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     あなたも小さな大使です！ 

留学生八王子ふるさとプログラムでは、昨年１２月１３

日（日）に東急八王子スクエアのレストラン・クレアでウィ

ンター・パーティーを開催しました。昨年５月に組み合わ

せをしてから交流を続けている留学生とファミリーの集い

です。 

今年度は５９人

の留学生が４１の

ファミリーと楽しい

交流をしています。

このパーティーで

は、更に交流の

輪を広げようとい 

う目的で、ボランティアの方の手品などを楽しみながら

交流を深めました。 

来年度の募集は4月1日からです。家庭に居てできる

国際交流、国際理解です。ぜひご応募ください。 

 

  

  

ふるさとプログラムに参加してよかったと思います！ 

日本の文化を深めることができるだけでなく、日本の家

族の一員になったのは、なかなか珍しいチャンスです。

留学生のみなさん、ぜひ参加してください。このプログラ

ムがいつまでも続くように！八王子の国際協会の人々、

頑張ってね。        （アストリド、 インドネシア） 

去年の４月に日本に来て、友達からこのプログラムに

ついて聞いた時、嬉しかったです。なぜかというと日本

に来たらたくさんの友人ができると思ったのですが、意

外と日本人の友達を作るのが難しかったからです。最

初ファミリーの人に会った時、すごく笑顔で親切でした。

いろんなことを話しました。いろんな面で最高の家族だ

ったと思います。本当にありがとうございます。ちょっと

残念だったのは、インフルエンザのためにバーベキュー

が中止になった事です。私はもう帰国ですが、このプロ

グラムがもっと多くの留学生に知られて、もっと活発な

活動をしたらいいんじゃないかと思いました。この一年

間いろいろお世話になりました。ありがとうございます。     

（ソンミソン、韓国） 

 

 

 

 

今年度は、インドネシアからの留学生、アストリドさん

と交流を致しました。 

 はじめは文化や習慣の違いにびっくりしましたが、とて

も気さくな方だったので、4歳の息子もすぐに慣れ、楽し

い交流ができました。            （三根真貴子） 

 

 昨年、友人から勧められ、初めてファミリーに応募しま

した。最初はとても心配でしたが、台湾からの留学生と

の交流がはじまると、本当に楽しく、食事も喜んで食べ

てくれるし、心配は全くありませんでした。フィリピンやキ

ューバの留学生仲間を一緒に連れて来たり、我が家は

一気に国際的になりました。彼女はこの２月に帰国して

しまいましたので、また来年度も応募しようと思っていま

す。                         （戸田恵子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込み、問い合わせ：八王子国際協会 

八王子国際協会 
第１０号 ２０１０年２月２６日 

 

留学生八王子ふるさとプログラム 

留学生からのメッセージ 

 

ファミリーからのメッセージ 

 

平成２２年度の留学生、ファミリーの募集について 

留学生とファミリーを募集します。交流の方法は、

主にホームビジットなど、お互いの時間が合う時にで

きます。交流期間は約１０カ月ですが、差し支えなけ

ればそのまま交流を続けても構いません。 

申込期間： ４月１日から４月末 

説 明 会： ５月１５日(土) １０：００ 

留学生とファミリーを紹介する日： ５月２９日(土) 

 ５月３０日(日) 

その他 １０月にバーベキューとリクレーション 

 １２月にウインター・パーティを予定 

 

高尾の森 

わくわくビレッジでの

BBQの様子 

鉄板に広がる野菜や肉
に、舌つづみをうつ！ 
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平成２２年２月２１日実施  

今回のゲストは、エドワード・トゥリプコヴィッチ・片山

さん。クロアチア人の父親と日本人の母親を持つフラン

ス・パリ生まれの青年。これまで、クロアチア（13 年）、フ

ランス（11年）、カナダ（1年半）、日本（7年）の 4カ国に

滞在している。 お話はクロアチア語で “ドバルダン”

