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｢ペットボトルのキャップを集めて世界の子供に

ポリオ・ワクチンを！｣というキャッチフレーズで、

皆様のご協力を得て 5 年目です。今年は、24,428

個のキャップが集まり、30 人分のワクチンになりま

した。平成 20 年以来、累計 115 人分のワクチンを

｢世界の子どもにワクチンをエコキャップ日本協会｣

を通じて送っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
10月7日(日)開催 於 学園都市センター11F・12F 

報告：フェスティバル委員長 エンピ カンデル 

出演者・会場作りなど総勢180

名にものぼるボランティアの

方々に支えられ、今年も国際交流

フェスティバルを盛大に開催し

ました。多くの方が来場され、外

国人と市民との交流が行われま

した。 

 

 

 

 

 

 

八王子市内の大学生で構成されている学

生委員会が運営する"MARCHE”で、自然

色豊かな美味しいコーヒーを味わう人とグ 

ッズを買い求める人たちで 

にぎわいました。誰にでも

出来る海外協力についてのＰＲ活動

をしました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロ･カメラマンの北川孝次さんの作品、素晴らしい

｢世界中の笑顔｣を展示し、多くの方にごらんいただき

ました。 

しょう。 
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参加者全員でテーマソングの大合唱 

 

立見がでるほどの大勢の観客を前に、留学生が自国の文

化・名産物などを紹介するスピーチは今年も大ヒット！留学

生からは、｢自国の観光大使としてメッセージを届ける事がで

きた｣、観客からは｢40 分で 7 ヶ国も旅しているみたい!｣と

いう賞賛の声も届きました。 
 

八王子市民の谷津氏ご夫妻による

｢世界一周旅行の写真｣は、多くの方に

元気を与えるものばかりでした。 

八王子から世界に、｢笑顔でつなぐ｣を発信する

ためには市民同士の交流も欠かせません。 

｢市民による笑顔の写真展｣は、

市民が参加した写真展です。来

場者の｢いいねシール｣によるベ

スト３の発表もありました。ど

の写真も気持が温まり、感動す

るものでした。 

入場者の手で 

「いいねシール」
が貼られました 

「いいねシール」を最も多く獲得したベスト 3点 

開
会
式
で 

あ
い
さ
つ
を
す
る 

岡
添
理
事
長
（左
）と 

石
森
市
長
（右
） 
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工学院大学附属中学校・高等学校の茶道クラブによ

るお茶席。きちんとした作法の生徒さん達に、訪れた

お客さまは背筋を伸ばしながらお抹茶を楽しんでいま

した。 

 

 

大きなチェロに抱きつくよ 

うな格好で一生懸命に弦を 

動かして音を出す子どもや、 

照れくさそうに触れてみた 

人など、体験を楽しんでいる 

様子が見られました。また、ボランティアの方のミニ

演奏も奏でられ、にわか仕立てのコンサートは大人気

でした。 
 
 

HIFC、八王子にほんごの会、アジア青年会、日中友
好語学学習会、CCS、八王子中学校・高等学校がブー
スを出し、ボランティアに興味を持っている人たちに
活動内容を紹介しました。 

 

お手玉を作って遊んだり、その場にある紙を折って

遊ぶ日本の｢遊び｣や、木・石・貝を利用して遊ぶフィ

リピンや韓国の｢遊び｣を紹介。身近にあるものを利用

して遊ぶ伝統は、万国共通です。子どもも大人も楽し

みました。 

 

 

折り紙やお手玉遊び等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も多くの市民が写真展示を観 

賞し、八王子市の海外友好交流都 

市について知ってもらいました。 
 

 

市民の方々にゴミの分別の仕 

方やリサイクルのことを知り、考 

えていただくために設けられた 

ブース。アンケートに答えてマイ 

バッグをもらいご機嫌になった 

人もありました。 

 高尾山を中心に八王子の 

ことを知るマップを手に、改 

めて八王子をよく見てみよ
うなんてつぶやく人など、｢再発見八王子｣のひとコマ
でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国、エクアドル、インド、イン

