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国際交流フェスティバル２０１2  

開催のお知らせ 

八王子から ご近所づきあい！ 

         世界の人と 

  ～A Smile to the World～」 

国際交流フェスティバル委員会 

委員長 エンピ カンデル 

現在、10月７日(日)に、学園都市センター(八王子

スクエアビル11Ｆ･12Ｆ)で開催される国際交流フ

ェスティバルの準備の真っ最中です。フェスティバル

委員会は、八王子国際協会･学生委員会･JICA･八王子

市からの11名の委員で構成されています。市民･学

生･留学生･行政と多彩な顔ぶれですが、4月以来毎回

楽しく準備を進めています。 

今年のテーマは｢八王子から ご近所づきあい！ 

世界の人と ～A Smile to the World～｣です。昨今

色々な場所で国際交流フェスティバルが開催されて

いますが、多くの方が身近なふれあいを忘れて、海外

の人々や動きだけに目を向けがちです。今年の国際交

流フェスティバルは、ご近所に住む日本人同士だけで

なく、日本にいる外国の人とも触れ合う場にしたいと

いう想いを込めてテーマを考えました。高齢化社会を

迎えた日本ですが、元気な笑顔で世界の人々を迎え入

れ、そして八王子の元気を世界中に広げたいと思って

います。日本人市民と外国の方々が少しでも交流でき

るきっかけを提供できれば、暖かい気持ちでお互いを

受け入れることができると思っています。 

ぜひこの機会にご近所の方と一緒に世界へ笑顔を

発信していただき、多くの八王子市民の方が世界への

つながりをもち、そのつながりを通して、世界の様々

な国の人々と触れ合い、世界には様々な生活や考え方

があることを理解できるような機会になることを期

待しています。 

市民同士笑顔になって、ご近所づきあいから始まる

ふれあいの素晴らしさを伝えることを、八王子から始

めませんか。市民の皆様とお会いできることをフェス

ティバル委員会一同、心より望んでおります。 

            

 

 

 

 

 

 

国際交流フェスティバル2012の催し予定 

11Ｆ ＊八王子市海外友好交流都市写真展  

＊JICA展示「JICAの仕事」 

＊中・高生によるお茶席 ＊スタンプラリー  

＊八王子の国際交流ボランティア団体紹介 

＊八王子国際協会の紹介 

12Ｆ ＊笑顔の写真展示 

(プロの写真家北川孝次氏の「世界の笑顔」と、

JICA多摩デスク浦輝大氏の「バヌアツの笑顔」

の写真を展示すると共に、市民の皆様から募集

した｢笑顔｣の写真を展示します) 

＊日本と各国の歌と踊り ＊JICAミニ講演会 

 ＊インターナショナル漫才 ＊チェロ演奏体験 

 ＊異文化交流スペース(15カ国参加予定） 

 ＊留学生のお国自慢スピーチ 

 ＊世界の遊び、日本の遊び 

 ＊フェアトレード･カフェと製品の販売 

   ＊もっと知ろう！八王子の観光 

 ＊もっと知ろう！ごみについて    ほか 
 

♣ 八王子から世界に向けて国際交流を発信！ 

♣ 八王子にいて、世界を知るチャンス！ 

♤ 前日準備･当日会場案内･受付などのボランテ

ィアとして参加してくださる方を募集中です。 

ご一緒に楽しいフェスティバルを 

運営して楽しみませんか！ 

 ※ボランティア希望の方は、 

協会までご一報下さい。

第 25号 2012年 8月 31日 

 

昨年のフェスティバルのフィナーレの様子 

八王子国際協会  



八王子国際協会 会報第２５号 ２０１２年８月３１日 

 

- 2 - 

 

 

 

 

＊＊＊A Smile to the World＊＊＊ 

「元気な笑顔」を世界中に広げたいという強い想いで、

素敵な笑顔の写真を募集しています。 

・・・あなたのそばの笑顔をご紹介ください・・・ 

ベスト写真賞や参加賞など、八王子市内の事業所から

のご協力で素敵な賞品を用意しています。皆様からの

応募を心よりお待ちしています。皆様の笑顔が交流を

広げるきっかけになるかもしれません。 

ぜひ、ご応募下さい。 

 

＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊ 

 

 

 

