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設立にあたり 

       理事長 鬼頭 史郎

 

７月２０日、学園

都市センターにお

いて設立総会を行

い、八王子国際協会

（愛称：地球市民プ

ラザ八王子）が設立

されましたのでご

報告いたします。 

総会に引き続き開催されました理事会にお

いて私、鬼頭史郎が理事長に選出されました

のでよろしくお願い申し上げます。 

八王子国際協会は、平成１６年４月に市内

５団体により、組織された「八王子国際交流

団体連絡会」の事業を引き継ぎ、交流という

視点に加え、これからますます増えていくと

思われる外国人市民を地域の一員として迎え、

多文化共生社会を目指すことを目的としてい

ます。個人会員と国際関係の市民団体による

団体会員を構成員として、コミュニケーショ

ン支援、生活支援、地域への啓発などの事業

を展開し、八王子の街づくりに八王子市や関

係機関と連携して、国際化の分野で寄与して

いく所存です。 

 

 

 

八王子国際協会 

 八王子国際協会 

 「地球市民プラザ八王子」 

設立主旨説明 
１．八王子国際協会（愛称：地球市民プラザ八王子）

の目的と特徴 

○ これまで培ってきたボランティアの力を結集し、

市民と市が協働で立ち上げた団体です。 

○ 交流を一歩進めて、これからますます増えてい

くと思われる外国人市民を地域の一員として迎

え、多文化共生社会を目指すことを目的として

います。 

○ 団体の加入だけでなく、個人でも気軽に加入

し、活動が出来る組織にしました。 

２．設立の経緯 

〇 これまで、団体によっては２０年来、各々の市

民団体が日本語学習支援や交流・生活支援

活動などを行なってきました。 

○ 平成１６年４月、市内の５つの市民団体により

「八王子国際交流団体連絡会」を設立。八王

子スクエアビル１１階に「国際交流コーナー」を

設置し、外国人の相談事業、留学生のための

ホームビジット、外国人市民とのふれあいタイム、

国際交流フェスティバル、外国人による語学教

室、子供たちへの国際理解教育などを市と協

働で実施してまいりました。 

○ 平成１９年５月、国際交流団体連絡会と市と

で「国際新組織検討委員会」を設置し、一団体

ではなしえない、多文化共生社会推進のために

新たな組織の検討を行なってきました。 

３．今後の取り組み 

○ 生活・コミュニケーション支援のための事業 

○ 多文化共生の地域づくりの国際理解事業 

○ 外国人や留学生との交流事業 
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 7 月 20 日(日)午後 1 時 30 分から 3 時まで、学園都市センター第 5 セミナー室で、

設立総会を開催いたしました。設立主旨の説明に続き、八王子国際協会規約、平成 20

年度事業計画、平成 20年度収支予算、理事及び監事について提案があり、それぞれ承

認されました。これにより八王子国際協会を設立いたしました。その後、理事会が開

かれ、理事長に鬼頭史郎氏が選任されました。 

 

 

平成２０年度 八王子国際協会事業計画 

＜主催事業＞

 

 
  

１．生活コミュニケーション支援事業 

事 業 名 内   容 

在住外国人 

サポートデスク 

・外国人のための生活相談、専門家相談窓口の紹介、暮らしの情報を提供。 

・毎週火・木・土 午後１時～５時 

外国人のための 

リレー専門家相談会 

・弁護士、行政書士、社会保険労務士などの専門家による外国人無料相談会の

開催。 東京外国人支援ネットワークによる都内１９か所のうち１回を八王

子で実施。 

・研修会１回開催。２１年２月２１日相談会実施。 

・国際交流語学ボランティア、八王子市との協働事業。 

外国人市民会議 ・外国人市民にとっても暮らしやすい街づくりを進めるためにテーマを設け意

見交換をし、市長へ提言をする会議の企画・運営。 

今回のテーマは「地域に暮らす外国人に対する生活支援について～医療・住

居を中心に～」。 

２．国際交流事業 

事 業 名 内   容 

留学生八王子 

ふるさとプログラム 

・留学生に八王子を第２の故郷と感じてもらうため、留学生と市民のファミリ

ーがペアを組み、１年間ホームビジットによる交流をする。 

・２１年３月まで交流を実施。交流会の開催（１０月、１２月） 

国際交流 

フェスティバル 

 

