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  八王子国際協会理事長  岡添 健介 
 
 

５月２３日に八王子国際協

会の総会が開催され、無事終

了することができました。まず

は皆様方のご協力に感謝申し

上げます。 

私は本総会にて新理事に

就任し、総会後の理事会にて

理事長に選任されました。今

回は理事の改選期でもあり、 

事業の継続性と安定した運営の観点から、理事長を含

む新理事５名、継続理事９名、新監事２名の新体制で

臨むことになりましたことを、ご報告申し上げます。 

私は、八王子テレメディア時代にCATV事業を通して

多くの市民と接点を持ち、市、商工会議所の活動にも

参画して、いろいろな分野で行政・関係機関等との協働

作業に従事しました。また、ガスパール・カサド国際チェ

ロ・コンクールでは、立上げから２回のコンクールを通し

て、世界各国の出場者および審査員との交流により国

際貢献のすばらしさを体験いたしました。 

国際化が進展する時代にあって各国が発展するため

には、それぞれの国の歴史・文化・習慣の違いを乗り越

え、お互いの立場を理解して交流することが不可欠で

あると思っております。これまでの経験を生かし、すでに

種々の領域で活躍されている方々と協調して視野を広

めながら、多文化共生社会の実現に向けて努力したい

と考えております。 

八王子国際協会は平成２０年７月に設立され、丸２年

を迎えようとしています。この間、前理事長が理事会の

運営はもちろんのこと、組織の確立や様々な事業運営

にご尽力されてきました。私の引継ぎ後も、理事会、委

員会、会員との懇談会などを通して、会員の皆様のご

意見を聞きながら、当協会の発展につながるよう努力し

てまいります。 

現在、当協会が抱えている課題は、会員の皆様が主

体的にかつ気持ちよく活動に参加できる仕組みや環境 

 

 

 

を作り上げることだと認識しています。そのために当面

注力すべきことは、新しい取り組みを模索しながら、２年

間の成果を踏まえ、この間に構築した事業基盤を固め、

さらに充実、発展させていくことであります。 

具体的には次の３点にあると思います。まず第一に

協会そのものの組織の充実です。理事会の運営方法、

組織の運用方法の改善、規約類の整備等が引き続き

安定した運営を実施する上で重要であると思います。 

第二に当協会の市民認知度アップです。地域の国

際化が進む中で、次第に増加する外国人市民への情

報提供はもとより、地域に住む私たちが多文化を理解し

共有することだと思います。そのためには会員を増やし、

多くの交流事業に携わっていただき、当協会をアピー

ルしていきたいと思います。 

三つ目は財政基盤の充実です。財政面では、現在

八王子市より事業費の約７割の額の補助金等をいただ

いておりますが、安定した財源は安定した事業につな

がることから、将来的な協会の形態も模索しながら、さら

なる財源の確保に努めていきたいと考えております。 

以上のことを踏まえ私の今後の取り組み方針につい

て述べておきます。 

会員の皆様それぞれの価値観に差があることは認め

つつも、常に全員が協会の基本理念を忘れることなく、

組織としての秩序を保つことを念頭に行動する必要が

あります。誰のために活動するのかを常に思い起こし、

自己満足に陥ることなく、また個人的な行動を極力自粛

し、組織全体のコンセンサスが得られるよう、共通の目

的意識を持つことが肝要であります。 

個々の会員の活動が協会全体の共通目的に合致す

るよう、すなわち全員のベクトルが合ってはじめて協会

全体の成果に結びつくことを肝に銘じ、このことを全員

で心がけていきたいと思います。 

最後に、個人会員と国際関係の団体会員を構成員と

する八王子国際協会が、市や関係団体と連携・協働し

八王子の住みよいまちづくりに貢献できるよう、今後とも

皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

八王子国際協会 
第１２号 ２０１０年６月２８日 

 

新理事長ごあいさつ 
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平成２２年度八王子国際協会総会を、５月２３日（日） 

学園都市センター１２階の第１セミナー室で開催いたし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度の事業報告及び収支決算、並びに平成

２２年度の事業計画及び収支予算案について説明がな

され、それぞれ承認されました。平成２２年度の事業計

画及び収支予算案の概要は、次のとおりです。 

 

◎平成 22年度事業計画及び収支予算について 

平成２２年度事業計画 

八王子国際協会は、外国人市民と日本人市民とが交

流し、ともに住みやすい地域づくりを行う多文化共生社

会の実現に向けて、基盤の確立に努めるとともに、各種

の事業を展開してきました。 

平成２２年度は、引き続き基盤を確立させるとともに、

生活コミュニケーション支援に重点を置きながら、国際

交流、国際理解の事業をより充実させ、展開してまいり

ます。 
 

生活コミュニケーション支援事業である「外国人支援

のためのサポートデスク」では、外国人からの各種相談

に応じるとともに、「行政書士による外国人個別相談」を

実施しております。本年度は、中国語の語学ボランティ

アの参加を得て相談会を実施する等、外国人への相談

支援体制を一層強化していきます。 

 また、不況の中、わが国及び八王子の企業へ就職を

目指す留学生のために、「就職支援セミナー」を実施し

ます。引き続き国の専門機関である東京外国人雇用サ

ービスセンターの協力を得るとともに、本年度は、上記

留学生を対象に「八王子の企業めぐり」を、企業や関係

機関の協力を得て実施する予定です。 

一方、不足している日本語の支援者の養成を行う「日

本語ボランティア養成講座」は、入門講座とステップアッ

プ講座を実施します。同養成講座は、昨年度に引き続き、

文化庁から助成金の対象事業として採択されました。 

 

