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八王子国際協会 第 31号 2013年 8月 31日 
 

 

11月10日(日)に、学園都市センター(東急スクエアビル11Ｆ・12Ｆ)で開催する国際交流フェスティバ

ルの準備の真っ最中です。 

今年のテーマは「みんな笑顔で、いつも幸せ ～ハッピー・ハーモニー・八王子～」です。昨今、仕事な

どで人と人がつながって笑顔になれることが少なくなってきました。その中でも、みなさんが、楽しい一時

を過ごし、笑顔になれるフェスティバルを企画しました。 

今回も、八王子を幸せの場にしたいという想いを込めてテーマを考えました。高齢化社会に入った日本で

すが、元気な笑顔で世界の人々が幸せを迎えられるように、八王子の幸せを世界中に広げたいと思っていま

す。皆さんに、少しでも市民同士が交流するきっかけを提供できれば、外国人も暖かく迎えることができる

と思っています。 

ぜひこの機会にご家族や外国人の方々と一緒に笑顔と幸せを世界へ発信していただき、多くの八王子市民

の方が世界へのつながりを持ってもらいたいです。世界の様々な国の人々と触れ合うとともに、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れることを目指しています。 

八王子市から世界へと笑顔と共に幸せな市民になることを始めませんか。市民の皆様とお会いできること

を国際交流フェスティバル委員会一同、心よりお待ちしております。 

フェスティバル委員会 委員長 エンピ カンデル 

 

 

＊笑顔の写真展 

＊ステージパフォーマンス(各国の歌や踊り)   

＊「世界の人とふれあいタイム」 

＊チェロ演奏体験 

＊異文化交流スペース 

＊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 

＊民族衣装で写真撮影 

＊フェイスペイント、バルーンアート、似顔絵    

＊八王子市海外友好交流都市写真展  

＊JICA「地球ひろば」展示とミニ講演会 

＊中・高生によるお茶席  

＊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

 

昨年のフィナーレ“また来年会いましょう” 

<前日> 20名程度 

会場準備 (ポスターや展示など) 

ビル前チラシ配布(ゆるキャラ着用) 

配布資料準備 (当日用の準備) 

<当日> 45名程度 

会場係 (受付・フロア案内・ゴミ対応など) 

ゆるキャラ(着ぐるみを着て、会場内で宣伝など) 

出演者対応 (駐車場対応・連絡係・控室係など) 

イベント対応 (ペットボトルキャップ・写真展) 
 

協会にメールか電話かFAXでお申込みください。 
email:     koko-8@nifty.com   
Tel/Fax:  042-642-7091 

「みんな笑顔で、いつも幸せ 
〜 ハッピー・ハーモニー・八王子 ～」 
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６月 29 日から６回(毎週土曜 10 時から 12 時) 

にわたり「日本語ボランティア基礎講座」を実施し

ました。受講者は 34 人、例年より若い方が多く、

当然ながら日本語や地域外国人に対する強い関心が

あるように思えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の講座は、「地域日本語ボランティアとはど

ういうものか」、「日本語とはどういう言語か」に力

点を置きました。講師をお願いした「東京日本語ボ

ランティアネットワーク」は私たちのめざすものを

十分叶えていただいた上に「多文化共生とはどのよ

うなものか」についても具体的にお話していただき、

大変すばらしい講座になったと自負しております。 

 八王子市の「多文化共生のまちづくり」に向けて

の市民活動に少しでもお役にたてれば幸いです。 

（日本語ボランティア養成講座委員会 委員長 田中卓） 

 

今年度、北野学習支援教室では新たな試みを行っ

ています。 

その一つが、各学期の学習最終日に行っている『お

楽しみ会』を、今までは支援者主導のもとでしたが、

今学期は子ども達自身に企画から運営までさせてみ

ることです。小学校低学年も多く学年も様々ですが、

任せてみると率先して会議に臨み、みんなで企画を

出し合い意見を交えながら、会でどんな事をするの

か、だれが何をやるのか役割分担まで、短い話し合

いの中でしっかり自分たちで決めていきました。会

議後は役割ごとに、持ち物や言う台詞などを確認し

合う周到ぶりです。子ども達の成長を改めて感じ、

嬉しくなりました。 

当日は、司会者はじめ各ゲーム説明者が原稿を読

み合わせたりなど準備に余念がありません。そして

いざ始まると、各自が責任を持って挑む姿がとても

微笑ましかったです。毎回保護者や支援者の方々か

らおやつの差し入れもあり、今回張り切っていた子

ども達は、いつも以上におやつを美味しそうに頬張

っていました♪きっとこれからは毎学期の終わりが

近づく頃、彼らから自主的に声が上がってくること

でしょう。今から楽しみです！  

(学習支援委員会 委員長 吉越京美) 

