般 500 円、RIFA 会員 200 円 

      外国籍住民・小学生以下無料 

 

 

 

 

 

※参加することで、琵琶湖の環境保

全に貢献することができます！ 
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【お米・余剰金の寄付】 

栗東市社会福祉協議会様から、お米 240kg

（30kg×8 袋）を提供していただきました。食糧

を必要とされている栗東市の外国籍住民世帯を

はじめ、滋賀県内の外国人学校の給食等へ使わ

せていただきます。 

 びわこ農業様から、「世界と出会う交流広場 in

滋賀がいいもん市」（RIFA 主催／昨年 11 月）に

おける売上の余剰金 3,320 円を寄付していただ

きました。日本赤十字社の「ニュージーランド

地震救援金」として活用させていただきました。 

                             ありがとうございました。 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

【語学講座の会場の変更】 

栗東市立中央公民館の閉館に伴い、2011 年 4 月以降、下記の通り、会場が変更になります。 
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日本語教室の学習者による恩返し企画！ 

【中国語・韓国語サロン終了】  
2009 年 7 月から始まった張青姫さん・厳太権さん夫妻によるサロンは、

語学や文化の話など、楽しい時間を過ごしていましたが、残念ながら、お

二人のお仕事の都合により 2011 年 1 月で終了となりました。ただ、2 人

の気持ちを引き継いだ学習者により、新たな形で復活しそうです！！ 
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講座名 変更後 開講日 

日本語教室 ウイングプラザ 4 階（栗東駅前） 
毎月第 2・第 4 土曜日 

10：15～11：45 

中国語自主講座 コミュニティセンター治田東 
毎月 3 回（土曜日） 

10：00～11：30 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 

     

やってみよう！ 

◆国際理解○×クイズ◆ 
HONDA の車、「VAMOS（バモス）」の 

車名の由来は、スペイン語である。 

 
答えは 4 面→ 

 

各種イベント、講座の申込・問い合わせは 

RIFA 事務局まで（月～金 9：00～17：00） 

電  話：077-551-0293/Fax：077-554-1123 

メール：mail@rifa.jp 

ホームページ：http://www.rifa.jp 

詳しくはチラシや 
ホームページを見てね。 

アニコーさん 



   

 
― 済生会と社会福祉事業について ー 

 「日本の制度勉強会＆健康相談会」で健康相談会を担当された済生会滋賀県病院（社会福

祉事業課）の日置康志さん。言葉がわからない等の不安から病院へ行くことをためらってい

る外国籍の方への支援を、2010 年より 3 年計画で実施されています。 

病院側の立場を話してくださいました。 

 

済生会滋賀県病院は栗東国際交流協会および

栗東市と共に「外国籍住民のための無料健康相

談会」を今年度に 2 回（7 月と 2 月）開催しま

した。この事業は 2011 年度も引き続き実施し

ていきたいと考えています。今回は、当院がな

ぜこのような事業を行うのか、済生会の紹介も

交えながらお話したいと思います。 

当院は、社会福祉法人恩賜
財団済生会の滋賀県支部

に属する病院です。「社会福祉法人」というのは

何らかの社会福祉事業をする組織や団体のこと

です。では、済生会はどのような社会福祉事業

をしているのかというと、「無料低額診療事業」

と「生活困窮者支援事業」という２つの事業を

実施しています。 

「外国籍住民のための無料健康相談会」は、

このうちの「生活困窮者支援事業」のひとつで

す。この健康相談会の開催には通訳をお願いし

ています。言葉の問題等で日頃、病院に行きに

く方も、気軽に活用していただけると思います。 

今年度の相談会では、ご自身の健康について

とても熱心に相談される方もおられ、継続して

この事業を行っていく必要性を感じました。 

一方の「無料低額診療事業」は、病気やけが

で診療を受ける際、治療費の支払いが困難な場

合に利用していただける制度です。「仕事が無

い」等さまざまな事情から収入が少ない時に、

病気やけがをしてしまったら大変です。でも、 

 お金を心配して病院に行かなかったら、悪化して、

ますます大変なことになりかねません。このような

時、済生会病院で相談していただくと治療費を安く

することができます。ただし、この制度の利用には

いくつか条件がありますので、まずは済生会病院に

ご相談ください。 

済生会は東京に本部があり、全国各地で病院や診

療所などの医療施設や、老人福祉施設、児童福祉施

設など 376 ヶ所の施設（2010 年 4 月現在）を運営して

います。医療と福祉両面の機能を有し、約 49,000

人の職員が働いています。明治 44 年（1911 年）、「施
せ

薬
やく

救
きゅう

療
りょう

によって 生
いのち

を済
すく

う」（「済生
さいせい

勅語
ちょくご

」といいます）

として、明治天皇による 150 万円（現在の貨幣価値で

約 30 億円）の基金をもとに、生活困窮者のための医

療や福祉事業を行う組織として設立されました。こ

うした経緯から、今日
こんにち

の社会福祉事業は済生会の基

幹事業なのです。 

今年、創立 100 周年を機に、済生会全体で設立

の精神に立ち返り、社会福祉事業をより充実してい

く取り組みを行っていきます。 

滋賀県支部は、特に外国籍住民の方の健康相談や

医療費軽減のための支援について、この事業を実施

していきますので、みなさまのご理解とご協力のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  より充実した活動を実施するために、活動に賛同し、応援していただける会員を募集しています。 

 
 

【会員特典】 

当協会イベントや講座参加費の割引 

会報「Koryu」やイベント案内のお届け 

【会費（年間）】 

個人 2,000 円  家族 3,000 円  法人 10,000円 

 

今年度も終わりに近づいてきました。最近の

会報も国際色豊かで、世界各国の生活や文化が

よくわかります。特に JICA の協力によって、

その一部を紹介できることは大きな意義のあ

ることだと思います。今後共益々グローバルに

なることを期待します。（Ｍ.０） 

 

春夏秋冬 