（dobar dan）、 日本語の“こんにちは！”で始まり、自

己紹介の中には、両親が結婚当初、クロアチア語・ドイ

ツ語を話すお父さんとフランス語・英語・日本語を話す

お母さんの間に共通語がないため、二人がけんかをす

る時には辞書を使っていたとの微笑ましいエピソードも

紹介された。エドワードさんは、2005 年の愛知万博開

催時にクロアチアのパビリオン設営に携わり、日本とク

ロアチア両国を結ぶ架け橋となる仕事を経験、2008 年

1 月に東京のクロアチア政府観光局開設時、初代日本

代表に抜擢された。クロアチア紹介の最初は約15分の

DVD、美しい映像は格別、正に“百聞は一見に如かず” 

言葉には言いつくせない素晴らしさ！国土は北海道の

約 70％、その中に 7 つものユネスコ世界遺産が登録さ

れていること、特にアドリア海の真珠と謳われる美しい

景色や数々の国立公園・自然公園等がある。現在、産

業全体の約２割が観光業で、年間観光客数は1,000万

人以上、日本人観光客も 2007 年以降に鰻上りで増加、

特に東京にクロアチア政府観光局を開設後の 2009 年

には 163,400人に達した。また長い歴史も説明され、子

供の頃の社会主義時代には食料品が自由に手に入ら

ないこともあり、地方の村で豚一匹を買い、その豚を食

料にするために家族皆で協力して、ハムやソーセージ

など保存食１年分を作り大切に食べたことが懐かしい

思い出。今はクロアチア産ワインが世界中で高い評価

を得ており、トリュフやオリーブも品質がよく、自慢の生

産物となっているとのこと。 

クロアチア旅行で体験して欲しいのは、オープンでフ

レンドリーな国民性と人間好きなこと、日々の暮らしで時

間がゆっくり流れていること。 

 

Q & A は、クロアチア旅行の経験者と未経験者間

で観光談義が続き、エドワードさんからも色々アド

バイスが出ました。私も是非一度クロアチアに行っ

てみたい気持ちです!!  

報告：世界の人とふれあいタイム委員 青木美佐子 

 
 
 

前田節子氏による 

｢日常生活でつかえるカウンセリング･スキル、

カウンセリング・マインド｣の 

研修会に参加して 

 

前田 満寿美 

2009年 12月 20日、講師の前田節子氏は、通訳を長

年された経験、その後イギリスでのカウンセリングの勉強

を含め、多様な文化に接した体験を土台に、日常生活

でコミュニケーションを工夫する方法をワークショップ形

式で学ぶ機会をつくってくださいました。 

自己紹介をして，相手に代わって 6 人に他己紹介す

ることから始まりました。記憶せねばと緊張する作業でし

たが、次の話を聴きあうワークとともに、他人の立場にな

りきってみることと相手に共感することの大切さやむずか

しさを実感しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニケーションには、「知 think」の部分（知識、分

析など）と、「感 feel」の部分（感情、共感など）があり、そ

の両方を常に意識しておく大切さを学びました。特に男

性は、「知」重視のコミュニケーションに慣れているけれ

ども、「感」に注意を向けて聴き、「感」で返すと人とのか

かわりがスムースになると強調されました。たとえば、女

性が「疲れた（感）」と言ったときに、男性は往々にして、

「じゃあ、出前をとれば（知）」と問題解決志向の応答を

しがちですが、わかってもらえたと思われにくい。疲れて

いる気持ちに対しては「いつもごくろうさん」のような「感」

で返すと疲れがすっとほぐれていく、と。また、喜怒哀楽、

恐れ、嫉妬、不安など、どんな感情もすべて大切にして

交流してこそ、お互いにわかり合え、生活が豊かになる

こともわかりました。 

通訳場面への応用としては、内容をよく吟味して「知」

のメッセージなら、主観を交えずにしっかり全部訳す。

「感」のメッセージには気持ちを整理するお手伝いをす

る。五感で聴く。相手の動作をさりげなく真似てみる。相

談内容が複雑なときは、「何が一番困っているの？」とた

ずねてみる。暴力の心配がある時は、利き手が届きにく

い側に立つなど数々のヒントをいただきました。ほんの

一部しか紹介できませんが、大変有意義な研修でし

た。 
 

研 修 

説得力のある内容に、うなづく参加者 

クロアチアの魅力を出席者に 
語るエドワードさん 

-２- 
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１月１９日(火)、東京都が主催する外国人のための防