・イベントや展示、講演を通して外国文化に触れる。 

・９月２８日開催。 

・八王子学生委員会、JICA、市と協働の実行委員会で実施。 

世界の人とふれあい 

タイム 

・外国人ゲストを招き、出身国を話や映像などで紹介をしてもらうことで、交

流や理解をすすめる。 

・隔月１回程度開催。 

日本文化紹介 ・日本で暮らす外国人に、文化・習慣を通して日本を理解してもらうため、日

本文化を紹介し体験してもらう。 

設立総会 
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＜共催事業＞  

世界の料理 絵本の読み聞かせ 中高生の交流会 

※上記のほか、理事会の議決を経て会の目的を達成するための事業を試行的に実施する 

 

 

平成２０年度 八王子国際協会収支予算書 

 
収入の部          （単位:円）      

科 目 予算額 備考 

会費収入 231,000  

事業収入 120,000  

補助金等収入 6,380,000  

雑収入 34,000  

繰入金 470,000  

収入計 7,235,000  

 

支出の部          （単位:円） 

科 目 予算額 備考 

事業費支出 

 生活・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業 

 国際交流事業 

 国際理解事業 

1,528,000 

755,000 

372,000 

401,000 

 

管理費支出 5,207,000  

予備費 500,000  

支出計 7,235,000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

八王子国際協会 平成２０年度理事 

金刺 亨夫 北田 玲子 鬼頭 史郎 

許  硯輝 久保田 貞視 齊藤 広子 

サイフル バハリ 
アフマッド 

鈴木 博久 高﨑 鉄也 

千種 康民 塚本 回子 平沢 徳久 

舟川 沙希 松原 拓郎 閔 榮和 

       （50 音順 敬称略） 

八王子国際協会 平成２０年度監事 

 内堀 晴雄 古川 雅雄 

     （50音順 敬称略） 

３．国際理解事業 

事 業 名 内   容 

国際理解教育 ・学校、地域、外国人講師等と協力し、子どもたちの国際理解教育を考え学校

において外国人講師等とともに授業を行う。 

・１０校程度訪問。 

研修会・講演会 

 

・市民や会員を対象に国際理解、国際交流、多文化共生等に関する研修・講演

を実施。 

・２回実施。 

語学シリーズ ・日本語を学習した外国人などに、講師として母国語を教える機会を提供し、

市民に語学学習を通してその国の文化に触れてもらう。 

・２コース実施（スペイン語など）。 
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黒須隆一 八王子市長 

 

 

 

 総会終了後の設立

記念パーティは、理事

会で選任された鬼頭

史郎新理事長が、開

会の挨拶。新しい組織

「八王子国際協会」の

発足を会場の皆さんへ

伝えました。 

鬼頭理事長は、４年前に５つの市民ボランティア

団体が八王子市と協働で「八王子国際交流団体

連絡会」を立ち上げたこと。その連絡会が、多く

の活動実績を築き上げてきたこと、それが基盤と

なってこの八王子国際協会が生まれたという設

立の経過、これまでの外国での体験や国内での

経験を生かして、会員の皆さんと一緒に多文化

共生の街づくりを目指したいと、今後の抱負を述

べました。 

 パーティに駆け

つけた黒須隆一八

王子市長からは、

八王子国際協会

への期待をこめた

挨拶を頂きました。 

 前八王子国際交流団体連絡会代表齊藤広子

氏が乾杯の音頭を取り、パーティは賑やかに始

まりました。 

 会場には、これまで八王子の国際交流や多文

化共生社会作りに協力してくださった外国人や

会員など、多数が参加しました。着物やチマ･チョ

ゴリなどきれいな民族衣装を着た人も見られ、八

王子国際協会の設立にふさわしく、外国語の会

話も聞かれました。 

 アトラクションの初めはトゥリーザ丘野さんによる

パラグアイアン･ハープの演奏。美しい指の動き

が奏でる音楽に一堂は魅了され、聞き入りました。

最も小型だといわれるこのハープですが、優雅

でかつ音量もあり、会場はひとつになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サッカーの公式戦で国歌を歌ったこともあるバ