ドネシア、イタリア、韓国、内モン

ゴル、ミャンマー、ネパール、タイ、

ペルー、米、ベトナムの 13 ヶ国の

外国人が、自分の国の文化や展示品

を紹介し、多くの方々と楽しい交流

をしました、イベントに来場した

人々は笑顔で、様々な国のブースを

訪れました。 

フィリピンのダンス・フォルクローレ演奏・インターナショナル漫才・ネパールやインドネシアの踊り・よさ

こいソーランなどで、会場は盛り上がりました。 

 

｢世界で一番幸せな国といわれた｢バヌ

アツ共和国｣の写真の多くは、｢笑顔｣のテ

ーマにぴったり。自然の中で微笑む老人

の顔は印象的でした。 

講演会では、バヌア

ツで実際に起こった

ハプニングを交えた

講演に、来場者から驚 

きの声があがりました。そんな自然な国

でのボランティア活動と異文化社会での

体験談は、興味深くかつ楽しいものでし

た。世界の民族衣装試着コーナーもまた、

人気スポットでした。 
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   ｢ブルガリアの話｣ 
 

平成 24年 9月 29日実施 

 今回のゲスト、鈴木ゲルギナさんは、小学校で英語

の先生をされ、その傍らプライベートでドイツ語を教

えています。 

最初に紹介して頂いたのはブルガリアの各地で毎年

１～３月に開催されている｢クケリ｣。（写真 1） 

秋田のなまはげに似た祭りで、家族の健康や豊作を

祈り悪魔除けをする民族行事。獣系の被り物を身に着

け、町中を練り歩きます。以前は男性のみで行ってい

ましたが、最近は若い女性も多いとの事です。 

次に紹介されたのは、残り炭火の上を裸足で踊る、

｢ネスティナルストヴォ｣（写真 2）です。人口 100 人

以下の５つの村で伝統行事の日に開催されています。

｢ネスティナリ｣という踊り子は特別なＤＮＡを持って

いると思われていて、足の痛みは７ヶ所ほどだそうで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

有名な料理は、ひき肉を固めて焼いた細く小さなハ

ンバーグ｢ケバプチェ｣です。そのまま食べたりヨーグ

ルトソースをかけたりします。ヨーグルトの酸味のき

いた、｢タラトール｣はヨーグルト、キューリ、ニンニ

ク、クルミなどを原材料とする冷たいスープ。 

一方、ピタ（パン）も有名。強力粉、ヨーグルト、

卵、砂糖を混ぜて作り、塩、甘い唐辛子、蜂蜜を好み

でつけて食べます。 

ダンスはゲストのゲルギナさんも小さい頃から馴れ

親しんでいて、小学校からダンスの授業があったそう

です。ダンスは 300 種類もあり、結婚式での一番人気

もダンスで、300 人もの大勢の人が、輪になって踊り

ます。 

お守りの｢マルテニツァ｣は健康を願い、また悪霊か

ら身を守ると言われています。伝統的なものは羊毛、

絹や綿で、赤と白の糸を一緒にねじって作ります。銀

のコイン、ビーズなどと組合せて作る様々な種類もあ

ります。｢マルテニツァ｣は子どもの頃からよく作りま

す。 

ブルガリアの気候は日本と同じ四季がありますが海

岸地方では春は寒く、秋冬は暖かな陽気です。 

広く使われているのは｢キリル文字｣、それ以外に、 

英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語 

等の文字も使用されています。 

 

小学校ではブルガリア語、中学では英語の授業があ

り、ゲストのゲルギナさんはドイツ語とロシア語も理

解されているそうです。 

ヴェリコタルノヴォ大学では日本の歴史などを学ぶ

学生たちが日本文化祭を開催するそうです。 

近所の方との交流の場では、男性はギリシャ語、イ 

タリア語、フランス語を、女性は 

ブルガリア語を話します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

話題は主にお金、健康、病気等で、たとえ言葉が通

じなくても心で感じあうことができるとの事です。ま

た、ここでの会話の中身は日本と同じで、あまりはっ

きり言えないし、言わないとの事でした。 

年金生活者にとって、年金だけでの生活は難しく、 

子供に面倒を見て貰っているそうです。因みに農業従

事者の年金が一番高いそうです。 

 

アンケート結果も殆んどの方から、｢大変良い｣とあり、以

前、ブルガリアに滞在されていた方からも｢再度訪れたい｣

と回答が寄せられました。 

 

世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉 

 

※ 次回：11 月 25 日(日)は｢インドネシアの話｣

です。ぜひご参加ください。 

 

 