お知らせ 

語学シリーズ秋期講座のご案内 
 

語学シリーズの秋期講座が間もなく開講します。 

開講期間は、「時事英語を学ぼう」が９月 24 日～

11 月 26 日(毎週火曜日)全 10 回、「初めてのスペ

イン語」および「ステップアップ・イタリア語」が

９月 26 日～11 月 28 日(毎週木曜日)全 10 回とな

っています。昨年初めて実施した「時事英語を学ぼ

う」は、世界のトピックスなどを米国人の講師とと

もに学ぶものです。「初めてのスペイン語」は、発音

や表現などを基礎から学習します。「ステップアッ

プ・イタリア語」は、ある程度イタリア語の知識や

学習経験がある学習者を対象としています。 

応募要領などの詳細は、広報「はちおうじ」や当

協会のホームページをご覧ください。 

＜講師紹介＞ 
スペイン語    イタリア語    時事英語   

アナマリアさん  スッチーさん   キャロリンさん 

昨年 7 月に外国人登録制度が改正されました  

外国人登録制度が廃止されて外国人登録証明書が

なくなる一方、外国人住民が住民基本台帳法の適用対

象になり住民票が作成されます。 

 在留する外国人も日本人と同様に地域住民として

認められることになり、日本の社会に大きな転換をも

たらす契機となりました。 

在留資格・在留期間は更新されていますか？ 

国民健康保険の新しい保険証の交付に必要なこと 

・国民健康保険証は、平成 25 年 10 月 1 日に新し

い保険証に切替わります。 

・保険証の切替えには、「在留資格・在留期間が更新

されていること」が必要です。 

・平成 25 年 10 月 1 日より前に在留期限が切れた

方には、新しい保険証をお渡しすることができませ

ん。入国管理局に行き、在留資格・在留期間の更新手

続きを行ってください。 

八王子市保険年金課  

資格課税担当 ☎042-620-7236 
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              「スリランカの話」 

 
平成 25 年６月 30 日実施 

今回のゲストスピーカー、山崎シルヴァさんはフ 

ードコーディネータや日本の特別支援学校の英語

教師(ALT)をされ、そのかたわら、ＮＰＯ「ラマー

ミトルの会」の理事長として、スリランカの復旧が

遅れている小規模の小学校の支援活動や、スリラン

カ大使館内にある日本スリランカビジネス評議会

のメンバとしても活躍されています。 

スリランカが内戦さなかの 1990 年に来日され、

現在はご主人、義父、大学生の息子さんと高校生の

娘さんの 5 人家族です。 

スリランカで高校の数学の教師をされていた、シ

ルヴァさんは教育事情から話されました。スリラン

カでは大学まで授業料はほとんど無料です。小学校

は 1 年～5 年、中学は 6 年～10 年、高校は 11 年

～12 年ですが、高校卒業のときの年齢は日本と同

じです。それぞれの最終学年では進路を決めるため

のテストがあり、そのため、1 年ほど前から、子ど

もたちは塾通いをして必死に勉強するそうです。小

中高の各々のテストは、スカラシップテスト、オー

ディナリーレベルテスト、アドバンスレベルテスト

です。テストはシンハラ語、タミール語、英語のい

ずれかの勉強してきた言語で受験します。ほとんど

の大学はコロンボにあるため、学生は寮に入ったり、

下宿したりすることになるそうです。 

生活においては冷蔵庫のある家庭は少なく、生の

魚肉や、冷たくした食べ物を食べる習慣はありませ

ん。主食はお米で、おかずの意味のカリー
．．．

と一緒に

食べます。スパイスは家庭によって違います。収穫

の多い魚類は、鰹節やドライフィッシュとして保存

します。鰹節は日本と違い、砕いてカリーに入れ、

ココナツもカリーにかかせない食材です。 

スリランカでは大家族で生活することで、年上の

人を大事にしたり、尊敬したり、隣近所助け合うこ

とが当たりまえのように暮らしています。子どもた 
 

ちは国の宝物として大事にされます。スリランカは

お金が無い国といわれていますが、食べ物に困るこ

とはなく、お米は年に 3 回収穫され、バナナ、パパ

イヤ、緑がいっぱいある国です。仏教の信仰が厚く、

お坊さんに食べ物を施

す習慣(アーンスギビ

ング)があります。国の

収入は紅茶とココナツ、

ゴム、宝石などの輸出

のほかに、観光産業も 

             主流です。 

外国に出稼ぎの人も多く、そこで得た収入で電化製

品を購入します。テレビはほとんどの家庭に普及し

ています。 

シルヴァさんの出身のアンバランゴダやゴール

では、過去に何度も津波があり、不思議に被害はそ

れほどなかったそうです。ヤシの木が海岸線にも多

くあり、津波と一緒に上昇し、高いヤシの木につか

まり、助かった人も少なくなかったそうです。ただ、

降りるときは大変だったそうです。 

Q&A で、交通事情についての質問に、鉄道はデ

ィーゼル車でオフィストレインも運行し、国営のバ

スやプライベートバスが走行しています。地方では、

運転手付きのハイリンカーがよく利用されること

を説明されました。小学生からの質問「人気のスポ

ーツは何ですか」に「クリケットです」と返答され、

ほかにも多くの質問がありました。 

シルヴァさんが補足された話は、結婚する前、ホ

ロスコープ（星占い）はとても重要で、家族同士で

それを見て、「合う、合わない」の判断にするそう

です。そのため、離婚は簡単にいかないそうです。

それから、ダウリ(持参金)は夫に先立たれても生活

に困らないようにと、女性の実家から渡される金品

のことですが、夫からとやかく言われないそうです。 

なお、アンケート結果でも、ユーモアーがあり大変

良かったとのコメントが多数寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パワーあふれるシルヴァさん 

 

