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談笑しながら、美味しい BBQ

を 

 

 

 

 

 

 

 

 

留学生八王子ふるさとプログラム 
「外国人のお兄さんとあそんだよ」 

  留学生八王子ふるさとプログラム実行委員長 

                       塚本 回子 

  

秋たけなわの１０

月１９日(日)、高尾の

森わくわくビレッジで、

６カ国２６人の留学

生と、赤ちゃんから

大人までの日本人フ

ァミリー、合計７４人

が賑やかにバーベ

キュー大会を行いま

した。留学生が薪を

割り、火をおこし、日

本人のお父さんが

焼きそばを焼き、豚

肉を食べられないサ 

ウジアラビアの留学生のためには、野菜と魚介類が焼か

れました。食事の後は、ゲームやお国自慢の歌などが

飛び出しました。異国のお兄さん、お姉さんとすっかり打

ち解け交流している子ども達を見ていると、これからが楽

しみになってきます。 

 約４０人の留学生が４月に応募、市民からの応募のフ

ァミリーと組み合わせ、６月から交流がスタートしていま

す。それぞれ月に１，２回、家に呼んだり、メールで交流

したりしています。ホームビジットを基本とした交流プログ

ラムです。 

 １２月１４日(日)には

学園都市センター１１Ｆ

のクレアで、Ｗｉｎｔｅｒ 

Ｐａｒｔｙが開かれました。

約８０人の留学生とファ

ミリーが集い、他のファ

ミリーとの交流を幅広く

楽しみました。 

 

 

留学生が、｢私のお母さんは家に呼んでくれる

ばかりでなく、私をいろいろな所に連れて行ってくれま

す。」、ファミリーの小学生は「私の誕生日に、韓国のお

兄さんを呼んでご飯を食べました。」とスピーチで述べて

いました。留学生にとって八王子が第二のふるさととなっ

てくれるよう願っています。 

 

 

 

 

 

 

ふじみの国際交流センター 
 石井ナナエさんの講演をお聞きして 
             CCS 会員 柳 潤子 

 

１１月２３日に行われた講演会では、ふじみの国際交

流センターで活躍なさっている石井ナナエさんのお話

をお聞きしました。ふじみの国際交流センターには現在

２０ものプロジェクトがあり、幅広く活動をなさっています。

しかし、設立するきっかけは石井さんご自身のお子様 

が海外で親切にして

いただいたことから、

日本にいる外国人を

今度はご自分が助け

たいと思ったことだそ

うです。多くの人が毎 

日の生活の中で持つことのある自然な気持から、このよ

うな大きな組織が始まったことが非常に印象的でした。

ふじみの国際交流センターでの活動は主に外国人の

自立支援と国際交流の推進で、行政と深くかかわって

活動されています。特に行政委託を受けている生活相

談では、医療・家族・教育といった生活に密接した悩み

相談に応じていらっしゃり、外国人の方にとって大きな

支えとなっていることが容易に想像できました。また、ふ

じみの国際交流センターでは日本人スタッフだけでなく、

生活相談などを通して知り合った外国人スタッフも活躍 
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多文化共生の中で育まれる人々の優しさ 

全員参加のじゃんけんゲームで 

      プレゼントをゲット  

みんなで打ち解けて楽しくゲーム 

素晴らしい活動の話を真剣に聞く 
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されているそうで、日本人が日本に住む外国人を単に

支えるという構造を超えた、新しい地域社会の在り方を

感じました。これからの課題としては、私自身も CCS 会

員として日々感じている日本語を母語としない外国籍

児童のための日本語の保証や、ほかにもいくつか行政

から一方的に与えるだけでは十分に補い切れないよう

な家庭・就労支援に関わるものをあげていらっしゃいま

した。周りの目を気にせず、今やろうと感じたことをやっ

てみることの大切さを強調され、石井さんの活動に対す

る強いエネルギーを感じた講演会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４２回目の「世界の人とのふれあいタイム」は、フラン

ス人のシルビー・フラッシェさん(アテネフランセ、 

フランス語講師)をお迎えして、フランスのことを話してい 

ただきました。フランスと

聞けば、多くの人がパリ

を思い浮かべます。芸

術の都パリ、恋の都パリ、

ファッションの都パリ…

…。パリを訪れたことの

ある人は今でも心奮う想

い出があることでしょう。 

 フラッシエさんは、シャンソンが流れる講演会場に、何

と、あでやかな和服姿で登場され、日本での生活が板

についているように見えました。 

南仏のアヴィニヨンのご出身ですが、パリに４年間住

んだとのことで、普段は見えないパリの魅力について語

っていただきました。カラフルなスライドを使用して、とく

に日本人にも有名なモンマルトルを中心にした説明は、

印象的でした。モンマルトルは、パリ市内２０行政区の第

１８区に位置し、昔は草深い田舎であったとのこと、金の

ない芸術家が多く住んでいたこと、あの有名なムーラ

ン・ルージュのことなど、興味は尽きないものでした。 

話題はフランスの伝統的なお城、教会、庭園、建築

物などに移りました。 パリ郊外に沢山あるお城にまつわ 

 