6 月 2 日より、毎週土曜日(10:00～12:00)10 回

にわたり国際交流ボランティア講座を開催しました。 

外国人支援にかかわるボランティアとして必要な

知識である異文化コミュニケーション、国際理解、国

際交流や日本語基礎文法と日本語の音声などについ

て学びました。また、当協会が実施している様々なボ

ランティアについて紹介しました。 

受講者からは｢コミュニケーションの大切さがわか

った｣｢外国人の視点に立った外国人支援について考

えさせられた｣｢毎日使っている日本語について認識

を新たにした｣｢ユーモアを交え、具体的な例を挙げ、

体験談をもとに話されてわかりやすかった｣などの感

想が寄せられました。10 回目の｢やさしい日本語で

話す｣は、日本語学習支援だけでなく震災時や一般生

活でも｢やさしい日本語｣の必要性を話され、多文化共

生への一つの取り組みとして注目されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝
◆「日本語ボランティアステップアップ講座」を 

9 月 8 日(土)～10 月 13 日(土)(全 4 回) に 

開催します。 

国際交流ボランティア講座では、ボランティアとし

ての心構えを学びましたので、日本語ボランティアス

テップアッフﾟ講座では、日本語学習を支援する実践

的な方法を学んでいきます。 

 日程 内容 講師 

１ 6月 

2日 

異文化 

コミュニケーション 

カウンセラー 

前田 節子 

２ 6月 

9日 

八王子の 

国際交流ボランティア 

八王子国際協会 

 

３ 6月

16日 

日本語って 

どんなことば？ 

北陸先端科学技術

大学院大学教授 

本田 弘之 

４ 6月

23日 

国際交流ボランティア  

―バヌアツ― 

ＪＩＣＡ 

多摩地区デスク   

浦 輝大 

５ 6月

30日 

日本語文法基礎知識 

動詞・形容詞・助詞 

北陸先端科学技術

大学院大学教授 

本田 弘之 

６ 7月 

7日 

日本語文型基礎知識 

日本語文型と使い方 

北陸先端科学技術

大学院大学教授 

本田 弘之 

7 7月

14日 

音声Ⅰ  

音声学とは？ 

杏林大学 

外国語学部准教授  

嵐 洋子 

8 7月

21日 

やさしい日本語と 

むずかしい日本語 

北陸先端科学技術

大学院大学教授 

本田 弘之 

9 7月

28日 

音声Ⅱ 

日本語の音声 

 

