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「つながろう！世界とここから・・・・」 

国際交流フェスティバル２０１０ 終える！ 
 

  １０月３日（日）、学園都市センターで国際交流フェス

ティバルが盛大に開催されました。 

民族衣装を着た各国の方々、お茶席担当の制服の

中・高校生、ボランティアの大学生などがステージいっぱ

いに上がり、会場の方とテ－マソング「世界とここから」を

大合唱し、今年のフェスティバルの開幕を飾りました。 

 八王子市海外友好交流都市の写真展をはじめ、今年

初めての八王子市から世界へ向けての観光紹介ブース、

八王子市観光大使であるファンキーモンキーベイビーズ

の皆さんからのビデオレター紹介、カサド・チェロコンク

ールコミュニティーからのミニコンサート等、１１Ｆ・１２Ｆの

すべての会場を見るには時間が足りないほどの、内容豊

かなものとなりました。 

各国のステージ・パーフォーマンスの出演者、異文化

ブース参加者、前日・当日のボランティア等の参加者は

総勢１５０人にもなり、このフェスティバルの大きな力にな

ってくださいました。心より感謝申し上げます。 

終了後、何人かの会員の方からメールでご感想をい

ただきました。 

様々な国の外国人市民の方や世代を超えた人々が一

堂に会し、和やかな交流ができたのはとても良かったと

思います。 

市民レベルの活動が広く拡がり、国境を越えた友情が

ひろがることを切に願っています。 

特に若い人を含め数多くの市民が国際交流に関心を

持つことが、今後の国際理解、国際協力・貢献にとって

重要なことだと思います。 

うれしいご意見でした。 

ポスター制作は、例年通りサレジオ高専の学生さんに

ご協力いただきました。皆様から持ち寄られたペットボト

ルのキャップの総数は３５,０００個、ワクチン４４人分となり、

関係機関を通じてお届けいたしました。    

多くの皆様のご協力、本当にありがとうございました。 

（委員長：塚本） 

 

 

 

＜留学生スピーチ＞ 
♫国際社会を知るために我々はいろいろな国に行き、

情報を手に入れるのですが、今回国際交流フェステバ

ルの下、八王子にいながら国際社会の事だけではなく

文化も学べる機会があったのではないかと思います。特

に留学生による「お国自慢スピーチ」を聞いた皆様は、

その国のことを理解すると共に興味を持てたと思います。 

今回は８か国の留学生がスピーチをし、会場を盛り上

げました。当日参加者の中には「とても良かった、是非

行ってみたい」という感想や感激の言葉をいただいて、

このイベントは成功したと思います。留学生も自分の国

のことを異国で知らせることができ、両国の懸け橋にな

った気持ちではないかと思います。私自身も司会を務

めながらスピーチを聞いて、是非すべての国に行きた

い気持でした。この企画をし、とても良かったと思います。

これからもこのイベントを毎年企画して、世界へ八王子

から発信し繋げていきましょう。          （エンピ） 

＜異文化交流ブース＞ 
♫去年の国際交流フェスティバ

ルではインドネシアを紹介した

ブースを展示しましたが、時間

の関係でブースには行けませ

んでした。今年は２度目の展示

でもあって、幸い時間的に恵ま

れましたので、家族全員で交替

しながらブースの説明員になり

ました。一週間前からワクワクし

ながら展示するものをみんなで

考えました。 

また、当日は全員インドネシア

のフォーマルな服であるバティ

ック(Batik)を着ることも決まりま 

した。国際交流フェスティバルに直接参加したのは初

めてでした。八王子にこんなに沢山の外国人がいるの

もびっくりしました。また、国際交流に興味を持っている

日本人が沢山いることも確認できました。 

一番驚くのは、なんとネパールの方やオーストラリア

の方が「国際漫才」までやってしまうことです。こどもた
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ちも爆笑しながら大変喜んでいました。来年も他の国

