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５月２９日（日）午後１時３０分、学園都市センター１２階

第１セミナー室において、平成２３年度八王子国際協会

総会を開催しました。 

「平成２２年度事業報告及び収支決算」、「平成２３年

度事業計画案及び収支予算案」、「規約の改正」、「年

会費に関する規程、年会費の改定」、「役員選任に関

する規程」、「役員候補者推薦委員会委員の選任」につ

いて議案の説明がなされ、それぞれ承認されました。平

成２３年度の事業計画及び収支予算の概要は、次のと

おりです。 

 

○平成２３年度事業計画及び収支予算 

平成２３年度事業計画 

平成２３年度は設立４年目を迎え、さらなる基盤強化

を図るとともに、協会の事業の３本柱である『生活・コミュ

ニケーション支援事業』『国際交流事業』及び『国際理解

事業』を充実させてまいります。 

 

『生活・コミュニケーション支援事業』の「在住外国人

サポートデスク｣では、これまでどおり月１回の｢行政書士

による外国人個別相談｣を実施するとともに、語学ボラン

ティアの通訳の協力を得て、外国人の相談支援体制を

強化してまいります。 

 就職状況が厳しい中、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、国の専門機関である東京

外国人雇用サービスセンターや八王子の企業、関係機

関の協力を得て、今年も｢留学生のための就職支援セミ

ナー｣及び｢八王子の企業めぐり｣を実施します。 

｢留学生等支援のためのプロジェクト委員会｣は、昨年

度ソーシャル･ネットワーキング･サービス(SNS)を構築し、

運用を開始しましたが、本年度は、これを活用して留学

生へ就職や奨学金、防災など留学生が必要とする情報

をタイムリーに提供していきます。 

｢日本語ボランティア養成講座｣は、｢入門講座｣と｢子

ども日本語支援ボランティア講座｣を実施します。「子ども

日本語支援ボランティア講座」は文化庁の助成を得て実

施します。 

外国につながる児童･生徒等のための｢北野学習支援 

 

教室｣では、多くのボランティアの参加を得て学習を支援 

するとともに、同児童･生徒等の居場所となるよう更に努

めてまいります。本年度も、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。また同生徒にと

って高校受験は厳しいハードルであることから｢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｣を教育

委員会や関係機関の協力を得て昨年度に続き実施する

など、八王子市における同児童･生徒等の教育環境に

ついてより一層の改善に取り組みます。 

また、昨年度｢医療ボランティア調査研究プロジェクト

委員会｣において、八王子市医師会を通じて多言語医

療問診票を病院等へ配布するとともに、モデルとなる病

院と協議し、医療通訳ボランティアの派遣について制度

化を図りました。本年度は、実行型の委員会へ移行しま

す。医療通訳研修会もステップアップした講座を実施し

て、提携病院へ医療通訳ボランティアの派遣を行い、外

国人が安心して医療が受けられるよう支援してまいりま

す。 

大学コンソーシアム八王子で作成した八王子地域２３

大学等で勉学する｢留学生のための生活ハンドブック｣

の英語版、中国語版の作成の依頼を受託します。同コ

ンソーシアムに協力して作成を行い、新入学の留学生

等に提供します。 

３月１１日に発生した東日本大震災の経験から｢防災･

災害対応プロジェクト委員会｣を設置し、外国人市民の

防災や災害時の具体的な対応策を八王子市と協働で

検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『国際交流事業』の、｢国際交流フェスティバル｣では、

東日本大地震で被災された方々へのお見舞いと被災地

の復興を願いながら、テーマを八王子発「とどけ！日本

の元気 ～世界に広がる愛と KIZUNA～」とし、多くの会

員や外国人市民の方々に企画･実施に加わってもらい、

市や関係機関とも協働して進めてまいります。 

八王子国際協会 第１８号 ２０１１年 ６月３０日 

 

平成 23年度総会を開催 
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平成２１年度から実施している｢地域の国際交流事業｣へ

の取り組みは、今年も八王子市や地元の町会･自治会と

連携し、地域の外国人市民と一般市民との交流を促進

していきます。 

 

