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理事長に再選されました！！ 

理事長 岡添 健介 

去る５月 27 日に開催された総

会後の理事会で理事長に再選され

ましたので、この場を借りて、会員

の皆様にひと言ご挨拶申し上げま

す。 

私は一昨年理事長に就任し、１期

２年を務めさせていただきました。 

この間、会員の皆様には多大なるご支援とご協力

をいただきましたことに改めて感謝申し上げるとと

もに、至らなかった点が多々あり、皆様の期待に十

分応えられなかったことを反省しております。 

この２年間を振り返り、当協会の課題と今後に向

けての抱負を述べたいと思います。 
 

当協会の事業の柱である｢外国人支援（生活等支

援）｣、｢国際交流｣、｢国際理解｣とはいったい何であ

るか、そして、これらを通じて｢多文化共生社会｣に

どのように繋げていくのかを、もっともっと掘り下

げて議論すべきであり、会員の皆様が正しい認識を

共有する余地がまだまだあると感じています。 

その上で、いま当協会がやるべきことは何かをじ

っくり見直すことも必要ではないかと思っています。 

 また、設立５年目を迎えるにあたり、これまでの

活動実績を踏まえ、当協会の今後のあり方を模索す

る時機ではないかと考えています。組織形態はどう

あるべきか、自主財源をいかに確保するかなど課題

はいろいろありますが、中長期的視野に立って検討

してみたいと考えています。 

 

現在の会員数は 320 名であり、半数以上が一般個

人会員の方々です。 

会員数の増強と一般個人会員の方々の協会活動へ

の一層の参加が当面の課題のひとつであると認識し

ています。 

そして、当面の最大の課題は、昨年の総会でも申

し上げた、民主的な運営であります。 

 当協会は、会員の皆様がそれぞれの思いで参加さ

れている任意のボランティア団体であり、多数の合

意形成の上で自主的に運営されるべきであります。 

進め方や考え方において意見の相違があるのは当

然ですが、できるだけ話合いを行ない、コミュニケ

ーションを深めて理解し合い、みんなで解決してい

く前向きな努力が必要であると思います。 

みんなで決めたことはきちんと守る姿勢を持って、

協会の目的を会員の全員参加により実現するために

も、少数意見も尊重しながら民主的な運営を心がけ

なければならないと強く感じている次第であります。 
 

先日の総会で新体制が発足しました。 

引き続き、会員の皆様のご支援とご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

 

 

 

 

５月 27 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 24 年度八王子

国際協会総会を開催しました。 

｢平成 23 年度事業報告及び収支決算｣、｢平成 24

年度事業計画案及び収支予算案｣、｢規約の改正｣、｢役

員選任｣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 24 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 24 年度事業計画及び収支予算 

平成 24 年度事業計画 

平成 24 年度は設立５年目を迎え、事業の相互の

連携や効率化を図りながら、『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』

『広報事業』を充実させてまいります。 
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『生活･コミュニケーション支援事業』の｢サポー

トデスク｣では、月１回の｢行政書士による外国人個

別相談｣を継続して実施するとともに、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。 

｢医療ボランティア｣は、作成した〔医療カード〕

を医療機関や外国人コミュニティに配布、提携病院

の拡大と協力の強化を図り、外国人市民が安心して

医療が受けられるように支援していきます。 

 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、｢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、

構築したソーシャル･ネットワーキング･サービス

(SNS)を運用･活用し、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。 

外国人との交流や支援のボランティアを始めよう

と考えている方々を対象に｢国際交流ボランティア

講座｣を、また日本語学習支援のレベルアップのため

に｢日本語ボランティア養成ステップアップ講座｣を

実施します。 

外国につながる児童･生徒のための｢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

支援し、同ボランティアの研修を実施するとともに

支援体制の充実、同児童･生徒の居場所作りを目指し

ます。同生徒にとって厳しいハードルである高校受

験を支援する｢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

力を得て本年度も実施するなど、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

を図ります。 
 

『国際交流事業』の、｢留学生八王子ふるさとプロ

グラム｣では、昨年度東日本大震災の影響で留学生が

減少しましたが、本年度は少しでも多くのファミリ

ーと留学生が交流できるように、秋入学の留学生も

受け入れるよう各大学を通じて案内を進めてまいり

ます。 

 

｢国際交流フェスティバル｣では、市民の皆さんが

楽しめるように工夫をして、内容の充実を図ります。 

｢世界の人とふれあいタイム｣は、大勢の人がいろ

いろな国々を理解し、楽しく交流できるよう、より

充実したイベントにしてまいります。 

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、外国人市

民が母語を教える機会であるとともに、その国の歴

史や文化を理解することができるため、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。本年度も受講者の希望によりステップアップ･