シャールさんは、サウジアラビア出身。真っ白な

民族衣装で、来日中のご兄弟と共に自国の歌を

披露しました。流暢な日本語で自分の国のことを

紹介、ユーモアを交えてのトークは、会場を笑い

に包みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 モロッコの国のことを紹介した渡辺イサムくんは、

現在八王子の小学校に通学しています。モロッ

コと日本の文化や生活の違いをきちんとまとめて

発表する姿は立派でした。お母さんと一緒にダン

スを披露、２人の動きに誘われ、見ていた参加者

もリズムに乗ってステップを踏むなど、会場は大

いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

設立記念パーティ 

 

パラグアイアン･ハープの演奏に聞き入る 

研 修 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの手と足がダンスのステップになって 

 

    鬼頭史郎 理事長 

 

バシャールさんとご兄弟 

 ７月２０日(日)、八王子国際協会の設立記念パーティが、八王子スク

エア１１階のクレアで開かれました。外国人（１０カ国）２４名を含む来賓

の方々や参加者が、八王子国際協会の設立を祝いました。 
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八王子国際協会 地球市民プラザ八王子 設立記念講演 
     講演テーマ 「地球市民として私たちにできること」 

                         講師：神奈川大学非常勤講師 荻村哲朗 

 

 八王子国際協会において最初のイベントは、設

立記念講演。研修･講演実行委員会の入念なる準備

のもと、７月２７日、自治体国際化協会(CLAIR)

市民国際プラザから全面的な後援を受けて、荻村

哲郎氏をお迎えし、「私たちが何をするのか、何が

できるのか」を考える機会を得ました。 

 講師の荻村哲朗氏は、長野県岡谷市の生まれ、

東京で過ごした多感な学生時代、あるフランス人

家族との交流を通じて貴重な体験をされたとのこ

と。これが荻村氏の異文化との最初の出会いであ

ったそうです。 

 荻村氏は、神奈川県でのインドシナ難民(ベトナ

ム､ラオス､カンボジア)への日本語ボランティア

活動に係られたことを初めとするご自身の経験や

感想、そして出会ったボランティアの人たちが、

失敗を積み重ねながらも事例研究を行い、互いに

切磋琢磨する中で学んでいく姿などをわかりやす

く、描写されました。ボランティアの人たちも日

本語を教わる人たちも共に成長してゆく姿を見て、

まさしく「地域は学ぶ」と氏は感銘を受けたそう

です。ボランティアは、単に日本語を教えるだけ

でなく、外国人が暮らす地域社会の多文化理解を

促進し、受け入れ環境を整備するものであること、

そしてボランティア活動で大切なことは、相手と

ボランティアとの信頼関係の確立であることなど、

具体例を挙げての話は、現実感がありとても分か

りやすいものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１人から出発したボランティア活動がグループとなる 