る物語、噴水をいだいた特徴的なフランス式庭園、さら

にゴチックとローマンをミックスした歴史的な教会のこと

など、過ぎし日のパリの姿を彷彿とさせるに十分でした。 

約１時間の講演後、円陣になり、参加者の質問タイム。

パリといえば、エッフェル塔、セーヌ川、ベルサイユ宮殿、

ノートルダム寺院など、ややもすれば有名な観光地のこ

とが話題にのぼりますが、フラッシェさんは、あまり知ら

れていないパリの街のことを話してくださり、参加者にも

印象深い講演会でした。 

次回の報告は、１２月１４日のマレーシアの話です。 

（予告）２月２２日、フィンランドの話を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

                

 八王子に住む外国人は、いまや９，０００人近くに達し

ています。在留資格、ビザ、結婚／離婚、住宅、心身の

悩みなど在住にあたっての問題は複雑多岐にわたって

います。 

国際協会では、１０月３０日(木)、八王子スクエアビル

１２Fの第５セミナー室において、「日本に住む外国人の

基礎知識と問題点」という演題で、行政書士であり協会

の理事でもある高﨑鉄也氏にお話していただきました。 

 高﨑氏は、２０年近くサラリーマン生活を過ごされ、そ

の間には海外事業や外国人サポートも担当されたとの

ことで、経験を伴った大変興味深い話となりました。 

行政書士になって初めて取り組んだ案件が、特別在

留許可問題であったそうです。外国人妻、日本人夫の３

人で品川の入管まで出向いたことや、入管のその後の

対応など、話は具体的で分かりやすいものでした。 

八王子市内のある

大学で学ぶ留学生の

８０％は都内に在住し

ており、その理由とし

て生活のために働く

アルバイトを見つけや

すいことだそうです。 

また、中華料理店 

やインド料理店などを日本で開く条件について、本国

で１０年以上、タイ料理においては５年以上の経験が必

要であることなど、日本と相手国との条約によって規定

が相違するそうです。このように、なんとなくぼんやりとし 

日本に住む外国人の 

基礎知識と問題点について 

行政書士 高﨑鉄也氏 

『CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会』は、外国につ
ながる子どもたちの学習支援・日本語支援をしている、
学生主体の会です 

10 月 19 日(日)開催 

 

着物姿のフラッシェさんの話に興味津々 

これまでの知識を是正、熱心に聞き入る 
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た知識しか持っていない私どもにとって、高﨑氏の講演

は、在住外国人の立場をより理解し、知識を再整理す

る絶好の機会となりました。 

参加者からの活発な質問には丁寧に答えていただき、

有意義な講演会となりました。 

また、終了後の相談コーナーには、数人の外国人が

相談にみえました。この相談会は、今後も毎月第２土曜

日の１４：００－１７：００に開催する予定です。   

 

      

 

留学生と一緒に 

 立川防災館を見学 
 

 １１月１８日(火)、八王子の大学で学んでいる中国人留

学生や、八王子市の友好都市である台湾の高雄市の

研修生など、合計１３人が参加して、東京消防庁の立川 

防災館を見学しました。 

担当者から見学前の説明

を受けたあと、まず『煙体

験室』に入りました。人工

煙が充満する場所から脱 

出する訓練です。煙に巻

かれず、煙を吸わずに避

難することを学ぶ訓練で

すが、初めての体験でと

まどった人も多かったよう

です。 

『地震体験室』では、起震施設に入り、震度７までの

人工地震を体験しました。実際の地震に似た体験がで

きるうえ、地震の際の注意点や身の安全を図る方法を

学びました。とくに、中国四川省の大地震の記憶もなま

なましい中国人留学生にとっては貴重な経験になった

ことでしょう。 

次は、９ｍにおよぶ大スクリーンの『映画鑑賞による疑

似体験』でした。「太陽から引き裂かれた日」というタイト

ルで、首都圏に大地震が発生したとの想定です。高層

ビルが破壊され、火災が発生し、人々が逃げ惑うシーン

は迫力十分で、首都圏直下型地震に対する心構えを

再認識した体験でした。 

『応急救護訓練』では、AED の使用方法や人形を使

って、人工呼吸や心臓マッサージを教わりました。うまく

いかずやり直しを命じられる場面もありました。 

最後に、『初期消火の技術』を体得するコーナーでは、

スクリーンに映し出される炎に向かって、消火器を噴射 

 

する訓練です。全員が「合格」のお墨付きをいただきま

した。かくして、見学会は３時間ほどで終了しました。青

空がまぶしい天候に恵まれ、立川までのちょっとしたドラ

イブ気分は楽しいものでしたが、留学生等参加者にとっ

ては災害に対する意識を認識する、中身の濃い体験で

した。 

 

 

 

理事会での決定事項をご連絡 
 

 理事の交通費について、会議 1回につき 1,000円に

決定。 （１０月) 

