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国際交流フェスティバル２００８ 

 

９月２８日(日)１０時～４時まで、『国際交流フェスティ

バル２００８』を八王子スクエアビル１１・１２F で開催しま

した。今年も約９００人の方が来場、国際交流に対する

市民の関心の高さが感じられました。 

 『見よう！話そう！学ぼう！』をテーマに、開かれた国

際交流フェスティバルを目指しました。ステージパフォ

ーマンスや異文化交流スペース、JICA 地球ひろば体

験コーナー、写真展、ミニ講演会、お茶席、世界の織物

展、民族衣装試着、ペットボトルのオブジェそしてスタン

プラリーと、たくさんの催しを企画、盛況のうちに終わり

ました。 

 開催にあたり、黒須市長は国際都市八王子として『お

もてなし』の心の大切さを話されました。JICA の堀内さ

んは国際協力への理解と参加を呼びかけられ、「国際

協力を日本の文化に」とのお話をされました。 

 １１F ギャラリーでは、

『教育と保健』という視点

で『世界の子どもたち』

の現状を取り上げ、写

真・ビデオ・講演・ワーク

ショップ・ゲームなどで、

≪見て・聞いて・体験し 

て・学び・考える≫機会を設定しました。JICA 地球ひろ

ば体験コーナーで『クイズ BOX』をしていたご家族は、

「子どもには少し難しかったですが、家族みんなで楽し

めました」と、話していました。 

 また１２F ホール前には、サレジオ工業高等専門学校の

学生による『国際交流フェスティバル２００８』のポスターが

並び、ホワイエでは『おいしく食べて国際支援』をと、発展

途上国の生産物を使ったコーヒーやケーキを試食販売。 

 

 

フェアトレード・児童労働についても提言されました。異

文化交流スペースには、多くの方が立ち寄られ、熱心

に質問する姿も見られ、いくつも話の輪ができていまし

た。 

 ステージパフォーマンスが始まると、会場はもうその国

を訪れたような雰囲気になり、いろいろな国の文化を楽

しみました。日本生まれ日本育ち世代も活躍し、新しい

時代を感じさせられました。見ていた留学生は「（パフォ

ーマンスが）かっこいいので、いっしょにやってみたくな

った」そうです。 

 異文化交流スペー

スのブースで自国の

紹介をしていたタイ、

ウクライナ、中国、イス

ラエルなどの各国の 

人たちは、参加者や 

来場者と交流できたことをとても喜んでいました。 

 壁に貼られたオブジェは、ペットボトルの蓋で作ったも

のです。ひとつずつ丁寧に張り付けられ、メッセージも

添えられました。準備段階から集めたペットボトルの蓋

は、６，７１３個も集まりました。これは８本のワクチンとな

り、子どもたちを守ることができるそうです。ECO
エ コ

も国際

協力も一人ひとりによる少しの努力で、地球環境を、世

界を、変えていくことでしょう。 
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バンブー・ダンス 

ペットボトルのキャップで 
     作ったオブジェ 

  ソーラン節 

  琴の演奏 
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外国人用のテント 

  

 ８月１７日（日）に実施したふれあいタイムは、現在東

京農工大学工学部の留学生のベルグシュタイン氏の話。

わずか３年の滞日とは思えない流暢な日本語でした。  

         イスラエルの実情 

国土 2 万 2 千㎢  北海道の半分以下の大きさ 

人口 約７００万人  ８０％がユダヤ人 

言語 ヘブライ語、アラビア語、英語 

通貨 シェケル （１００円≒３１シェケル） 

宗教 ユダヤ教   イスラム教徒もいる 

兵役 １８歳で男子３年、 女子２年 

産業 ハイテク産業、ダイヤモンドの研磨など 

 話題は、ヘブライ語やイスラエルの歴史、キブツ、イス

ラエルの食べ物や祝祭日など。ヘブライ語が公用語とし

て甦った経緯や、１９世紀に起きたユダヤ人国家建設の

「シオニズム運動」、そしてその影響によって始まったヨ

ーロッパ・ロシアなどからのユダヤ人の移住の歴史、イス

ラエル独特のコミュニティであるキブツについてなど、盛

りだくさんの内容でした。特に印象的だったのは、イスラ

エルの祝日と食べ物についてです。モーゼがエジプトよ

り帰還した日を祝う過越し祭（ぺサハ）では、国をあげて

盛大に祝うこと、シャバットと呼ぶ土曜日はユダヤ人の 

安息日で労働

は原則禁止で

あること、食事

では豚肉と鱗の

あるシーフード

の摂取や肉と

乳製品の食べ

合わせが禁止 

されていることなど、食べ物の制約がない私たち日本人

には興味深くかつ貴重なお話でした。 

 講演が終わったあと、ベルクシュタイン氏を囲んで活

発な質疑応答があり、予定時間を超えて終了しました。 

 イスラエルといえば、私たち日本人は、ユダヤ人をナ

チスの迫害から救った杉原千畝氏やパレスチナ紛争の

ことがまず頭に浮かびます。苦難の歴史を乗り越えて、

発展するイスラエルの姿をわかりやすく話していただい

た今回の講演は、４０名余りの参加者を迎え大好評でし

た。 

 次回は１０月１９日のフランスの話を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災訓練が実施されました 