に負けないように精一杯アピールして、また参加したい

と思います。      （アグス スハルノ、スプリ ハンダリ） 

♫「ルーマニアはどこにあるの？」「ルー

マニア語で、トモダチは何ていうの？」と

ルーマニアの人と会話している子ども達、

インドネシアのブースの前では民族衣装

の一家と一緒に写真を撮っている日本

の家族の嬉しそうな笑顔、ネパールのブ

ースでは、日本対ネパールのチェスをや

っている。 

ほかにイタリア、ウクライナ、スリランカ、中国、アルゼ

ンチン、フィリピン、ベトナム、タイ、韓国の国々の人々と

楽しそうに交流している姿、今年は子連れの若い家族

が大勢来ていたように思えたのは嬉しいことである。 

初めて来たというエクアドルの父娘やニュージーラン

ドの青年は、来年は自分たちもやりたいと言ってくれて、

嬉しかった。ソーラン節とテーマソングで「始まり」と「終

わり」を飾り、意義ある一日を終えることができ、ホッと一

息・・・。                         （福島） 

＜JICA＞ 
♫今回の「JICA 展示」では、世界の学校をテーマにご

覧いただきました。外国の学校の制服や教科書、児童

たちの将来の夢などについて展示を行いました。 

また講演会では、青年海外

協力隊でボリビアに栄養士とし

て派遣された石原杏奈氏をお

招きし、石原氏の活動紹介をし

ていただきました。どちらもたく 

さんの来場者があり、JICA 事業や国際協力について

知っていただく大変良い機会となりました。今後もフェス

ティバルを通じて各機関との連携を続けていきたいです。 

＜テーマソング「つながろう！世界とここから」＞ 

♫以前より、今年のフェスティバルはより八王子らしさを

出したいと思っていました。そこでテーマソングを作ろう

と委員会で提案し、「イッツ ア スモール ワールド」の 

曲にオリジナルの詩を載

せて、「世界とここから」を

委員会で作りました。フェ

スティバル当日は、ステージ 

や会場内で何回もこの曲を聴くことができ、「会場の一

体感」が感じられとても嬉しかったです。    （依田） 

＜フェアトレードカフェ MARCHE＞ 
♫フェアトレードカフェ MARCHE は、フェアトレード商

品の販売、ドリンク販売、朗読劇の上映、展示などを行

いました。ドリンクを飲みながら休憩所としてご利用され

るお客様が多く、特にルワンダ産のコーヒー豆を使用し

たコーヒーはとても好評で、売り切れる程でした。フェア

トレード商品に興味を持って実際に手に取って見てい

ただくお客様もあり、大変うれしい限りでした。また、お

客様と接する機会も多く、フェアトレードのことをたくさん

の方々に知っていただくことができ、微力ながらも発展

途上国の生産者と日本の消費者を結ぶ役割を果たすこ

とができたと感じています。             （大宮） 

＜団体紹介＞ 

♫今年は昨年より２団体多い９団体の参加だった。協会

の団体会員以外の一般参加は、八王子高校、聖パウロ

学園高校の２校で、制服姿で楽しそうに動いている元気

な高校生の様子が、会場内の雰囲気を活気あるものに

していた。各団体それぞれ工夫をこらしてブースを作り、

資料などを見せながら訪れた市民に日頃の自分たちの

活動を紹介していた。また同時に、参加団体間でもお

互いの交流ができたようでよかったと思う。    （藤原） 

＜世界の子どもの遊び＞ 
♫世界の子どもの遊びは第２セミナー

室で行われ、家族連れなどで終始賑

わいました。折紙や、お手玉作り講習

会など。お手玉遊びを夢中で覚える子 

供達の姿が印象的でした。また中国とフィリピンの『けま

り』はルールと作り方が微妙に違いましたが、アジアの

遊びとして広がったことがわかりました。最も古いフィリ

ピンの戦術的なゲームのソンカは、１６個の穴に８８個

の貝や豆等を時計回りに落とし、全部のピースが穴に

入れば終わる楽しいゲームです。        （澤田） 

＜映画上映とトーク＞ 
♫『マス・エンダン』という映画を上映しました。『マス・エン

ダン』は、２００７年８月宮崎県日向市沖で溺れていた中

学生２人を助けようとして海に飛び込み命を落としたイン

ドネシア人エンダンさんのドキュメンタリー映画です。 

フェスティバル当日には、この映画の製作者である井

上実由紀さんのトークもしていただきました。映画の最後

には、上映会場のいたるところですすり泣いている声が

聞こえました。                     （檜原） 
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留学生八王子ふるさとプログラム 