『国際理解事業』の｢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、本年

度も受講者の希望によりステップアップ･コースを設ける

など、６コース、４～５言語を実施してまいります。 

｢国際理解教育｣は、学校からの依頼が激減したことな

どから、委員会を廃止することになりましたが、幅広い観

点から取り組みを見直し、事業の再構築を検討していき

ます。 

八王子地域の学生が国際理解･国際交流･多文化共

生社会の理解を深めるとともに当協会等の活動にも積

極的に参加することを目的として、新たに｢日本人学生

による外国語弁論大会｣を創設し、大学、短大、高等専

門学校等関係機関の協力を得て、実施してまいります。 

 

『広報事業』は、協会活動への理解と認知度アップを目

的に、昨年発足した｢広報プロジェクト委員会｣で、外国

人コミュニティや町会･自治会との連携、会員や市民にタ

イムリーに情報を提供できるようホームページの充実、会

報の発行、テレビやラジオ、新聞･ミニコミ紙等への広報

活動等新たに多くの行動項目を策定しました。本年度は

委員会へ移行し、その具体策を実行してまいります。 

 『八王子市からの受託事業』として、上記の「在住外国

人サポートデスク」、弁護士、行政書士、社会保険労務

士等の専門家による｢外国人のための無料専門家相談

会｣を実施します。また、八王子市では、今後増えていく

と思われる外国人市民を地域の一員としてとらえ、「国際

化推進プラン(仮称）」を策定しますが、その基礎資料と

なる｢外国人の実態を把握するためのアンケート調査｣を

新たに受託、実施いたします。 

本年度の各種の事業を実施していくにあたり、会員の

方々が協会活動に積極的に参加できるような体制を構

築してまいります。協会活動の中心的な存在である委員

会活動が、より活発に展開していくよう委員長会議の充

実を図ります。また、多くの会員の意見を吸収していくた

めに、個人会員との対話集会を開催するとともに、団体

会員との連携を強化するために、団体ネットワーク会議

の頻度を増やし、開催していきます。 

 

＜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 

医療ボランティア 提携病院等への医療通訳ボランテ
ィアの派遣。同ボランティアの研
修･勉強会実施。 

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のための就職
支援セミナーと八王子の企業めぐ
りを実施。 

SNS を利用した
留学生等支援の
ためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

SNS を利用して留学生に有用な情
報を提供。 

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 

 

外国につながる児童・生徒等の学
習支援の体制確立に向けて検討
する。北野学習室で、同児童・生
徒のための学習支援を実施。 

留学生のための
生活ハンドブック 

留学生のための生活･法律、緊急
災害時の対応の仕方などを紹介し
た生活ハンドブックを英語･中国語
で作成。 

防災・災害対応 外国人市民の防災や災害時の対
応について検討。 

 

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２月に交流会を開催 

国際交流フェス
ティバル 

１０月２日開催。イベントや講演な
どを通じ日本や外国の文化等を知
ってもらい、交流する機会を提供。 

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
住民との交流を促進するため、祭り
にブースを設け、国際交流を実施 

 

３．国際理解事業 

国際理解教育 学校での国際理解教育のみなら
ず幅広い範囲での取り組み検討 

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 

日本人学生によ
る外国語弁論大
会 

国際理解、国際交流や多文化共
生社会についての理解を深めるこ
とを目的に、大学･短大･高等専門
学校の学生による外国語弁論大会
を実施 

 

４．広報事業 

広報 協会の認知度アップのため、外国
人コミュニティや町会･自治会との
連携のほか、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
無料専門家 

相談会 

都内１８ヶ所で行う通訳付きの専門
家による相談会 

平成２４年２月１９日実施 

国際化推進プラ
ンに伴う外国人
実態アンケート 

地域の国際化を図る｢国際化推進
プラン策定｣のために外国人市民
の実態のアンケート調査を実施 
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平成２３年度収支予算 
収入の部             (単位：円) 

会費収入 340,000 

事業収入 1,390,000 

補助金等収入 10,248,000 

雑収入 24,000 

繰入金 742,000 

収入計 12,744,000 

支出の部            (単位：円) 
事業費支出 6,759,000 

主催事業 4,196,000 
生活コミュニケーション事業 2,487,000 
国際交流事業 989,000 
国際理解事業 560,000 
広報事業 160,000 