災訓練に参加しました。当日は抜けるような青空が広が

り、防災訓練には絶好の日和となりました。参加者は、

まず上野公園内にある東京文化会館に集合し、東京都

の職員の方々から説明を聞いた後、上野公園の噴水前

広場を主会場として、訓練は開始されました。死者２０

万人以上といわれるハイチ大地震が起こったばかりで、

外国人の関心は高く、大使館勤務者、留学生、語学ボ

ランティア、市や国際交流協会の職員など３００名以上

が参加しました。２台の起震車の前には長蛇の列ができ、

地震に対する関心の高さがわかりました。また、煙テント

では、初めて体験する外国人が多いようで、咳き込む人

たちも多く見受けられました。東京電力、東京ガス、

NTTのテントでは、東京で地震が発生したときの自社の

対応について、懇切丁寧な説明を受けました。北欧や

アフリカのボツワナ大使館員の人々も参加していました。

母国では地震はまったく考えられないとのことでが、ハ

イチ大地震のあとだけに、その真剣な顔が印象的でし

た。 

「災害は忘れたころにやってくる」とは、ある有名な科

学者がふた昔前にいった言葉ですが、この箴言は今で

も生きています。本年４月より、火災報知機の設置が義

務づけられますが、世界有数の地震国･日本に暮らす

私たちも、日頃より防災意識を高めていくことが肝要だ

と、痛感した次第です。 

 

＜外国人のための専門家無料相談会 

実施＞ 
  東京都国際交流委員会と東京外国人支援ネットワ

ークは、日本に住む外国人のために、２００２年から毎

年「外国人のためのリレー専門家相談会」を東京都内 

各地で順次開催しております。 

八王子市での開催は７回目となり、２月２０日（土） 

１３時３０分から４時まで、クリエイトホールで実施しまし

た。当日は、専門家１４名、通訳１９名、スタッフ１７名

で、９カ国１８名の相談者から２６件の相談がありまし

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜個人会員懇談会を開催＞ 
  

個人会員懇談会を、１月３０日（金）、八王子スクエア

ビルのクレアで開催しました。約５０名の会員･外国人の

方々が参加されました。 

個人会員同士の交流と最近の協会の活動をご理解

いただく場として、初めて企画したもので、当日は、協会

の会員が中心になって活動する各委員会の委員長が

出席し、委員会の活動について気楽に話せる機会を設

営しました。 

アトラクションの多摩美術大学のベリーダンス同好会

のダンスは、華やかで、参加者の交流を和やかにさせ

てくれました。 

これを機会に、会員の方々の交流と委員会活動への

参加を願うものです。               （事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会での決定事項をご連絡 
 

理事会で審議決定した事項をご報告いたします。 

○ １２月６日から北野学習教室が始まるとともに、小中

学校校長会で説明を行うとの報告があった。  

（１２月） 

○留学生八王子ふるさとプログラムのウインター・パー

ティーを１２月１３日（土）に開催、留学生１７名、日本

人ファミリー２６名の参加があったとの報告があった。 

（１２月） 

○１１月２５日に団体ネットワーク会議を開催したことの報

告があった。                    （１２月） 

○ハイチ大地震の募金箱を設置して、募金活動を行うこ

ととした。                        （１月） 

（２月２６日に締め切り、毎日新聞を通じユニセフ経由

ハイチへ１２，０００円の義援金を寄贈した。） 

○第Ⅲ期外国人市民会議で「就労と防災」について検

討されることとなった。                （１月） 

相談ブースは常に相談者でいっぱい。 

専門家も誠心誠意、相談に応える。 

いろいろな話題で盛り上がる会場の様子 

-３- 

 

＜平成２２年度総会開催のお知らせ＞ 
日時：平成２２年５月２３日（日）午後１時３０分より 

場所：学園都市センター １２階 第１セミナー室 
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 サポートデスク相談 
１２月 相談件数２７件 
 (ビザ、離婚、出産、学習支援 等) 

相談人数２７人 
 (中国、韓国、フィリピン、ペルー、ブラジル、

アメリカ、インド、スペイン) 
１月  相談件数２７件(ビザ、離婚、出産、学習支援 等) 

相談者数２７人 
 (中国、韓国、フィリピン、ネパール、ベトナム) 
  