コースを設けるとともに、時事英語講座を新設する

など、８コース、５～６言語を実施いたします。 

八王子地域で学びあるいは在住する学生が国際理

解･国際交流･多文化共生社会の理解を深めるととも

に、将来国際社会で活躍できる人材を育成すること

を目的として、英語による｢学生外国語弁論大会｣を、

実施いたします。 
 

『広報事業』は、外国人コミュニティや町会･自治

会と連携し、情報を発信していくとともに、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

ージを充実してまいります。また会報の発行、テレ

ビ、新聞･ミニコミ紙等への広報活動を積極的に行っ

てまいります。 
 

 『八王子市からの受託事業』として、上記の外国

人支援のための｢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。 

昨年度、第 3 期外国人市民会議の提言を踏まえ、

東日本大震災発生を機に設置された｢防災･災害対応

プロジェクト｣では、八王子市と協働で、外国人市民

への災害時の具体的なスキームの検討を開始いたし

ました。本スキームは、八王子市域で大災害が発生

した場合、協会内に｢外国人支援センター｣を設置し、

外国人市民の避難場所となる市内 18 か所の市民セ

ンターと連携し、協会の語学ボランティアや留学生

などの協力を得て、組織的かつ機動的な支援を行う
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ものです。すでに協会内には、防災無線を設置し、

具体的な準備を開始しています。 

本年度の各種の事業を実施していくにあたり、協

会活動の中心である委員会活動を、より活発に展開

していくために、定期的に委員長会議を開催し、各

委員会の課題・問題点の共有と解決のためのディス

カッションを行うなど、組織の活性化と有機的な連

携を図ってまいります。 

また、団体会員との連携を深めていくため団体ネ

ットワーク会議を定期的に開催するとともに、でき

るだけ多くの会員の意見を活動に反映していくため、

個人会員懇談会も引き続き開催してまいります。さ

らに、一般個人会員の方々が活動に積極的に参加で

きるよう、各委員会の活動状況や募集状況の案内な

どの情報提供に鋭意努めてまいります。 

本年度は上記のとおり事業を展開してまいります

が、あわせて、中長期的視野に立って、事業や当協

会のあり方等についても、新体制のもとで検討して

まいります。 

＜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･勉強会を実施。 

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
ためのプロジェ
クト 

SNS を利用して留学生に有用な
情報を提供。 

国 際 交 流
ボランティア講座 

ボランティアの心構えと日本語学
習支援についての講座を６月～８
月に実施。 

 
日本語
ボランティア養成 
ステップアップ講座 

日本語教室や学習支援教室で支援
する人材を発掘･養成。９月～10
月に実施。 

学習支援 

 
外国につながる児童･生徒等の教
育環境を整備する。北野学習教室
で、同児童･生徒のための学習支援
を実施。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
10 月 28 日(日)に実施。 

  

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市
民ファミリーと留学生の交流を行
う。 
10 月 21 日(日)にバーベキュー
大会、冬に交流会を開催。 

国 際 交 流
フェスティバル  

10 月７日(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
どを紹介してもらい、交流をする。
年５回開催。 

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、小
比企町・あったかホール祭りにブ
ースを設け、国際交流を実施。 

３．国際理解事業 

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。フランス語･スペイ
ン語･ドイツ語･時事英語のコース
を予定。 

学 生 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、市内に在住または市内
の大学等に通学する学生による外
国語弁論大会を実施。 

国際理解教育 
学校や地域の国際理解教育につい
て協力、国際理解教育の在り方に
ついて研究をすすめる。 

４．広報事業 

 

広報 

協会の認知度アップと、外国人コ
ミュニティや町会･自治会との連
携を深め、情報発信をする。ホー
ムページや CATV など各種媒体
を通じ活動を案内、情報を提供。 

 
＜八王子市からの受託事業＞ 

在住外国人のための
サポートデスク 

生活相談、暮らしの情報提供、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 19 ヶ所で行う通訳付きの専
門家による相談会。 
平成 25 年２月 9 日(土)実施 

防災・災害対応 

第３期外国人市民会議の提言を実
現化。災害時は「外国人支援セン
ター」を設置、市内他地区と連携
を取り合うなど、SNS 等ネットワ
ークを活用。 

 

＊上記の他、会の目的を達成するための新事業については、

理事会の議決を経て試行的に実施することがあります。 
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平成 24 年度収支予算 
          

収入の部       (単位：円) 

会費収入 490,000 

事業収入 1,606,000 

補助金等収入 9,005,000 

雑収入 24,000 

繰入金 403,000 

収入計 11,528,000 

支出の部       (単位：円)) 