 

9 月、横山中学と打越中学の生徒さんが、当協会で 3

日間の職場体験をしました。仕事を体験することで、

多文化共生の大切さや国際理解についてなど、多くの

ことを学んだことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

*国際交流フェスティバル用メッセージボード制作の手伝い。 

*高校進学ガイダンス用ガイドブックの製本の手伝い。 

*日本語を学ぶ外国人と交流。   など  

（写真 1:bulgariaforjapan.wordpress.com/） （写真 2 :bulgariaforjapan.wordpress.com/） 

来場者がペアを組み、｢マルテニツァ｣作りを楽しんでいる様子 

ブルガリアの講師と話をする メッセージボードの制作 
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10 月 28 日(日)長池小学校で行われた八王子市総合

防災訓練に参加しました。地震体験訓練、初期消火訓練、

避難所体験訓練などが行われ、外国人の方と一 緒に、

災害予防の大切さ、不慮の災害への備えなどを身をもっ

て体験しました。 

 

 

 

 

  

 

八王子国際協会では、第３期外国人市民会議の提言と

昨年３月 11 日に発生した東日本大震災を受け、｢防

災・災害対応プロジェクト委員会｣を設立し、災害時に

おける外国人支援として、｢災害時外国人対応要領｣を

纏めるとともに、多言語による｢災害ヘルプカード｣及

び｢防災マップ｣を完成しました。 

 

 

｢災害時外国人対応要領｣では八王子市域に大地震な

どの災害が発生した場合、すみやかに協会内に｢外国人

支援センター｣を立ち上げ、多言語による情報提供と相

談業務を開始するとともに、市の防災本部や外国人の

避難場所に予定されている市内の 17 の市民センター

とは、協会内に既設置の防災無線で通信と情報収集を

行ないます。 

一方、各市民センターには、近くに居住する協会の

語学ボランティア（現在約 150 名）が通訳・翻訳等の

支援に駆けつけるスキームとなっています。 

｢災害ヘルプカード｣は、あらかじめ自分の国籍、現住

所、血液型、緊急時の国内外連絡先、大使館の電話番

号などを書き込んでおくとともに、災害時の避難方法

や情報の取り方などをコンパクトに纏めた機能的・機

動的な内容となっています。カードは八王子市に居住

する外国人市民、語学ボランティアなどが手帳、財布、

バックなどに常時携帯できるよう10.5cmｘ7.5cmサ

イズの 2 枚組とし、日、英、中、韓、スペイン語の 5

ヶ国語で表示されています。 

また、｢防災マップ｣は、大災害時に外国人市民の避難

場所となる市内 17 ヶ所の市民センターの位置、住所、

電話などが表示されており、大地震の経験が少ない外

国人市民にとっては何よりの情報となることを期待し

ています。 

 
 

 上述した外国人支援スキームの完成にともない、10

月 20 日(土)、協会に登録している語学ボランティアへ

の第 1 回説明会を開催し、19 名の方々（登録言語は

英、中、韓、スペイン語、フランス語、ロシア語、タ

イ語）が出席されました。 

岡添理事長の挨

拶のあと、平野委員

長の｢災害時外国人

対応要領｣、事務局

の｢災害時語学ボラ 

ンティアの役割と心構え｣、市から｢防災無線の使用方法

と市民センター到着後の動き｣などの説明後、実際に無

線機を使った模擬訓練、ビデオ上映、非常食(アルファ

ー米)の試食会があり、最後に活発な質疑応答が行われ

ました。また、第２回目の説明会を、10 月 30 日(火)

に実施しました。 

 

 

10 月 14 日(日)、由井第 3

小学校で行われた小比企町の

防災訓練に地域国際交流事業

の一環として参加しました。 

石松小比企町一丁

目会長の主催者挨拶、

来賓として出席され

た石森市長の挨拶の

後、防災訓練がスター

トしました。好天に恵 

まれ、参加した 4 人の留学生は、地元住民の皆さんに

交じって、初期消火訓練、起震車、煙体験、応急救護

訓練（心肺蘇生・止血処置）など、貴重な体験をする

ことができました。最後に豚汁と非常食（アルファー

米）の試食をし、災害に備えての訓練を終えました。

有意義な一日でした。 

 

    

 

   

  

 

 

 

 