杏林大学 

外国語学部准教授  

嵐 洋子 

10 8月 

4日 

「やさしい日本語」で

話す 

―多文化共生の 

ためにできること― 

一橋大学 

国際教育センター 

准教授   

庵 功雄 

 日程 内容 講師 

１ 9月 

 8日  

日本語文型と 

使用場面 Ⅰ 

杏林大学 

外国語学部准教授 

荒川みどり 

２ 9月 

15日   

日本語文法Ⅰ 北陸先端科学技術

大学院大学教授 

本田弘之 

３ 9月 

29日   

日本語文法Ⅱ 北陸先端科学技術

大学院大学教授 

本田弘之 

４ 10月 

13日   

日本語文型と 

使用場面 Ⅱ 

杏林大学 

外国語学部准教授 

荒川みどり 

 
国際交流ボランティア講座修了 

日本語ボランティアステップアップ講座開催 

国際交流フェスティバル 2012 

笑顔の写真を募集しています 

自分の経験と講師の話を組み合わせて、実践に向け

て考える受講者の方々 
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「エクアドルの話」 

平成 24年６月 24日実施 

今回のゲストの樋口カブリエラさんは、2003 年

に来日し、スタイリストの資格を取得し、昨年は娘さ

んの七五三のお祝いで着付けをしてあげたそうです。 

さてエクアドルは南米大陸の西南に位置し、アンデ

ス、アマゾン、コスタ（太平洋沿岸部）、ガラパゴス

という全く異なる地域に分かれていて、赤道が国を東

西に横切っています。南米で一番人口密度が高く多様

な民族が混在しているためか、公用語のスペイン語の

他に 180 の異なる言語が使われているそうです。国

旗の由来については、横縞の黄色は鉱物資源、青は海、

赤は血を象徴し、紋章はアンデスの鳥コンドル･国内

の最高峰モンボラ山･商船･青空と黄道などが描かれ

ています。 

料理については、米より豆等の穀物がよく食べられ、

アンデス地方のジャガイモ、トマト、赤玉ねぎを食材

としたサラダが好まれています。今回ウミタ料理を紹

介して頂きました。調理法はバナナを食材とした料理

で、スープ用に揚げたりするそうです。なおチョコバ

ナナは子どもに人気があります。 

ワヤキル港は、インカの顔とも呼ばれ人口は約

200 万人でエビ、イワシ、コーヒー、カカオ等がア

メリカや日本に輸出されています。ここには、南米独

立の父であるシモンホッパ氏の像が建立されていま

す。また野口英世が 1918 年にグアヤキル市を訪れ

黄熱病研究を行った時の記念として、首都のキトの空

港近くに銅像があり、「野口英世通り」という名前ま

であって、現在も博士との縁を懐かしんでいます。 

さてガラパゴス諸島は、

1978 年ユネスコによ

り世界遺産に登録され

ました。一方アマゾン火

山国立公園は動植物の

多様性において世界最

大規模で、自然の薬草や

コカ、バナナ、コーヒー、

カカオ等は現地住民に

よりここで栽培収穫す 

るなど、自給自足を行っています。 

なおアマゾンの近くの川は 40℃～50℃の温泉が

湧き出ていて、水着を着用して入ります。ここでの先

住民は普段は民族衣装を着用しています。アンデスの

民族衣装は６～７枚のスカートとポンチョで構成さ

れていて、値段は先住民が作ったもので５万円位です

が、靴下は履きません。ここでの先住民はいたる所で

生活していて、職業選択に際しての差別はありません。

またデモ(石油を採掘しないように)はありますが、民

族同士の対立はありません。 

Q＆A コーナでは、キトは首都であるだけに、物価

が一番高い地域です。参考までに、ロハでの９年前の

平均給与は３万円、現在は４～５万円で、この国での

給与の定義は生活するものだそうです。子どもたちは

どんな職業につきたいのかという質問に対し、女の子

は先生、お医者さん、銀行員、秘書等、男の子はサッ

カー選手への希望が多いそうです。なお税金について

は消費税が 12％、所得税は約 20％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育については小学校 1 年生から英語教育があり

高学年になると、フランス語、ポルトガル語、イタリ

ア語学習もあります。なお自宅ではスペイン語を話し

ます。 

カブリエラさんの将来の夢は「早い時期に日本の着

物に携る仕事がしたい」そうです。日本のイメージに

ついては、男性の場合は頑張り屋、努力家で、女性の

場合は理想的な母、素敵な母との事でした。 

会場を訪れた方々のアンケート結果は｢大変良かっ

た｣との意見が多く、JICA の仕事でエクアドルに住

んでいた方からは当時が懐かしく感じられ再度訪れ

たいとのコメントがありました。 

ふれあいタイム委員長 生山 龍哉 

※ 次回：9 月 29 日(土)は「ブルガリアの話」
です。土曜日ですが、お時間のご都合のつく
方ぜひご参加ください。 

民族衣装のガブリエラさんと 

娘さんとお友達 

ガブリエラさんたちのダンスの演出に拍手が沸いた 
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朝からの雨空がどうにか晴れ、夏祭りというにはか

なり肌寒い夕暮れ時に、盆踊りが始まりました。たく

さんのテントのなかで最も目立つのが国際協会の黄

色テント。「黄色いテントの左でトウモロコシを買っ

てきて！」「黄色いテントの右で何かやっているわ

よ！」と、目印にはされるが「ペルー料理･韓国チヂ

ミ」を訪ねる人がまだ少ないのはチョッと残念、と思

いながら周りを見渡しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

盆踊りの音頭が流れ出すと留学生たちも踊りの輪

の中に。中国三人娘はゆかたを着て、気合い十分。自

分でゆかたを購入して着付けを頼んだ女子学生もい

ます。ベテランおばさんの後ろを、見よう見まねでつ

いていきます。ゆかたに運動靴はご愛敬です。いずれ

も拓殖大学の学生さん。国際ビジネス、機械システム

を勉強中だそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こちらではフランス三人組が焼トウモロコシをか

じっています。フランスではこんな食べ方はしないそ

うです。「日本のお祭りは初めて？」「先週、ゾウジョ

ウジの七夕祭りに行って来た、七夕飾りが綺麗だっ

た」・・・・芝、増上寺？。漢字抜きのコミュニケー

ションは難しい。工学院大学でマイクロ･エレクトロ

ニクス、コンピュータ･サイエンスを勉強中です。 

 

 

 