 

 ９月２８日(日)、今にも雨が降りそうな曇天のもと、恒例

の防災訓練が拓殖大学国際学部棟前広場で行われま

した。 

 当日は、３０以上の機関や地元の人々など約１，２００

人が参加した大規模な防災訓練となりました。八王子市

に居住する外国人２３人と、八王子市の語学ボランティ

ア８人（英、独、中、韓、スペイン語）も参加しました。 

 阪神・淡路大震災や新潟中越地震、新潟中越沖地震

では、多くの尊い命が奪われ、外国人の方も多く犠牲に

なりました。八王子市では、災害時における外国人を支

援する意味から、不意の災害に備えて、外国人の方々

にも体験型訓練に参加していただき、災害予防の大切

さを理解してもらい、普段の生活に役立てて欲しいとの

願いから、毎年参加していだいています。 

 防災訓練は午前９時に開始され、外国人の方々にも

起震車による地震体験、煙体験、初期消火訓練、応急

救護訓練などに参加していただきました。上空には数

機の防災ヘリコプターが舞い、消防隊員が校舎の屋上

からロープを使って避難する訓練などがあり、臨場感と

緊張感のある防災訓練でした。 

最後に、黒須市長の講評をいただいて防災訓練は

終了しました。 

               

 

 

                   

                    

  

  

 

 

 

 

 

 地震体験 

満席の会場で熱心に話に聞き入る 
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実行委員会活動説明会を終えて 
 

会員の皆様は『実行委員会』とは何か、そしてどのよう

な活動を行っているのか、ご存知でしょうか？また「その

内容を少しは知っているけれど、なんだか敷居が高くて、

自分が参加するなんて、とてもとても（無理）・・・」とは思

っていらっしゃいませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会の主催事業として企画・運営、会員の皆様によ

って活動しているのが、『実行委員会』です。９月３０日、

実行委員長会議を開催、その後実行委員長から活動

の様子を具体的に聞いて頂き、興味をもった実行委員

会で活動して頂きたいと、説 

明会を開催しました。 

説明会の内容を少しでも

わかりやすいものにしようと、 

各実行委員長が事前に資

料を作成して下さいました。 

参加された方々は、資料の多さに驚かれたことでしょう。

各実行委員長の話は、簡潔にまとめられており、時間

が十分とは言えなかったものの、その端々に各実行委

員会における活動に誇りと熱意が感じられました。また

参加して下さった方々も、一生懸命耳を傾けて下さり、

自分の興味のある活動について質問もされるなど、活

動している側とこれから活動しようとする側双方にとって、

互いの顔が見える良い機会となりました。 

現在、多くの実行委員会では、実行委員として活動

に参加して下さる方を募集しております。実行委員を増 

 

 

やし、新しいアイデアを取り入れ、活動を拡大していく

予定です。単発のお手伝いは、様子を見る良い機会で

す。お気軽にご参加ください。 

説明会は今後も折を見て開催いたします。また説明

会に参加できなくても、協会にお越し下さればいつでも

説明いたします。雨にもかかわらず足を運んで下さった

会員の皆様、ありがとうございました。 

 

理事会での決定事項をご連絡 

理事会で審議し決定した事項をご報告いたします。 

 八王子国際協会の団体会員の加入条件を決定 

                    （８月） 

団体会員の加入条件 

１．団体の所属会員が１０名以上であること。 

２． 当協会の目的に沿った活動内容をもっている団

体であること。 

３． 会員の半数以上が市内在住であること。ただし、

構成員が学生のみの団体の会員は、市内の大学

等学校の在籍者も可とする。 

４．非営利団体であること。 

５． 団体の会則、会員名簿等必要な書類を提出す

ること。 

６．理事会の理事出席者の３分の２以上の承認を

得ること。 

 会員からの協会への意見・要望等のご照会 （８月） 

    （９月２日にご案内） 

 行政書士による講演会と外国人個別相談会の実施

 （１０月２日にご案内）             （９月） 

 語学・防災ボランティアの募集          （９月） 

  （１０月７日に語学ボランティア募集ご案内） 

 会員名簿の作成のご案内            （９月） 

  （１０月１０日にご案内） 

 実行委員長会議・実行委員の増員（左記参照） 

  （９月） 

  