BBQ 大会の報告 

BBQ 大会の報告 

 

 

 

ダーリンも外国人 

『多文化共生社会で求められる市民の力』 
春原憲一郎氏講演を聴講して          北原 勲 

 春原憲一郎氏の青年時代において、いろいろな場所

での経験から生まれる自信と自由な発想に大いに共感

を持った。 

 教育者としての私が彼に教わる機会があったとしたら

大きな影響を受けていただろうと思う。現在の閉塞感に

満ちた教育界に必要な活力を感じたし、中国や韓国の

躍進する東アジアにおいて日本語の置かれている立場

を憂慮していた。 

 国連は移民を『十二ヵ月以上国を離れ外国に住む者』

と定義している。ＥＵの様に国家間の敷居が低くなるの

は国際社会の向かう目標であろう。国家間で移動の自

由度が大きくなる時、我国は言葉の障壁問題を何とかし

なければならない。    

 しかし、私の中で日本語文化を韓国、中国、東南アジ

アの言語文化に較べると、語彙の複雑さから来る思考

の豊かさは大いに自己満足できる部分であり、日本語

の大好きな部分である。 

 「吃
きつ

逆
ぎゃく

」「含嗽
がんそう

」といった医学用語のように日本人すら

疎外する語彙があるが、聖路加国際病院の日野原名誉

院長がこれを「しゃくり」「うがい」とわかりやすい言葉に、

患者には「がらがらっぺ」と言い換えるようすすめている。

日本人は柔軟性を持ち合わせており、時間は多少かか

るが改善されるであろう。しかし日本語の壁が外国の

人々を疎外している現実を何とか改善する事は目前の

問題であるということを春原憲一郎先生は私に気付か

せてくれた。  

 

 

 

 

１０月１７日（日）、秋らしい天

候の中、“高尾の森わくわくヴィ

レッジ”で「留学生八王子ふるさ

とプログラム」のバーベキュー大

会を開きました。１０か国（中国、

韓国、台湾、タイ、マレーシア、

スリランカ、ブルガリア、シンガ

ポール、アルゼンチン、インドネ

シア）からの留学生と、八王子

在住のファミリー、約６５人の参

加希望があり、和やかで、大変

楽しいひと時を過ごしました。 

（例年のことながら、当日になって、留学生の体調や

寝坊の理由で数人のキャンセルがあり、ハラハラする

場面もありましたが・・・。） 

 施設のスタッフの指導の

もとに、鉈を使ってのまき

割りから始まり、かまどで

火をおこし、協力しあって

のバーベキューでした。 

 普段は、それぞれの留学生とファミリーが、自由に交

流を楽しんでいますが、この日は一斉に集まり、食事を

楽しみ、情報交換をし、ゲームに興じ、交流の輪を広げ

る、賑やかな１日となりました。じゃんけんゲームやハン

カチ落とし・・など日本では定番のゲームも、留学生に

は物珍しく、興味深く参加して、楽しんでくれました。 

お孫さんを連れて３

世代で参加してくださ

ったファミリーもいて、

世代を超えて留学生

とふれあう様子に、誰 

もが温かい気持ちになりました。 

短いひと時ではありましたけれど、この出会いを通し

て、留学生に少しでも日本のこと八王子のことを「第２の

ふるさと」に思ってもらえたら、嬉しく思います。 

次回は、１２月１２日（日）にウィンターパーティーを予

定しています。多くの留学生、ファミリーが再び集まり、

さらに輪をひろげてもらえることを願っています。 

  （留学生八王子ふるさとプログラム委員 林田房子） 

 

‐平成２２年度委員長会議を開催‐ 
１０月１２日（火）、平成２２年度委員長会議を開催しま

した。冒頭、岡添理事長より、今後、協会組織の充実、

協会の認知度アップ、財政基盤の充実などを図ってい

きたいとの挨拶があり、その後各委員長より、上半期の

事業報告と下期の予定について報告がありました。 

現在八王子国際協会には、「世界の人とふれあいタ

イム」、「留学生八王子ふるさとプログラム」、「国際交流

フェスティバル」、「国際理解教育」、「語学シリーズ」、

「研修・講演会」、「外国人のための専門家相談会」など

において、活発な活動が展開されています。 

 
 