 工学院大学グラフイック･デザイン専攻の学生さん

が似顔絵を描いています。ドッカと座って迫力のある

顔を描いてもらっているのは、ナミビヤから来たダニ

エル君。彼も工学院大学でケミカル･エンジニアリン

グを勉強中です。母国に帰り国立大学の教授になるん

だ、と意気盛ん。出来あがった似顔絵に大満足してい

ました。｢つばさ太鼓｣グループの実演が始まると、ふ

るさとのドラムに似て｢イイねー｣と、これまた大満足

の様子でした。 

 テントの裏手でチヂミを食べているのは韓国から

来た二人。山野短大で美容整形を勉強中です。韓国で

美容室を開くのが夢。韓国の美容整形ビジネスは、将

来性があるんだそうです。二人のうち一人は男子。｢山

野に男子学生は多いの？｣｢少しは居るよ｣・・・少数

派のようです。 

 

 

 

 

 

 

 

このほかにも多数の留学生が夏祭り、盆踊りを楽し

みました。今後もこの様なお祭りでの交流機会が増え

るといいですね。 

夕闇が深くなるとともにお腹も空いて、ペルー料理

エスカベーチェ･デ･ポジョ、韓国料理チヂミが順調に

売り上げを伸ばし始めました。私も両方を頂きました。

なかなか美味しい。｢ポジョ｣って鳥肉の意味だそうで

す。ペルー料理は北野学習教室の学習者のお母さん方

が、チヂミは語学ボランティアさんが、準備と販売を

されていました。ご苦労様です。 

 私はそろそろ次の盆踊り会場に行かなくては・・・・

これで失礼します。           

  広報委員会委員 杉山 光右 2012/7/30 

小比企一丁目町会夏祭り（盆踊り） 

今回初お目見えの国際協会のテント 

ゆかた姿が堂に入って、盆踊りを楽しむ留学生 

ア
ツ
ア
ツ
の
チ
ヂ
ミ
、
珍
し
い 

エ
ス
カ
ベ
ー
チ
ェ
も
美
味
し
い
！ 

暗
く
な
っ
た
頃
に
は
完
売
！ 
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八王子市の海外友好交流都市を身近に 

 

 
 

 

八王子市は、泰安市(中国)、高雄市(台湾)、始興市(韓

国)との友好交流協定を締結し、文化、スポーツなどの

幅広い分野で、市民交流をすすめています。今回、こ

の 3 都市の魅力を約 10 点ずつの写真で紹介していま

す。 

内容･期日： 高雄市・・・・・８月 31 日まで

 泰安市・・・・・９月１日～30 日 

     始興市・・・・・10 月１日～31 日 

会場：サザンスカイタワー八王子（八王子南口） 

３階展示スペース   入場料：無料  

 

 

８月３日・４日の２日間、八王子北口の西放射線ユ

ーロード｢三崎町公園｣で計４回台湾高雄市の

高尾内門
たかおないもん

宋
そう

紅陣
こうじん

武術演舞が披露されました。京劇役

者を養成する国立学校･台湾戯曲学院の皆さんによる

スピード感とダイナミックな演舞です。八王子まつり

に来られた多くの市民の方から一つひとつの演舞に

大きな拍手が送られました。 

 

 

 

 

 

 

 