事業費支出 5,611,000 

主催事業 3,248,000 

生活コミュニケーション事業 1,581,000 

国際交流事業 714000 

国際理解事業 788,000 

広報事業 165,000 

八王子市からの受託事業 2,363,000 

管理費支出 5,867,000 

人件費 5,048,000 

管理事務費 819,000 

予備費 50,000 

支出計 11,528,000 

収支差額 0 
 

 

○規約の改正の件 

規約第 22 条(総会の定足数)、第 23 条(総会等での

議決権等）、附則(附則の追加)ついて承認されました。 

 

○役員選任の件 

 役員候補者は承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               「アルジェリアの話」 

平成 24 年４月 22 日実施 

今回のゲストの鈴木サリマさん

は、1994 年に来日する前はアルジェリアの日本企

業で秘書として働いていました。日本ではフランス

語と英語の講師をされ、現在は主婦の傍ら地中海料

理を教えている一人のお子さんのお母さんです。 

 来日して最初に驚いた事は、成田から東京までの

ハイウェイが立体交差になっていてその数の多さで

す。参考までにアルジェリアの道路は平面交差にな

っています。二番目は自動販売機が沢山あり何時で

も使用する事ができます。三番目は 24 時間営業の

コンビニエンス･ストアです。トイレが何処にでもあ    

ることとウオッシュレット式には感激したそうです。 

                          さて、2000 年に大き

な地震があったアル

ジェリアは、アフリカ

大陸の北部に位置し

この大陸では面積が

一番大きく、地中海に

も接しているアラブ

の国のひとつで石油 

と天然ガス(輸出は第三位)が豊富です。またオリーブ

とデイツ(果実酢)の輸出も盛んです。世界で一番大き

な砂漠であるサハラ砂漠(40℃～50℃)は、パリ･ダ

カール･ラリーのコースとして有名です。砂漠でとて

も怖いのはサソリで、長い靴が必要です。時には赤

ちゃんが噛まれ、泣いても気づかず命を落とす事さ

えあります。 

国旗の中央に描かれている月と星はイスラムのシ

ンボルで、月は天国に行くための通り道を意味し、

星は社会の秩序の正しさを表す象徴です。このシン

ボルに使われている赤色は血の色、向って左側の緑

色は土地、右側の白色は平和を意味します。一番人

気のあるスポーツはサッカーで、ジダンはアルジェ

リア出身です。ウィークエンドは金曜日と土曜日(昔

は木曜日と金曜日)で、金曜日はお祈りの日なので働

きません。断食は一か月単位で行われ今年は７月 20

日～８月 20 日です。 

学校は９月始まり、5 歳から入学する事が出来て、

１年生ではアラビア語･算数、２年生ではアラビア

民族衣装とサリマさん 

総会における議案決議の様子 
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語･フランス語の試験があって、３回めまでにパスし

ないと留年になります。６年生になるとこの進級率

が一番悪く、席順は学業成績によって決まります。

高校からの語学授業に関しては、アラビア語･フラン

ス語以外に英語もしくはスペイン語の授業がありま

す。季節は日本と同じ春夏秋冬で、６月～８月の３

か月は夏休みで、宿題はありません。なお高校まで

制服やランドセルは無く、中学･高校では国の支援の

もと学校がお金を援助して無料で授業を受けられま

す。これ以外にも病院及びお墓も無料です。また税

金が無く、65 歳になると年金を貰えます。 

婚姻形態は一夫多妻制(４人の妻まで可能)を施行

していて、結婚は親が決めますが、最近離婚率が上

がってきています。女性は学校を卒業して働く(秘書、

事務員、学校の先生等)方々が増えてきています。海

水浴は可能ですがブルカ(女性ヴェール)を被ります。

食べ物はクスクス(地中海料理)が有名ですが、お酒と

豚肉は宗教上の戒律があります。 

石油の産地だけあって車社会ですが、電車が郊外

に多く走っていて、昔は市内にも路面電車がありま

した。アルジェリアから見た日本のイメージは未来

指向で、特に電気分野で目を見張るものがあるそう

です。 

当日の参加者アンケート結果では、｢大変良い企

画｣で、もと現地駐在員の方々からも｢懐かしく嬉し

く話を聞く事が出来ました｣との回答が寄せられま

した。  

報告者:世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉 

＊６月 24 日(日)に実施しました「エクアドルの話」は、

次号でご御紹介します。 

 

 

 

 