・更にそこに集まった人々に、参加を促していくと 

 いろいろな人たちが集まってくる 

・お互いに学習を積み重ねながら専門性を 

 身に付ける 

・やがて地域で認められ、必要とされる 

・組織化が図られる 

・その結果、ふたつのことが確保される。継続性と 

 責任体制である 

 昔、地域社会では物事を決めるときには「寄り

合い」という方法がとられていました。意見のあ

る村人は他の村人のところを回り、事前に話をす

るなど根回しをした。寄り合いは寝ないで続けら

れ、最後にみんなが疲れたところで合意が出来上

がったということです。全員が理解し納得するま

で話し合いを続ける。こうした昔ながらの方法は、

近代的な法律や契約に基づく合意とは異なり効

率が悪いのですが、実は地域に根ざしたボランテ

ィア活動においては、学ぶところの多い方法では

ないかと氏は述べられました。 

 また、日系米国人が異文化の中で暮らす少数者

として、いかにして情報を共有し文化的独自性を

保持するに至ったか、カナダ、オーストラリアで

は多文化を国の施策として確立していることな

ど、豊富な調査結果の話も興味深いものでした。 

 最も印象的だった言葉は、途上国の人に支援を

申し出たときの言葉でした。 

 What can I do for you? とたずねたら 

 Nothing. と返ってきたそうです。そこで 

 What can I do with you? と聞き直したら 

 にこっとして、Everything.と答えたということ

でした。 

 まだ生まれたばかりの八王子国際協会、地球市

民として私たちにできることを考える素晴らし

い講演でした。 

 

 

 



八王子国際協会 会報第 1号 2008年 8月 27日 

 

 - 6 - 

 

 

 

 

 

     

 語学シリーズ スペイン語初級 

   9 月 25 日から毎週木曜日 13:30～15:30 

   参加費：6,000 円 (全 12 回)  

   場所：国際交流コーナー 

 絵本の読み聞かせ 

   9 月 27 日(土) 13:30～15:30 

   場所：生涯学習センター 図書館 

 国際交流フェスティバル 

   9 月 28 日(日) 

   写真展、世界の体験学習コーナー、 

 講演会、ワークショップ、世界の民族舞踊 

 フェアトレード商品の販売など 

  場所：学園都市センター11 階 12 階 

 外国人のための防災訓練 

 9 月 28 日(日) 9:00～11:30 

 場所：拓殖大学国際学部棟広場 

 世界の人とふれあいタイム 

   10 月 19 日(日) 13:30～15:30 

           フランスの話 

  場所：国際交流コーナー 

 留学生八王子ふるさとプログラム 

  BBQ 交流会 10 月 19 日(日)   

  場所：わくわくビレッジ  

※ 活動についての詳細は協会まで 

              おたずねください 

 

 

 

発行・編集：八王子国際協会 地球市民プラザ八王子 

〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-2八王子スクエアビル 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 

  
 八王子市に暮らす外国人は、本年 7 月 1 日現

在で 8,869 人を数え、年々増加の傾向にありま

すが、制度・文化・言語・習慣などの違いから、

様々な問題や悩みを抱えながら暮らしていま

す。在留資格、ビザの更新、結婚・離婚、語学

学習、子供の教育、医療（こころの問題を含む）、

住居などその範囲は複雑多岐にわたります。 

 八王子国際協会「地球市民プラザ八王子」の

サポートデスクでは、このような問題や悩みに

対処するために、火、木、土の 13:00～17:00 の

間、相談を受け付けています。これ以外の時間

帯（日曜日、祝日を除く）については、10:00～

17:00 の間、事務局員がその対応にあたっていま

す。予約は不要ですが、通訳が必要な場合は、

あらかじめお申し出下さい。秘密は厳守します。 

 皆さんのお近くに困っている外国人を見かけ

たら、サポートデスクのことをお伝えください。 

 八王子国際協会「地球市民プラザ八王子」で

は、日本人市民の皆さんと外国人市民の皆さん

が、共に快適に暮らせる街づくりを目指してい

ます。 

◎毎月第 4 木曜日 14:00～17:00 の間、専門家による 

ビザ、在留資格、国際結婚などの相談に応じます 

地球市民プラザ八王子だより 第１号  

  （主な内容） 

２００８年８月２７日発行 
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今後の活動予定 

編 集 後 記 

関係各位のご参加とご協力によ
り、ついに八王子国際協会『地球
市民プラザ八王子』が、7 月 20 日
正式に設立されました。 

新組織の活動や事業内容を、こ
の広報紙で会員のみなさまにお伝
えしていきます。今号は、設立総
会・パーティ・研修の記念講演を
中心にお知らせいたしました。 

わかりやすくお伝えするよう努
力していきたいと思います。どう
ぞ、ご協力お願いいたします。 

また、編集部では、広報作成に
ご協力いただける方を募っており
ます。ご興味のある方は事務局ま
でご連絡ください。   編集部 

サポートデスクだより 

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