 

 

昨年１２月に開設した外国につながる児童・生徒の北

野地区の「学習支援教室」は、多くのボランティアの参

加を得て、実施してきました。本年度は、学習支援者の

研修等の充実を図り、支援体制の確立を目指します。ま

た、日本語を母語としない親子のための「高校進学ガイ

ダンス」の実施など、教育委員会や関係機関の協力を

得て、八王子市における上記児童・生徒の学習支援の

充実に向けてすすめます。 
 

 国際交流事業のうち、「国際交流フェスティバル」は、

昨年度、会場を広げるとともにイベントも大幅に増やしま

した。本年度においては、多くの会員の方々に企画・実

施段階から加わってもらい、内容の充実を図り、市や関

係機関との協働により、外国人市民と日本人市民の交

流を深めます。 
 

地域の国際化を推進する事業では、昨年度から始め

た「唐松町民祭」や「あったかホール祭り」への参加につ

いては、本年度も協会のブースを設け、自治会や八王

子市と連携して、地域の外国人市民と日本人市民との

交流の促進を図っていきます。食育を軸とした外国人

市民との国際交流事業に、大阪コミュニティ財団から助

成が認められました。上記の祭りなどと連動して国際交

流事業を実施し、外国人市民との交流の基盤を作って

いきます。 

昨年発行した北野地区の「生活ガイドブック」は、学

校、自治会、外国人採用企業等を通じて外国人の方々

に配布され、活用されています。今年は他の地域でも

利用できるよう検討していきます。 
 

国際理解事業のうち、「語学シリーズ」は、会員及び

市民の関心が高く、多くの参加者を得て実施しておりま

す。外国人講師の協力も得て、ステップアップのコース

の検討等内容の充実に一層努めます。 
 

広報事業として、「会報」の制作と「ホームページ」の

管理を行っておりますが、それぞれ充実を図ります。多

言語による会報は、八王子市の外国人向け情報誌

Ginkgo と連携し、外国人が必要とする情報も提供して

いきます。放送､新聞､ミニコミ紙等への広報活動も引き

続き展開していきます。 

また、上記以外の各種事業についても、それぞれ充

実を図ってまいります。 
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＜主催事業＞ 

１．生活コミュニケーション支援事業 

語学ボランティア 相談業務の通訳、各種翻訳 

留学生のための

就職支援ｾﾐﾅｰ 

日本及び八王子の企業に就職を

目指している留学生を支援 

日本語ボランテ

ィア養成講座 

日本語を支援する人材を発掘・養

成  

学習支援 

プロジェクト 

外国につながる児童・生徒の学習

支援の体制確立に向けて検討す

る。平成２１年１２月北野学習室を

立ち上げ、同児童・生徒のための

学習支援を実施中 

 

２．国際交流事業 

留学生八王子ふ
るさとプログラム 

１年間のホームビジットによる交流 

１０月と１２月に交流会を開催 

国際交流フェス
ティバル 

会員、市民に日本のこと外国のこと
を知ってもらう機会を提供する 

世界の人とふれ
あいタイム 

外国人ゲストから出身国のことなど
を紹介してもらう  隔月開催 

地域における国
際交流 

地域において外国人住民と一般の
住民の方々との交流を促進するた
め、祭りにブースを設け、食育を含
めた国際交流を実施 

 

３．国際理解事業 

国際理解教育 

学校、地域、外国人講師の３者協
働で、国際理解教育を進めること
をコーディネートする 

研修・講演会 
市民や会員を対象に研修や講演
会を企画・実施する 

語学シリーズ 
語学学習を通してその国の文化に
触れてもらう 

 

４．広報事業 

広報活動 会報の制作・発行、ホームページ
の管理、CATV など各種媒体を通
じ活動を案内 

 

＜八王子市からの受託事業＞ 

在住外国人 

サポートデスク 

暮らしの情報提供、生活相談、専
門家相談窓口の紹介 

行政書士による外国人の個別相談
（毎月第２土曜日） 

外国人のための
リレー 

専門家相談会 

都内２０ヶ所で行う通訳付きの専門
家による相談会 

平成２３年２月１９日実施 

外国人市民会議 
外国人が暮らしやすいまちづくりの
ため検討を行い、提言書を作成 

平成 22年度収支予算 

収入の部             (単位：円) 

会費収入 281,000 

事業収入 923,000 

補助金等収入 9,483,000 

雑収入 34,000 

繰入金 423,000 

収入計 11,144,000 

支出の部            (単位：円) 