八王子市からの受託事業 2,563,000 

管理費支出 5,935,000 

人件費 5,048,000 

管理事務費 887,000 

予備費 50,000 

支出計 12,744,000 
  

収支差額 0 
 

○規約の改正の件 

規約第４条（事業の種類）、第６条（入会）、第７条（会

費）、第１０条(除名)、第１１条（役員及び定数）、第１２条

（選任）、第１３条（職務）、第１５条（役員の解任）、第１８

条（総会の権能）、第１９条（総会の開催）、第２０条(総会

の招集)、第２１条（総会の議長）、第２２条（総会の定足

数）、第２３条(総会での議決権等)、第２４条（総会の議

決）、第２６条（理事会の権能）、第２８条（理事会の議長）、

第３０条(理事会の議決)、第３５条（事業計画及び収支予

算）、第３６条（暫定予算）、第３７条（事業報告及び収支

決算）、第３９条（規約の変更）、附則（附則の追加と新設）

の改正案について承認されました。 
 
○年会費に関する規程、年会費の改定の件 

 年会費に関する規程案と規約第７条（会費）の規定に

よる年会費は、平成２４年４月１日より次の額とすることが

承認されました。 

個人会員年会費改定額 

一 般 ２，０００円 学 生 １，０００円 

（現行） 

団体会員として登録してい
る団体に所属の会員は 

１，０００円 

（現行） 

団体会員(学生のみの団体)

の所属している学生は免除 

 

○役員選任に関する規程の件 

 役員選任に関する規定案について承認され、平成２３

年５月２９日から施行されることとなりました。 
 
○役員候補者推薦委員会委員の選任の件 

 推薦委員候補者が承認されました。 
 
なお、２つの動議「総会当日に入会した会員へ議決権

を与えること及び現行規約を平成２１年の規約に戻すこ

と」が提出されたが、反対多数により否決された。 

 
 

 

平成２３年６月１９日実施 

今回のゲストのムサさんは、ガーナから来日して約２５

年が経過しました。現在は奥さんと９カ月のお子さんと日

野市にお住まいで、生花市場で働いています。 

今回の講演では、歴史から始まり様々な分野で体験し

た事を話して頂きました。  

さてガーナは、金が大量に採

掘されて、イギリス領のゴール

ドコーストと呼ばれ、その後独

立し、現在はガーナ共和国と

なりました。また日本でもチョコ

レートが大変有名ですね。ガ

ーナの国旗の横縞の色は、上

から赤・黄・緑ですが、それぞ

れ独立のために流された血、 

金、アフリカの草原を意味しているそうです。なお、ムサ

さんは日本で永住権を取得し、自分の名前もムサ（夢作）

にしました。その頃はガーナに行っても「外国人」、日本

でも「外国人」として扱われ、大変辛い思いをしたそうで

す。しかし自分の考えを行動に変え、ガーナを捨てて日

本人になる事を決めました。 

奥さんからは、カクロ（Kakuro･バナナ料理のお昼ご飯）

について紹介がありました。 

ムサさんのコンセプトは趣味を持って働く事で、「行き

詰ったら裸になる」との事でした。親や兄弟愛が大切で、

アフリカでは老人ホームはないそうです。また親のため

に子供が犠牲になる事は当たり前との事です。 

ムサさんはアクセサリーを好み、花では勿忘草(わすれ

なぐさ)やハイビスカスが好きです。スポーツでは、合気

道を通して、働きながら学校へ行きビザを取得しました。

好きな言葉は「一期一会」との事でした。 

さて話は変わってガーナ初代大統

領で独立運動を指揮したエンクルマ

氏は、アフリカの独立運動の父といわ

れました。１９４９年に、彼は会議人民

党を結成、即時独立の要求を掲げ、

ストライキなど強硬な政策を打ち出し

ました。穏健派によって逮捕されまし

たが、１９５１年の選挙で会議人民党 

は第一党となり、釈放され、１９５７年にゴールドコーストは、

トーゴランドと共にガーナとしてイギリスより独立しました。

本当に独立して良かったのか？個人(玉子)が先か、組織

(壁)が先か議論が分かれますが、壁を乗り越えていかな

ければと言われていました。 

最後に①民族の問題②宗教の問題③資源(金、材木)