 

 

 

 

 

 

実行委員会 

 留学生八王子ふるさとプログラム  
      実行委員長：塚本回子 
 国際交流フェスティバル      
      実行委員長：福島恵美子 
 世界の人とふれあいタイム     
      実行委員長：平澤徳久 
 国際理解教育           
      実行委員長：北田玲子 
 日本文化紹介           
      実行委員長：未定 
 研修会・講演会          
      実行委員長：齊藤広子 
 語学シリーズ           
      実行委員長：清水久美子 
 外国人のためのリレー専門家相談会 
      実行委員長：高橋伸明 
 外国人市民会議          
 
 サポートデスク          

八
王
子
国
際
協
会 

主
催
事
業 

募 集 中 

 実行委員 

  （各実行委員会） 

 語学ボランティア 

実
行
委
員
会
の
説
明 
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 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 

 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 

 １０月１９日(日)   BBQ交流会  

 場所：高尾の森 わくわくビレッジ  

 

 

 世界の料理 イスラエル編 

日時：１１月１日（土） １１：００～１５：００ 

場所：クリエイトホール 調理室 

 語学シリーズ スペイン語講座 

１１月毎週木曜日 １３：３０～１５：３０  

             最終学習日 １２月１１日 

 専門家による外国人個別相談会 

   日時：１１月８日（土） １４：００～１７：００ 

  場所：国際交流コーナー 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

日時：１１月２２日（土） １３：３０～１５：３０ 

場所：クリエイトホール 図書館２階 

 講演会 多文化共生を考える 

    「多文化共生の中で育まれる人々の優しさ」 

 講師：石井ナナエ氏  

   NPO法人ふじみの国際交流センター理事長 

 日時：１１月２３日（日） １３：３０～１５：３０ 

   場所：八王子スクエア１２F 第５セミナー室 

 入場無料 

 留学生八王子ふるさとプログラム 

ウインターパーテイー 

日時：１２月１４日（日）  

場所：スカイラウンジ クレア 

 世界の人とふれあいタイム 

マレーシアの話 

日時：１２月１４日（日） １３：３０～１５：３０ 

場所：国際交流コーナー 

     

  

サポートデスク実績報告 
７月 相談件数３４件 

   （日本語学習･通訳翻訳･労働関係他） 

相談者数 38 人 

（日本･中国･韓国･フィリピン･タイ･コロン 
  ビア･台湾･カナダ･インドネシア） 

８月 相談件数３９件 

   （日本語学習･通訳翻訳･交通事故他） 

相談者数４１人 

（日本･中国･韓国･フィリピン･タイ･台湾･ド
イツ･ペルー･ネパール･スペイン･ロシア･ミ
ャンマー･アルバニア･イラン） 

９月 相談件数３７件 

   （日本語学習･通訳翻訳･生活支援･離婚他） 

相談者数４０人（日本･中国･韓国･フィリピン･
タイ･フランス･台湾･ペルー･ネパール･スリ
ランカ･ロシア･ミャンマー･マレーシア･コロ
ンビア･アメリカ） 

◎高﨑鉄也行政書士による講演 14:00～15:30 
  演題：日本に住む外国人の基礎知識と問題点に 
    ついて 
  日時： 
  場所：八王子スクエアビル 12F 第５セミナー室 
  外国人相談会 15:30～17:00 
◎専門家による外国人個別相談会 
  １１月より毎月第２土曜日 14:00～17:00 
  場所：八王子スクエアビル 11F  
               国際交流コーナー 

サポートデスクだより 

地球市民プラザ八王子だより 第２号  
  （主な内容） 

２００８年１０月２５日発行 

国際交流フェスティバル     ……… Ｐ．１ 

世界の人とふれあいタイム    ……… Ｐ．２ 

防災訓練            ……… Ｐ．２ 

実行委員会の活動説明会     ……… Ｐ．３ 

活動報告、予定         ………   Ｐ．４ 

サポートデスクだより      ………   Ｐ．４ 

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 

今後の活動予定 

これまでの活動報告 

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 9-2八王子スクエアビル 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 

 ※ 活動についての詳細は 

協会までおたずねください。 

編 集 後 記 
  
国際協会が発足して３ヶ月、会員は１０３人となりました。 

八王子スクエアビルの１１階の片隅、事務所の窓外には拓け

るように八王子の街が見えます。天高い秋空の下、「多文化共

生のやさしい風よ、吹け」と、思わず息を吹きかけてしまいまし

た。                               編集部 

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