語学ボランティア説明会 
 

(災害時語学ボランティア) 
 
 

(災害時語学ボランティア) 

外国人市民のための 
｢災害ヘルプカード｣ 
｢防災マップ｣ 完成しました 

 

小比企町防災訓練に参加 
 

(災害時語学ボランティア) 

八王子市総合防災訓練に参加 
 

(災害時語学ボランティア) 
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平成 24 年 9 月 29 日(土) 広報委員インタビュー 

インド、デリー出身の井川ヴァンダナさんは、非常

に流暢な美しい日本語でインタビューに答えてくださ

いました。 

 

＜ご家族の構成を教えてください＞ 

                           夫婦と息子２人の４人家族で

す          す。息子は 12 歳と 10 歳。 

地元の中学と小学校に通学中 

です。 

＜ご結婚はどちらで＞ 

1997 年インドのデリーで結婚しました。15 年になり

ます。結婚後来日、最初、世田谷に居を定め目黒、府

中と転居を重ねた後、八王子に移って 10 年になりま

す。 

＜息子さんの教育について…＞ 

息子たちは、2 年ほどインド・デリーのインターナシ

ョナル・スクールに通学し、昨年日本に帰国しました。

インドの学校もよかったのですが、日本語の読み書き

の習得が気にかかり、子供たちも日本で生活すること

を希望したので帰国させました。 

＜日本語の学習について…＞ 

目黒区国際交流協会で 1 年ほど学んだのが全てです。

日本語を大体読めるようになったが、漢字を書くこと

はできません。練習の時間がないので勉強できない。

インド人はチャイ(茶)飲むのですが、初めの頃、字が読

めなかった私は、ミルクチャイを飲むのにミルクを買

いに行って、字が判らずヨーグルトを買って失敗した

ことがありました。字が読めるようになると、日本語

のカタカナが大変便利であるのが判りました。日本語

だけの表示には困りました。 

＜日本の生活は…＞ 

目黒で 4 ヶ月くらい住んでいたのですが、ガスの使用

方法で、隣の方にお尋ねしていたら、主人に叱られた

事がありました、インドでは、近所の人が助け合うの

は普通の事ですね。 

八王子に移って、様々な付き合いができるようになり

ました。特に子供の事で近所の付き合いが急に増えま

した。 

＜子供の事で何か学校関係の役割は…＞ 

学童保育の会長をやることとなりました。書き物が多

く、主人の仕事を増やす事になりましたが、日本語の

読み書きが急速に進みました。皆主人から習ったので

す。学童保育の仕事から日本人の組織作りの方法が判

る様になりました。ＰＣをやるので MAIL で連絡を取

っています。何でも主人に学びました。 

＜今どんなことをされていますか＞ 

インド人のコミュニティで｢ヨガ｣や｢インド音楽｣をや

っております。ルーマニアの仲間と一緒に、原宿で｢ヨ

ガ｣｢インド音楽｣を教えています。 

また、英語、ヒンズー語などの語学や｢インド料理｣も

教えているんです。八王子でも教えています。 

＜インド映画について…＞ 

インド映画は｢マサラ・ムービー｣として有名です。マ

サラの様にいろいろの味があって、最後はハッピーエ

ンドなんです。3 時間くらいの長編が普通ですね。制

作地を｢ボリウッド｣と言います。｢ボンベイ｣で作られ

るので｢ハリウッド｣にまねて｢ボリウッド｣なのです。 

＜ご主人のお仕事は…＞ 

主人は｢サイコロジスト｣で、心理カウンセラーです。

インドの国際ヨガ研究所で学んだ｢メディテーション

ヨガ｣(瞑想ヨガ)は主人の仕事にも関わっています。主

人は、仕事柄、定時に帰るので、子供の勉強も見てく

れ本当に良かったです。 

＜ご主人との出会い、仕事、趣味も｢ヨガ｣が取り持つ縁ですね。イ

ンドに行くとガネーシャ神に強い色付けで祭っているのを見るので

すが、ヒンズー教は本当に多彩ですね…＞ 

今日は｢ガネーシャ神のお祭り｣の日です。奇遇ですね。 

＜外国の方が始めて日本に住むと、ストレスで悩むことが多いので

すが…＞ 

私はストレスで悩むことが殆どありませんでした。多

分その訳は、｢メディテーションヨガ｣のおかげだと思

っています。瞑想ヨガは心の平安から悟りに導く修行

法でありストレスを生じなくする行でもあるからです。 

＜ヴァンダナさんのインド語の意味は…＞ 

いい質問ですね。｢祈り｣という意味です。母が生まれ

たばかりの子供のことを思い、名付けてくれました。 

＜八王子に何か思いを持っていますか＞ 

｢瞑想ヨガ｣｢インド音楽｣などを開き、インド文化を普

及したいですね。 
 

＜本当に有難う御座いました。感激致しました。＞ 

報告者: 広報委員 北原 勲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 月理事会の決定事項などの報告 