‐通訳ボランティア研修を開催‐ 
１０月３１日（日）の、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を前に、１０月１６日（土）の１０

時、通訳のための研修を行いました。今回の通訳言語

は、英語、中国語、スペイン語とタガログ語の４言語で、

シミュレーションを兼ねた研修に、会場となった交流室

は通訳ボランティアの方々による熱気に包まれました。

出席者は、日本の教育や受験のシステム、日本の教育

に関する専門用語（例：三者面談、内申など）について

の説明を聞いて、熱心にメモを取っていました。 

日本語ボランティア講演会 
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サポートデスク相談 

８月 相談件数２９件 
 (日本語支援、学習支援、健康保険、住宅、

生活保護、医療通訳、等) 
相談人数２９人 

 (中国、韓国、フィリピン、日本、ペルー、 
タイ、ブラジル、スリランカ、オーストリ
ア) 

９月  相談件数２３件 
(日本語支援、学習支援、健康保険、生活保
護、医療通訳、 等) 

相談者数３０人 
 (日本、中国、韓国、フィリピン、アメリカ) 
行政書士による外国人個別相談 
８月 相談件数 ３件(二重ビザ、家族ビザ、就労ビ

ザ) 
     相談者数 ３人(香港、中国、ネパール) 
９月 相談件数 ３件(永住ビザ・呼び寄せ、国際離

婚) 
  相談者数 ３人(中国、日本) 

 

理事会での決定事項をご連絡 

９月の理事会で審議決定した事項をご報告いたします。 

○既に設置を決定した「広報」「医療ボランティア調査研

究」｢留学生等支援｣｢規約見直し｣の 4つのプロジェクト

委員会において、目標時期の設定を含む計画表等を

作成し、進めていくこととした。                 

○来年度の八王子市からの補助金・受託料については、

市の財政状況に照らして、市と協会で協議をしていくと

の報告があった。 

○１０月１２日に委員長会議を開催すること。１０月３日の

国際交流フェスティバルと、１０月１７日の留学生八王

子ふるさとプログラムの「留学生とファミリーのバーベキ

ュー大会」の準備状況の報告があった。 

○１１月１３日に開催する留学生のための就職支援セミ

ナーにおいて、大学コンソシアム八王子が後援から共

催にかわること。八王子市主催による１１月２４日の「八

王子めぐり」で留学生の参加を得て、八王子市の有力

企業の見学を行うことになったとの報告があった。 

 

 

 

    
 

 

 あったかホール祭りに国際交流ブースを出展 
 １１月７日（日） 10:00～15:00  

於：あったかホール 
 研修・講演会 
「隣人は外国人」ともに住みよい町づくり 
講師：青木智弘氏（多文化共生センター東京） 
１１月７日（日） 14:00～16:00 

 於：学園都市センター 第５セミナー室 
 留学生就職支援セミナー 

 １１月１３日（土） 10:00～16:00 
 於：学園都市センター 第５セミナー室 

 外国人のための個別相談 
 １１月１３日（土） 14:00～17:00 

 大学コンソーシアム八王子 日本語スピーチ大会 
 １１月２８日（日） 14:00  
     於：学園都市センター イベントホール 

 留学生八王子ふるさとプログラム 
 ウインター・パーティ   於：クレア 
 １２月１２日（日） 13:00～15:00 

 初めてのフランス語、ステップアップ中国語講座 
 ９月３０日～１２月１６日 

 毎週木曜日 13:00～14:50 初めてのフランス語 

          15:00～16:50 ステップアップ中国語 

 外国人の児童生徒の学習支援ボランティア講座 
    １０月９日～１２月１１日  

 土曜日 13:30～15:30 全６回 

 クリエイトホール第５学習室ほか 

 「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 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜外国人のためのリレー専門家相談会＞ 
 ・１１月６日（土）  南千住観前ふれあい館 
   ・１１月１３日（土） なかの ZERO西館 
 ・１１月２８日（日） 調布市文化会館たづくり 

 ・１２月１１日（土） 西東京市南町スポーツ・文化
交流センター「きらっと」 

◉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/ 

 

   日中友好語学学習会 Tel：０４２-６４３-１４５１ 

◉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 

 

今後の活動予定 

 

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