行政書士による外国人個別相談 
１月 相談件数 １件(帰化) 

     相談者数 １人(イラン) 
２月  相談件数 ３件(ビザ、遺産相続)  

     相談者数 ２人(台湾、フィリピン) 

                            

 

 

 

 

    

 

 日本語ボランティア養成 ステップアップ講座 

１２月１９日～１月２３日 (土曜日全５回) 

 専門家による外国人個別相談 

 １月９日（土）、２月１３日（土） 14:00～17:00 

 語学シリーズ イタリア語学習 

 １月１４日～３月２５日 （毎週木曜日全２０回） 
 10:00~12:00 , 13:00~15:00 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

 １月２３日（土）、２月２０日（土） 
13:30～15:30 クリエイトホール 2階 図書館 

 個人会員懇談会 

  １月３０日（土） 13:30～15:30  レストラン・クレア 

 “外国人のための無料専門家生活相談会” 
 ２月２０日（土）13:00～16:00  クリエイトホール 

 世界の人とふれあいタイム クロアチアの話 

 ２月２１日（日） 13:30~15:30 

 「外国につながる児童・生徒の学習支援」教室 

毎週水曜日 13:30～17:30  17:30～19:30 
       
 

 

 

 専門家による外国人個別相談 

 ３月１３日（土）、４月１０日（土） 14:00～17:00 

 パネルディスカッション『家庭教育、近所付き合い』 
 ３月１４日(日) 14:00～16:00 

    学園都市センター 第１セミナー室 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

 ３月２７日（土）13:30～15:30  

 クリエイトホール 2階 図書館 

 世界の人とふれあいタイム アフガニスタンの話 

 ４月１８日（日）13:30～15:30 

 語学シリーズ 中国語、スペイン語学習 

 ５月６日～（毎週木曜日全１２回）13:00~15:00 

   （申込みは 4 月 1 日八王子市広報をご覧ください） 

 「外国につながる児童・生徒の学習支援」教室 

毎週水曜日 13:30～17:30  17:30～19:30 
       八王子市北野事務所２階 
※特に記載がない場合、会場は地球市民プラザ会議
室です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◉日本語教室 

＊日本語学習 

    生涯学習センター（クリエイトホール） 
                  Tel：０４２－６４８－２２３２ 

   八王子にほんごの会 

             URL：http://nihongonokai.com/jp/  

 八王子国際友好クラブ URL:http://hiug.jp/hifc/ 

◉子どもの学習支援 
世界の子どもと手をつなぐ学生の会（CCS） 

URL:http://www.ccs-ngo.org/ 

  多文化学習室八王子（TGH） 
℡：０８０－１２８２－０７９７ 

◉子どもの日本語支援 

   八王子にほんごの会 

URL: http://nihongonokai.com/jp/ 

◉絵本の読み聞かせと遊びの会      

エンドウスタジオ      ℡：０４２－６２２－４３２６ 

◉外国人のためのパソコンの相談・学習支援 

  情報ボランティアの会（八王子） 
URL: www.ivh-jp.org  

◉アジア･ディスカッション･フォーラム 毎週火曜日 18：00 

 アクティブ・イングリッシュ       毎週木曜日 18：00 

  アジア青年会 ℡：０９０－６１６４－２８６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行･編集:八王子国際協会  

(愛称)地球市民プラザ八王子 
〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 八王子スクエアビル 11階 
TEL & FAX： 042-642-7091 （日・祝日を除く） 
URL: http://homepage3.nifty.com/koko-8/index.htm 
Mail: koko-8@nifty.com 
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サポートデスクだより 

 

今後の活動予定 

 

これまでの活動報告 

八王子国際協会 (愛称)地球市民プラザ八王子 

からのお知らせ 

          編集後記 
１月２８日(木)１０時３０分、八王子市

立打越中学校１年２組の生徒５人が職場
訪問として八王子国際協会を来訪されま
した。 
語学シリーズや日本語教室を見学した

り、協会の事業について説明を受けた後、
八王子の国際について熱心に質問をされ
ました。国際理解教育を行っている協会
としても、今後とも学校との協力を行っ
てまいります。 

-４- 

http://homepage3.nifty.com/koko-8/
mailto:koko-8@nifty.com