～～～ 金城 ウーゴさんを訪ねて ～～～ 

 八王子駅北口から東へ徒歩５～６分のところにあ

る、ペルー料理店MISKYの店長である金城ウーゴさ

んにお話を伺った。 

鮮やかな赤や緑の織物のテーブルクロス、壁には

アルパカの毛皮の飾り物などがあり、店内はペルー

の雰囲気で一杯だった。ウーゴさんは日系３世、お

じいさんが沖縄から移民としてペルーに移り住んだ

という。日系人同士のご両親なので、顔立ちは日本

人そのもの。しかしペルー人として生まれ、ペルー

で大学教育まで受けたウーゴさん、22歳の時に

(1989年)単身で来日。苦労して日本語を勉強しなが

ら日野自動車等に勤務。しかし、夢に描いていた日

本と現実の日本とのあまりの違いにショックを受け

たと言う。 

 その後、日系３世の

奥様と結婚、10年前に

八王子にペルー料理店

をオープンすることに

なる。 

お店の経営もさるこ

とながら、現在アルゼ

ンチンに留学中の長男 

と都立高２年･小学３年･４歳の４人ものお子さん

の父親として、日々子どもの教育に奮闘中である。

ウーゴさんは、自分が受けて来た｢ペルーでの教育｣

と子どもを通して知る｢日本の教育｣の違いに悩む

という。ペルーでは、自分の意見をはっきり言う、

黒と白をはっきりさせる、個を大切にする。しかし、

日本は団体教育が主体で意見がはっきりしないグ

レイゾーンが多い。日本人との付き合いでもどこま

でが本音なのか分からず、心から気持ちを打ち明け

て話せる、信頼できる友人がなかなかできないとい

う。 

 ｢女房はもっと大変だったと思いますよ。｣との一

言に、ともに苦労してきた奥様への愛情が感じられ

た。母国の文化・習慣を大切にするために、自分の

子ども達のスペイン語教育にも一生懸命になってい

るウーゴさん。両国の文化・習慣を体験しているか

らこそ分かるものがあり、その狭間に苦しんでいる

のではないかと思われた。 

ペルー料理はペルーの歴史そのものを反映してい

て、スペイン、イタリア、フランス、中国、アフリ

カ、日本等の料理がミックスされて出来上がった味

だという。だから、｢なんとなく懐かしい味がするん

ですよ｣と言われた。自家製のチョリソ(ソーセージ)、

アンティクチョス(牛の心臓の串焼き)を特製のスパ

イスにつけて食べるとペルービールによく合って、

大変美味。そのほかセビチェ･テ･ペスカド(辛口まぐ

ろのマリネサラダ)、パパ･ア･ラ･ウアンカイナ(黄色

 ・・・・この街に住んで・・・・ 

Welcome!! 

笑顔で店の前に立つウ―ゴさん 
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サポートデスク相談 

４月 相談件数  49件 

（日本語教室紹介、学校教育、保育園、遺産

相続、住居、運転免許、保健、通訳、翻訳、医

療通訳 など） 

相談者数  49人 

（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・アメリ

カ・ドイツ・カナダ・スリランカ・オーストラリア・フ

ランス・ブルガリア・インドネシアなど） 

５月 相談件数  54件 

（日本語教室紹介、高校進学、生活保護、解

雇、離婚、DV、通訳、医療通訳、翻訳 など） 

相談者数  54人 

（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・アメリ

カ・ドイツ・コンゴ・マレーシア・タイ・サウジアラ

ビア・南アフリカ・カナダ・ネパール・ベトナムな

ど） 

行政書士による外国人個別相談 

４月 14日 相談件数１件 相談者数１人 

５月 12日 相談件数３件 相談者数３人 

い唐辛子のソース)、アロセス(ご飯料理)、タヤリネ

ス(パスタ料理)など、食材や調理法が実に豊富な多種

多彩のメニューである。 

都内には４軒しかないというペルー料理のお店が

この八王子にある事を嬉しく思い、ウーゴさんの熱

い思いを胸に MISKY を後にした。 

       報告者:広報委員長  塚本 回子 

＊このコラムは、広報委員会が外国人市民や外国人コミュニ

ティを訪ね、暮らしや要望などをインタビューし、ご紹介

するものです 

 

4 月、5 月の理事会での決定事項等をご連絡 

○平成 24 年度総会議案について、平成 23 年度事

業報告及び収支決算報告、平成 24 年度事業計画

案及び収支予算案、規約改正、役員選任が承認さ

れました。           (4 月、5 月) 

○学習支援プロジェクト委員会が委員会に移行し

たことに伴う委員会規程の改定案が承認されまし

た。                  (5 月) 

○理事長に岡添健介氏が選出されました。 (5 月) 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

◉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: 090-3877-3574 
 

 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。なお、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 
 

 

 

 

 

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  
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