
年度 実施形態 事業内容 市町村・国際交流協会名

H28 共催 たすけあい広場〜知ろう、やってみようコミュニティ通訳・翻訳〜 河内長野市交際交流協会

H28 共催 大阪市立阿倍野防災センター見学ツアー〜日本語学習から実地体験へ！〜 （公財）吹田市国際交流協会

H28 共催 多文化共生フォーラムとよなか2017 大規模災害時における外国人支援〜今後のめざすべき方向とは（公財）とよなか国際交流協会

H28 共催 市民と在住外国人のふれあい交流 茨木市国際親善都市協会

H28 共催 外国人市民向け防災体験バスツアー　地震・防災を体験しよう！ （特活）とんだばやし国際交流協会

H28 共催 外国人住民のための防災講習会 堺市国際課

H28 共催 災害発生時の外国人サポート 和泉市人権・男女参画室、和泉市国際交流協会

H28 共催 外国人のための無料相談会 国際交流協会ネットワークおおさか、大阪弁護士会


H28 共催 外国人のための1日相談会 門真市　

H28 共催 外国人一日相談会 大東市

H28 共催 外国人のための相談会 四條畷市地域協働課

H28 共催 特設外国人相談コーナー 忠岡町

H28 共催 市民総合相談 高石市

H28 共催 外国人のための一日なんでも相談 泉大津市秘書広報課

H28 共催 外国人のための無料相談サービス 堺市国際課

H28 共催 外国人のための1日相談サービス 和泉市人権・男女参画室

H28 共催 外国人のための相談サービス （特活）泉佐野地球交流協会

H27 共催 池田市国際交流センター　ボランティア研修会 池田市人権・文化国際課

H27 共催 コミュニティ通訳研修〜はじめての保健・福祉（分野）通訳〜 堺市国際課

H27 共催 外国人市民と地域社会住民のための防災訓練 岸和田市国際親善協会

H27 共催 大規模災害時における外国人支援セミナー （公財）とよなか国際交流協会

H27 共催 外国人のための防災体験バスツアー 泉大津市企画調整課、泉大津国際交流協会 

H27 共催 市民と在住外国人のふれあい交流〜いっしょにそなえる〜 茨木市国際親善都市協会

H27 共催 外国人のための一日無料相談会 岸和田市国際親善協会


H27 共催 外国人のための相談サービス （特活）泉佐野地球交流協会

H27 共催 外国人のための一日生活・労働相談会 （公財）とよなか国際交流協会

H27 共催 外国人のための一日相談サービス 和泉市人権・男女参画室

H27 共催 外国人のための一日相談会 四條畷市地域協働課

H27 共催 外国人のための無料相談サービス 堺市国際課

Ｈ26 共催 コミュニティ通訳研修 堺市国際課

Ｈ26 共催 コミュニティ通訳ボランティア養成講座 （公財）とよなか国際交流協会

Ｈ26 共催 池田市通訳翻訳ボランティア研修 池田市人権・文化国際課

Ｈ26 共催 外国人のための防災セミナー 摂津市国際交流協会

Ｈ26 共催 外国人のための防災訓練 （公財）とよなか国際交流協会

Ｈ26 共催 地球どんぶり　地震・津波を体感しましょう！ 岸和田市国際親善協会

Ｈ26 共催 外国人のための防災訓練 泉大津市企画調整課、泉大津国際交流協会 

Ｈ26 共催 地震・防災を体験しましょう（外国人市民向け） 和泉市人権・男女参画室、和泉市国際交流協会

Ｈ26 共催 おでかけ国流‐外国人のための1日相談＆情報サービス （公財）とよなか国際交流協会

Ｈ26 共催 外国人のための相談サービス （特活）泉佐野地球交流協会

Ｈ26 共催 外国人のための無料相談会 池田市人権・文化国際課

Ｈ26 共催 外国人のための無料相談会 （公財）吹田市国際交流協会・市民公益活動センター

Ｈ26 共催 外国人のための年金相談 河内長野市交際交流協会

Ｈ25 共催 コミュニティ通訳ボランティア研修 （特活）とんだばやし国際交流協会

Ｈ25 共催 コミュニティ通訳ボランティア研修 堺市国際課

Ｈ25 共催 災害時ボランティア研修（やさしい日本語） 池田市人権・文化国際課

Ｈ25 共催 河内長野市長野小学校区防災避難訓練 河内長野市国際交流協会

Ｈ25 共催 災害時の外国人支援を考える 国際交流協会ネットワークおおさか

Ｈ25 共催 外国人のための防災訓練・多言語支援センター設置訓練 堺市国際課

Ｈ25 共催 外国人のための防災セミナー （公財）とよなか国際交流協会

Ｈ25 共催 外国人のための無料相談会 池田市人権・文化国際課


Ｈ24 共催 コミュニティ通訳・翻訳ボランティア研修 池田市人権・文化国際課


Ｈ24 共催 コミュニティ通訳ボランティア研修 河南町教育委員会

Ｈ24 共催 コミュニティ通訳ボランティア研修 堺市国際課

Ｈ24 委託 コミュニティ通訳ボランティア研修 （特活）とんだばやし国際交流協会

Ｈ24 委託 コミュニティ通訳ボランティア研修 （特活）寝屋川市国際交流協会

Ｈ24 委託 コミュニティ通訳ボランティア研修 （公財）箕面市国際交流協会

Ｈ24 共催 防災体験バスツアー 河内長野市国際交流協会

Ｈ24 共催 留学生・ボランティア通訳合同防災訓練 堺市国際課

Ｈ24 共催 国際交流協会＆大学合同防災訓練 （公財）吹田市国際交流協会

Ｈ24 共催 外国人のための防災セミナー （公財）とよなか国際交流協会
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