富の不平等について語っていただきました。 

アフリカと言えば、私は約１０年前、南アフリカに国際会

議で行きました。自然に圧倒されましたが、本当に思い

を一つにと当時から願ってやみません。  

報告者：生山龍哉 （世界の人とふれあいタイム委員） 

ムサ・ハムザさんと奥様 
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サポートデスク相談 

４月 相談件数３２件 
 (年金、保険、就学、翻訳、日本語学習、
その他) 

相談人数３２人 
 (日本、中国、フィリピン、アメリカ、 
ネパール、ペルー、インドネシア、その他) 

５月相談件数２６件 
(労働、子ども学習支援、就学、生活保護、
翻訳、医療通訳、その他) 

相談者数２６人 
 (パキスタン、中国、ネパール、日本、 

インド、ペルー、フィリピン、ベトナム、 
台湾、オーストラリア、その他) 

行政書士による外国人個別相談 
４月５月 相談件数０件 相談者数０人 

 

 

 

 ６月１４日（火）、各委員会の委員長が集まり、①平成２

３年度の各委員会の事業計画②会員の各委員会への

参加③委員会規程の改定④委員長会議の運営につい

て話し合いました。 

理事会での決定事項等をご連絡 

平成２３年４月、５月の理事会で審議決定及び報告した

事項をご連絡します。 

○各プロジェクト委員会の進捗状況について、報告があ

り、医療と広報は委員会へ移行することが承認された。 

                           （４月、５月） 

・｢医療ボランティア調査研究｣は、市内の産婦人科

医院と新しく提携。プロジェクト委員会を終了し、実

務型の委員会として発足し、活動を引き継ぐ。 

・｢広報｣は、プロジェクト委員会を終了し、「行動項目

の策定」を実行する委員会を発足させ、行動に移

す。 

・｢規約見直し｣は、規約改正案、年会費に関する規

程案、年会費の改定案、役員選任に関する規程案

について検討を行い、成案をとりまとめた。 

○平成２３年度総会議案について、平成２２年度事業報

告及び収支決算、平成２３年度事業計画及び収支予

算案、規約改正案、年会費に関する規程案、年会費

の改定案、役員選任に関する規程案、役員候補者推

薦委員会委員の選任案について、説明と検討がなさ

れ、同議案を総会で諮ることとした。    （４月、５月） 

○団体ネットワーク会議の実施、委員長会議の開催の

予定について報告された。             （４月） 

○新規に「防災・災害対応プロジェクト委員会」を設置。

災害発生や第３期外国人市民会議の提言に基づいて

外国人市民に対する防災・災害対応について検討す

ることとなった。                    （５月） 

                    

 

 
    

 

 

 行政書士による外国人個別相談 

 ７月 ９日（土）  15:00～17:00 

 ８月２０日（土） 14:00～17:00 

 小比企町１丁目町会夏祭り参加 

 外国人市民と地域住民との交流のための 

「国際交流コーナー」設置 

７月２３日(土) 17:00～20:00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜医療相談＞ 
[なんでも相談室] 
（初回無料、２回目以降１回2,100円/30分・要予約） 
社会福祉士、精神保健福祉士が医療や介護の問題等に
対応。引きこもりに関する専門相談は初回より有料です。 

[多文化精神科外来]（毎週月曜日・要予約） 
精神科医師による多言語精神科外来診療で、英語・
フランス語・中国語に対応可能です。 

※中国語はすべての診療科で通訳可。 
問合わせ：医療法人社団ＫＮＩ 北原ライフサポートクリニック 
      JR八王子駅南口サザンスカイタワー八王子１階 

Tel：０４２‐６５５‐６６６５ 
 

＜外国人のための無料専門家相談会＞ 

・７月９日（土） 13:00～15：30  

立川市女性総合センター(アイム)５階 

＜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むさしの＞ 

  ７月１０日（日） 13：00～16：30 武蔵境スイング１０階 

◉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） 
 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 

 アクティブ・イングリッシュ      毎週木曜日 

  アジア青年会 Tel：０９０-６１６４-２８６４ 

委員長会議を開催 

 

サポートデスクだより 

今後の活動予定 （平成２３年７月～８月） 

 

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 

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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