 組織体系図において、実行委員会と事務局、団体ネ

ットワークの位置づけをより明確にした。   (１０月)                

 理事会の決定事項を会報等で会員に公表することと

した。          (１０月) 

 設立記念行事として次のとおり開催することを決定。  

 平成２１年３月２１日（土） 映画と講演 

     地球のステージ「ありがとうの物語」 (１０月) 

 留学生の就職支援セミナーを平成２１年３月に開催

することを決定。 （１１月) 

 日本語ボランティア養成講座を平成２１年３月に開催

することを決定。 （１１月) 

 協会の個人情報保護方針、個人情報保護規程を制

定。 (１１月) 

 八王子国際協会の会議室の名称を、「地球市民プラ

ザ会議室」に決定。                (１１月） 

    

 

 
 
    

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

 １１月２２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 

   １２月１４日(日) １３：００～１５：３０ 

      マレーシアの話 

 留学生八王子ふるさとプログラム 

 １２月１４日(日)   ウインターパーティ  

 国際理解教育 

これまで、下記学校・施設を外国人と共に 

訪問しています。  

横川小学校、川口公民館、美山小学校、 

小宮小学校、長池小学校、第７小学校 

これまでの活動報告 

あわてないで！ 

  消火器を手に訓練をする 
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 語学シリーズ 中国語講座 

毎週木曜日 13：00～15：00 １月１５日から全１０回 

 語学シリーズ ドイツ語講座 

毎週木曜日 15：00～17：00 １月２２日から全９回   

 専門家による外国人個別相談会 

日時:１月１０日（土） 14:00～１７:00  

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

日時：１月２４日（土） 13：30～15：30 

場所：クリエイトホール 図書館２階 

２月以降の予定 

 世界の人とふれあいタイム 

フィンランドの話 

日時：２月２２日（日） 13：30～15：30 

 専門家による外国人個別相談会 

日時：２月１４日（土） 14:00～１７:00 

 外国人のためのリレー専門家相談会 

２月２１日（土） 13：00～16：00 クリエイトホール 

 講演「外国につながる子どもたちの現状と課題」 

３月１日（日） 14：00～16：00 

 専門家による外国人個別相談会 

日時：３月１４日（土） 14:00～17:00 

 日本語ボランティア養成講座 

３月７日(土)～全６回 10：00～12：00 

 留学生のための就職支援セミナー 

３月８日(日)、１５日(日) 13：00～17：00 

 映画と講演 「地球のステージ ありがとうの物語」 

３月２１日(土) 18：30～21：00  

学園都市センターイベントホール 
 

       八王子国際協会事務局から 

１０月３１日、八王子市の友

好都市、台湾の高雄市からの

研修生劉さんと林さんが来会

され、協会の役割や活動の状

況などを説明、情報交換しま

した。 

１２月７日、学園都市センターで開かれた、「八王子

地域２３大学留学生日本語弁論大会」に八王子国際協

会も協力しました。スピーチをした１５人の留学生は「八

王子国際フレンド」に任命されました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◉日本語教室  

 生涯学習センター(クリエイトホール) 

 ℡：０４２－６４８－２２３２ 

 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/ 

◉子どもの学習支援 

 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） ℡：０４２－６２７－９３０４ 

 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  

 

 

 

 

 １０月１１月 サポートデスク実績報告 

《１０月》 

相談件数４５件（日本語学習・通訳翻訳・国際結婚ビ

ザ・健康相談・遺産相続・病院紹介・子どもの学習

支援・就職・税金他） 

相談人数４７人（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・

アメリカ・タイ・バングラディッシュ・ジャマイカ・ミャン

マー・イギリス・インド・ブラジル・フランス） 

《１１月》 

相談件数４１件（日本語学習・翻訳・就学ビザ・労働ビ

 ザ・６ヶ月検診他） 

相談者数４４人（日本・中国・韓国・フィリピン・インド・ネ

パール・ミャンマー・ベトナム・ジャマイカ） 

◎専門家による外国人個別相談会 
  毎月第２土曜日 14:00～17:00 
  場所：八王子スクエアビル 11F  

八王子国際協会 （愛称）地球市民プラザ八王子 

地球市民プラザ八王子だより 第３号  
  （主な内容） 

２００８年１２月２２日発行 

留学生ふるさとプログラム      ……… Ｐ．１ 

ふじみの国際交流センターの話    ……… Ｐ．１ 

世界の人とふれあいタイム、ほか   ……… Ｐ．２ 

在日外国人の基礎知識と問題点 ……… Ｐ．２ 

防災館見学、理事会報告、活動報告  ……… Ｐ．３ 

活動予定、情報 ………  Ｐ．４ 

サポートデスクだより        ………  Ｐ．４ 

今後の活動予定 

編集後記 

 早くも年末。八王子国際協会の事務局には「師」も「弟」
もいませんが、設立以来５カ月、師走のごとく走り続けた
日々でした。来る年は、もう少し余裕のあるウォーキングが
できることを願い、実り多い年となることを期待しています。 

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 

 

学習・講座 
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