※次回：2013 年９月２２（日)は｢ドイツの話｣です。
ご都合のつく方、ぜひご参加ください。 

(世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉) 

 

「はじめて友だちになるとき」がテーマの子どもの

歌：シンハラ語のやさしいメロディをシルヴァさんの

透き通る声にリードされ、来場者と合唱しました。 

♪.. ランティキリシナ♪...  歯を全部見せて可愛く笑う 

♪.. ムアムア パーラ ♪.. 顔と顔を見て笑う 

♪.. ランヴィ アト アッラガナ アスデヴィーワ.♪.   

近くにきて手をつなぎ、目も笑うと友だちになる 
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サポートデスク相談実績 
６月 相談件数 61 件 

(日本語教室紹介、ボランティア、労働、結婚、

離婚、ビザ、通訳、医療通訳、翻訳など) 
    相談者数 61 人  

(日本/ 中国/ 韓国/ フィリピン/ ペルー/  

ブラジル/ アメリカ/ スリランカ/ ネパール/ 

タイ/ドイツ/エジプト/ルーマニア/ソマリア/

インド/イラク/エチオピア/モーリシャス） 
7 月 相談件数 49 件 

(日本語教室紹介、ボランティア、年金、健康診
断、学習支援、市営住宅、通訳、翻訳など) 

      相談者数 49 人 
(日本/ 中国/ 韓国/ フィリピン/ ペルー/ スペ
イン/ タイ/ スリランカ/ ネパール/ コロンビ
アなど) 

行政書士による外国人個別相談実績 
７月 13 日(土)  相談件数０件、相談者数０人 
８月 10 日(土)   相談件数 1 件、相談者数 1 人 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 

 http://nihongonokai.com/ 
 八王子国際友好クラブ 

 http://hiug.jp/hifc/ 
 八王子日中友好語学学習会 

 Tel: 090-1118-6098 
 児童･生徒の学習支援 
 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/ 
 八王子にほんごの会(子どもの日本語支援) 

 http://nihongonokai.com/ 
 その他 
 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 
   アジア青年会 Tel: 090-3877-3574 
 
 
[ 医療相談 ] 北原ライフサポートクリニック 

 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 25 年９月～10 月） 

 
編集･発行：八王子国際協会  

  
〒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  
URL： http://hachiojikokusai.world.coocan.jp/ 
Mail： koko-8@nifty.com 
 

各 種 情 報 
 

理事会報告    (平成 25 年６月) 

  

７月１日付で事務局長に就任いたしました。理事とし

て１年、前職八王子市市民活動支援センター長としての

経験とネットワークを生かし、１日も早く皆様のお役に

立てるよう精進してまいりたいと思いますので、ご指導 

の程お願いいたします。        (新事務局長 春田 博) 
 
 

6 月末で退任いたしました。20 年７月に協会設立以

来、多文化共生社会の実現に向け、皆様と一緒に活動さ

せてもらい、御礼申し上げます。今後は一会員として活

動に携わっていく所存でございます。 
(前事務局長 齋藤 健)  

  

 

 行政書士による外国人個別相談会 
  ９月 14 日(土)        14:00～17:00 

10 月 12 日(土)        14:00～17:00 

 日本語ボランティア ステップアップ講座  
10 月 19 日、26 日、11 月２日、16 日、30 日 

各土曜日（全５回）   10:00～12:00   

 「世界の人とふれあいタイム」ドイツの話 
      ９月 22 日（日）    13:30～15:30 

 語学シリーズ （全 10 回） 
* ９月 24 日～11 月 26 日（毎週火曜日） 

時事英語を学ぼう         13:30～15:00 
* ９月 26 日～11 月 28 日（毎週木曜日） 

初めてのスペイン語       13:00～14:50  
ステップアップ・イタリア語 15:00～16:50 

 日本語を母語としない親子のための多言語 
高校進学ガイダンス 

  10 月 20 日（日）    13:00～16:30 

 国際理解教育講演会「幸せの国ブータンの教育」 
   10 月 ６日（日）    13:30～15:30 

平成 25 年６月の理事会で審議・報告した事項をご報
告します。 
〇 総会の総括について報告されました。 
〇 書類の保存期間など、経理業務規程の改訂につい

て、審議されました。 
〇 協会職員の契約更新について報告されました。 
○ プロジェクト委員会、委員長会議、語学ボランテ 

ィア懇談会、協会活動説明会について報告されま 
した。 

○ 多文化共生推進プランの策定を踏まえ、市の事務分
掌や課の名称変更が検討されている旨、報告されま
した。 

 
 

事務局長が交代しました 

国際交流課の名称変更 (平成 25 年 8 月 26 日)   
事務局長交代 

   
事務局長交代 

市の組織改正により、国際交流課の名称が 

「多文化共生推進課」に変更になりました。 
 

mailto:koko-8@nifty.com