事業費支出 5,724,000 

主催事業 3,207,000 

生活コミュニケーション事業 1,747,000 

国際交流事業 911,000 

国際理解事業 469,000 

広報事業 80,000 

八王子市からの受託事業 2,517,000 

管理費支出 5,375,000 

人件費 4,588,000 

管理事務費 787,000 

予備費 45,000 

支出計 11,144,000 
  

収支差額 0 

 

◎規約の改正について 
第１２条（選任）及び第２３条（総会の議決）の改正に

ついて承認されました。 

会員より役員の選任に伴う規約改正について動議が

ありましたが、議案として採択することは否決されまし

た。 
 

◎理事及び監事が選任 

推薦役員の承認、選挙による理事の選任により、次

の方々が選任されました。（任期は２年） 

理事 

岡添 健介 久保田 貞視 

齋藤 博志 清水 久美子 

シュレスタ タラ バブ 高﨑 鉄也 

千種 康民 塚本 回子 

平澤 徳久 平塚 忠勇 

増田 昌彦 松原 拓郎 

峯尾 常雄 閔 榮和 

監事 

杉山 光右 橋本 辰夫 

（50音順 敬称略） 

総会後に開かれた理事会で、互選により岡添健介氏

が理事長に選任されました。 

 



八王子国際協会 会報 12 号 2010 年 6 月 28 日 

- 4 - 

 

 
サポートデスク相談 

４月 相談件数３６件 
 (就職、子ども手当、保育園、日本語能力試験、

学習支援 等) 
相談人数３６人 

 (中国、韓国、フィリピン、ペルー、ネパール、
ロシア、アンゴラ、台湾、日本) 

５月  相談件数４９件 
(子育て、学習支援、教育、健康保険、奨学金、
不動産 等) 

相談者数４９人 
 (日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、カナ

ダ、ネパール、スリランカ、サウジアラビア、
モンゴル) 

行政書士による外国人個別相談 
４月 相談件数 ２件(永住ビザ、配偶者ビザ) 

     相談者数 ２人(中国、ブラジル) 
 ５月 相談件数 ０件 

 

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。 

○ 協会事務局業務改善プロジェクト委員会から、最終

報告があった。あわせて事務局員の労働条件、服務

規律等就業に関する事項の取りまとめについて報告

され、承認された。  （４月） 

○ 平成２０年７月２０日から施行している経理業務規程

の細則が承認された。   （４月） 

○ 総会の議案について、◍平成２１年度事業報告及び

同収支決算報告、平成２２年度事業計画及び同収支

予算案が、大筋において承認された。◍ 規約の改正

案について承認された。◍ 推薦役員の選任について、

役員推薦委員会より案が提出され、承認された。 

  （４月） 

○ 総会の議案「平成２１年度事業報告及び収支決算、

平成２２年度事業計画及び収支予算案、規約の改正

案、役員の選任（推薦役員の選任、選挙による理事の

選任）」について、原案どおり承認され、総会に提出す

ることとした。             （５月） 

○ 経理に関する権限規程について、承認された。 

  （5月） 

 

 

 

 

 

    

 専門家による外国人個別相談 

 ５月８日（土）、６月１２日（土） 14:00～17:00 

 日本語ボランティア入門講座 

 ５月２９日（土）～７月３日（土）まで 

 毎週土曜日  10:00～12:00 

    学園都市センター 国際交流室 

 世界の人とふれあいタイム メキシコの話 

 ６月２０日（日） 13:30～15:30 

 

 

 専門家による外国人個別相談 
 ７月１０日（土）、８月１４日（土） 14:00～17:00 

 外国につながる児童・生徒のための学習支援者研修会 
 ７月１７日（土） 13：30～15：30 

    クリエイトホール 11階 視聴覚室 

 夏祭り 国際交流コーナー設置 
 唐松町民祭 ７月２４日（土）、２５日（日） 

 第Ⅲ期外国人市民会議 市民フォーラム 
    ７月２４日（土） 14：00～ クリエイトホール 10階 

 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~ 

 「外国につながる児童・生徒の学習支援」北野学習室 
毎週水曜日 北野事務所 13:30～17:30   

17:30～19:30 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
◉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 

 生涯学習センター（南大沢分館） 
                  Tel：０４２－６７９－２２０８ 

   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 
北野学習室（八王子国際協会） 北野事務所２階 

 Tel：０４２－６４２－７０９１ 

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） 
Tel：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/ 

◉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 Tel：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 

サポートデスクだより 

 

日本語を母語としない親子のための 

高校進学ガイダンス（説明会と教育相談） 
日時：７月１１日（日） 13:00～16:30 
会場：スイングビル１１階ＪＲ武蔵境駅北口徒歩 1分 

   英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、 
スペイン語、タイ語の６言語の通訳がいます。 

  問合せ・申込み：武蔵野市国際交流協会 
 
＊八王子国際協会では、１０月３１日に実施します。 

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 

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