宋
そう

紅陣
こうじん

は、中国の時代小説｢水滸伝｣の主人公｢宋紅｣

の名前をとった武芸芸能です。衣装を身にまとった演

者が槍や楯などの武具を持ち、陣形をとり、太鼓やド

ラなどの演奏とともに、気合を込めて武器を使ったパ

フォ－マンスを行います。多人数で武具を持ち行う陣

形から、２人が対峙して行う槍の鍛錬をする様子まで

迫力のある演舞です。宋紅陣は、台湾の 12 大祭りの

一つ。八王子まつりで初めてとなる演舞でした。 

台湾第２の都市、高雄市とは平成 18 年に友好交流

協定を結びました。文化やスポーツなど市民間で交流

を行っております。       主催：八王子市 

国際協会での体験学習 

 八王子国際協会では、年間を通して職場体験を受け

入れています。 

 8 月は、八王子市立中

学校の先生 3 人が、教員

研修の一環で当協会で

の職場体験を経験しま 

した。八王子の国際化における状況を把握しながら留

学生の話や国際理解教育に関連して JICA の青年海

外協力隊の体験談を聞いたり、北野学習教室の子ども

たちの支援をしたりなど、普段の勤務ではできない経

験をしました。夏休みの宿題等を抱えた学習を希望す

る小中学生との交流を楽 

しみながら、四苦八苦する

子どもたちを励まして学習

支援をしてくれました。い

つもは大勢の生徒を相手に 

する先生方は、｢こんな個人指導ができると充実しま

すね｣｢どの子も素直で明るくて、北野学習教室の支援

者の方々がいかに素晴らしい支援をしているのかわ

かります｣と、感想を話していました。 

 また、八王子市内の大学生も、インターンシップで

職場体験をする機会として、当協会で実務を経験して

もらいました。きちんとしたスーツに身を包んだ創価

大学と中央大学の学生さんには、国際交流フェスティ

バルの仕事を担当してもらいました。 

 9 月には、八王子市立中学校 3 校の生徒さんたち

が、総合的な学習の一環で、当協会で職場体験を行い

ます。見かけたら、励ましの声をかけてあげてくださ

い。 

6 月、7 月の理事会での決定事項等のご報告 

平成２４年６月、７月の理事会で審議決定及び報

告した事項をご報告します。 

○理事長代行に、藤井清美理事が選任されました。

(6 月) 

○協会の課題 ①規約等見直し ②国際理解教育 

③協会の今後のあり方 についてプロジェクトチ

ームを編成し、理事の参加により検討を行っていく

旨、報告されました。       (6 月、7 月) 

○日本語ボランティア講座を検証し検討していくた

め、プロジェクト委員会の設置が承認されました。 

          (7月) 

八王子市の海外友好交流都市、 

泰安
たいあん

市、高雄
た か お

市、始
し

興
ふん

市を紹介する 

写真を展示 

台湾高雄市の武術演舞を八王子まつりで披露� 

元
気
な
笛
や
太
鼓
の
音
楽
に
合

わ
せ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
見
事

な
演
舞 

http://hachiojikokusai.tamaliver.jp/e315565.html
http://hachiojikokusai.tamaliver.jp/e314505.html
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サポートデスク相談 
６月 相談件数  ３０件 

（日本語教室紹介、税金、結婚、障害者手
当、翻訳、通訳 など） 

     相談者数 ３０人  
（日本・中国・フィリピン・ペルー・ドイ
ツ・アメリカ・タイ・スリランカ・ベトナ
ム・インドネシア） 

７月 相談件数  ２９件 
（日本語教室紹介、子どもの教育、生活保
護、健康保険、通訳、翻訳 など） 

      相談者数 ２９人 
（日本・中国・フィリピン・ペルー・ド
イツ・ネパール・タイ・スリランカ・バ
ングラディッシュ） 

 
行政書士による外国人個別相談 
７月 14 日 相談件数２件、相談者数２人 
８月 11 日 相談件数３件、相談者数３人 

 

                          

 

 

 語学シリーズ 

｢時事英語を学ぼう｣：９/25～11/27 の火曜日 

 13:30 分～15:00(全 10 回) 

｢ステップアップ･フランス語｣： 

   9/27～11/29 の木曜日 

    13:00～14:50分(全10回) 

｢ステップアップ･スペイン語｣： 

 9/27～11/29 の木曜日 

 15:00～16:50 (全 10 回) 

 行政書士による外国人個別相談 

９月８日(土)  14:00～17:00 

10 月 13 日(土) 14:00～17:00 

 留学生八王子ふるさとプログラム 

10 月 21 日(日) ＢＢＱ大会 

 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 

10 月 28 日(日) 13:00～17:00 

 世界の人とふれあいタイム「ブルガリアの話」 

     9 月 29 日(土)   13:30～15:30  

 日本語ボランティアステップアップ講座   

     9 月 8 日～10 月 13 日の土曜日 

10:00～12:00(全 4 回) 

 防災訓練 

    10 月 14 日(日) 小比企町   

    10 月 28 日(日) 八王子市   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◉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 

   南大沢分館    Tel：042-679-2208 

八王子にほんごの会 

 http://nihongonokai.com/jp/ 

 八王子国際友好クラブ  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 

北野学習教室（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） 

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 

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）www.ivh-jp.org  

◉ アジア･ディスカッション･フォーラム 毎週火曜 

 アクティブ･イングリッシュ       毎週木曜 

  アジア青年会     Tel：０90-6164-2864 

 

＜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 

今後の活動予定（平成 24年９月～１０月） 
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〒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://hachiojikokusai.world.coocan.jp/ 

Mail: koko-8@nifty.com 

サポートデスクだより 
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