八王子インフォメーションセンター 

10 月 20 日(土)、八王子駅北口に｢八王子インフォ

メーションセンター｣がオープンしました。 

八王子には高尾山をはじめ八王子城跡や滝山城跡、

中町の黒塀、絹の道資料館等、数多くの観光資源があ

ります。市外から訪れる外国人を含む観光客のための

案内所です。 

 外国の方には通訳の依頼があれば、心のこもった観

光案内に対応します。英語、中国語、韓国語、スペイ

ン語など 10 ヶ国語で、八王子国際協会の語学ボラン

ティアが登録しております。（主に電話による通訳・案内） 
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サポートデスク相談 
8 月 相談件数 30 件 

（日本語教室紹介、学習支援、離婚、健康診断、
翻訳、通訳など） 

    相談者数 30 人  
（日本・中国・フィリピン・ペルー・ドミニカ・ 
セネガル・オーストラリア・サウジアラビア・
フランスなど） 

９月 相談件数 39 件 
（日本語教室紹介、学習支援、ビザ、病院照会、
通訳、翻訳、ホームステイ依頼など） 

      相談者数 39 人 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ 
ロシア・ネパール・ベトナム・インドネシア・
パラオ・台湾・オーストラリア・モンゴル・ 
エルサルバドル・ウガンダ・アメリカ） 

行政書士による外国人個別相談 
9 月 ８日 相談件数０件、相談者数０人 

10 月 ７日 相談件数２件、相談者数２人 

10 月 13 日 相談件数２件、相談者数２人 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 あったかホールまつり 国際交流コーナー設置 

     11 月  4 日(日) 10:00～15:00 

 行政書士による外国人個別相談 

 11 月 10 日(土) 14:00～17:00 

      12 月  8 日(土) 14:00～17:00 

 留学生のための就職支援セミナー 

 11 月１７日(土) 10:00～16:00 
  

 留学生のための企業めぐり 

     11 月 21 日(水)  8:30～15:30 
 

 世界の人とふれあいタイム｢インドネシアの話｣ 

       11 月 25 日(日) 13:30～15:30 

 学生による外国語弁論大会 

 12 月  ９日(日) 13:00～16:00 

 年末年始のお休み 

       12 月 29 日(土)～1 月 3 日(木) 

   

  

 

 
   

 

  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
◉ 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） 

  http://www.ivh-jp.org   
◉ アジア･ディスカッション      

◉ 初級、中級 英会話      

 アジア青年会 Tel: ０8-6164-2864 
     

[ 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 11 月～12 月） 
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サポートデスクだより 

各 種 情 報 

八王子国際協会からのお知らせ 

 

一般個人会員懇談会 
 

(災害時語学ボランティ

ア) 

平成 24 年 10 月 24 日(水)に団体に所属していない

一般個人会員との懇談会を開催しました。 

平成 24 年 9 月の理事会で審議･報告した事項をご報告します。 

○10 月に開設される、八王子観光協会｢八王子インフォメー

ションセンター｣への語学ボランティア登録等について報

告されました。 

○災害時外国人対応要領、災害ヘルプカード・防災マップに

ついて報告されました。 

○4 月～６月の収支決算及び上期決算見込みが報告されまし

た。 

9 月理事会の決定事項などの報告 

http://hachiojikokusai.world.coocan.jp/20120203sinki/top/inframe/ryuugakuse-syuusyokusien-semina-20121019/ryugakusei-shushoku-shien-seminar-20121117.htm
http://hachiojikokusai.world.coocan.jp/20120203sinki/top/inframe/ryuugakusei-kigyoumeguri-20121019/ryugakusei-kigyo-meguri-20121121.htm
mailto:koko-8@nifty.com

