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現在、16 言語約 200 名の語学ボランティアが通

訳・翻訳を行っています。 

（英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルト

ガル語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、ウクライ

ナ語、アラビア語、ネパール語、タイ語、ラオス語、

ベトナム語、モンゴル語、タガログ語、） 

詳しくは当協会へお問い合わせください。 

 

 

講演は MIC かながわ(多言 

語社会リソースかながわ）の 

ベテラン英語通訳の岩元陽子 

さんとスペイン語通訳の大城 

良子さんによって行われました。 

岩元さんが医療通訳の心得とご自身の経験とを、そ

して大城さんの経験を交えながらの実践的な講演をし

てもらいました。 

ワークショップは、最初に参加者がペアーを組み、

外国人患者役は配布資料のとおり、病気の症状をそれ

ぞれ登録した言語で医者役に説明します。外国人患者

さんの不安な気持ちを参加者に実感してもらうこと、

外国語しか話さない患者さんが来たとき医者はどんな

思いをするかをイメージすることから始めました。 

訓練された第三者の通訳の重要性を実感してもらう

こともこのワークショップの目的でした。 

講演終了後、参加者から熱心な質問や意見が出て有

意義な講演でした。 

 

引き続き行われたロールプレイングは打撲、風邪に

関する症状を英語３名、スペイン語１名、中国語５名

のネイティブの方が患者役となって訴え、医師役に参

加者が通訳するというものでした。患者役のネイティ

ブの方の臨機応変な対応などもあり、ユーモアを交え

たロールプレイングになりました。 

 

 

八王子国際協会では語学ボランティアの皆様の状

況を把握するために、2 年ごとに再登録をお願いして

おります。今後とも引き続き、ご登録ください。 

今回の「集い」終了後、新たに 10 人の方が「医療

通訳ボランティア」を希望しています。 

現在、語学ボランティアは約 200 名が登録されて

います。登録者は当協会事業の様々な分野で通訳や翻

訳者として活躍しています。しかし語学ボランティア

同士が顔を合わせる機会が少ないこともあり、交流を

図るために今回、懇談会を実施しました。 

昨年は災害時の対応ボランティアに焦点を当てて

開催しましたが、今回は医療通訳ボランティアをテー

マに呼びかけました。 

最後に参加者全員が輪になり、活動経験や今後どの

ような活動をしたいかなどを発表しあいました。 

語学ボランティア同士の親睦を図ることができま

した。 

 
医療ボランティア委員会 委員長 内堀 晴雄 

実施日：平成 26 年３月 21 日(金) 

場  所：学園都市センター第 1 セミナー室 

今年は医療ボランティアの活動に焦点を当てて開

催しました。３連休の初日、お彼岸の中日でもあり、

参加者が少ないのではとの心配をよそに、大勢の医療

ボランティアに興味を持つ方たちと関係者で 49 名の

参加がありました。参加者の対象言語は、英語 36 名、

中国語８名、スペイン語４名、韓国語１名でした。 

 

春田事務局長の挨拶、参加者全員の自己紹介、MIC

かながわのベテラン医療通訳による講演と簡単なワ

ークショップ、次にその日のハイライトである各言語

別にグループになってのロールプレイングを行い、最

後に懇談会と進みました。 

 

 

現場に裏打ちされたお話はとても興味深く、共感

するお話もたくさんあって勉強になりました。 

研修の機会などもっと設けてくだされば、もっと

勉強して、ぜひボランティアとして活躍してみたい

と思います。 

 

 

 

《 参加者の声 》 

語学ボランティア再登録のお願い 
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2013 年度の多文化共

生推進課からの委託事業

の一環として、市民向け

の国際理解講座を開催い

たしました。この講座は

JICA 多摩地区デスクの

浦輝大氏に講師をお願い

し、多文化共生社会を迎

え、外国人市民と共に暮 

らすためにはどのような視点が必要であるかをワー

クショップ形式で進め、相互理解を深めることを目的

に行いました。 

現在、約 9,000 人の外国人が市民として八王子市

に生活しており、ご近所に外国人が住んでいることは

当たり前のようになっています。 

しかしながら、地域自治会での問題、学校での問題

等、お互いの理解不足によるトラブルが発生しがちな

ことも事実です。このような現状にあって、今回のワ

ークショップでは、資料「外国人、住民の４割、文化

違い“共生”難しく」をもとに、参加市民が、行政、

自治会、お隣の住民、外国人支援団体、外国人と立場

を変えて考えながらロールプレイングをしました。 

このような具体的なテーマにより、多くの参加者が

様々なことに気付き、アンケートでは、まずは笑顔で

挨拶、日本人からの歩み寄り、上から目線で接しない、

歓迎の姿勢を示してから生活上のルールを守っても

らうように伝える、子供の頃から交流の機会を増や

し、他国に関心を持つ 

などの貴重な意見をい 

ただきました。 

次の開催を期待すると 

いう声も聞かれ、有益 

な講座となりました。 

 

 この度、市からの委託を受け、「外国人コミュニティ

支援プロジェクト」として、Facebook を立ち上げま 

した。 

主な目的としては、日本にお住いの外国人が、防災・

災害・医療等の情報を知ることにより、いざというと

きのための備えおよび日本で生活しやすい環境作りを

することです。また、外国人が気軽に話し合える場を

提供することにより、日本での生活を楽しんでもらい

たいというのも大きな役割のひとつとしています。 

 

 

 

 

 
 

現在はサイトが中国語、韓国語･朝鮮語に翻訳された

グループがあり、今後はさらに、皆様がより一層親し

めるように、中国語、韓国語･朝鮮語以外のグループを

増やしていく予定です。 

もし、「私も興味がある」という方がおられましたら、

お気軽に八王子国際協会までお問い合わせください。

お待ちしております。 

 

 

市からの委託を受け、研修 

を兼ねて、当協会の学習支援 

者と会員の方々に参加を呼び 

かけ、講演会を開催しました。 

講師に都立小山台高校定時 

制教員の角田 仁氏を迎え、外 

国につながる生徒が多い実情からの取り組みや課題

について話していただきました。 

定時制高校では、卒業時の生徒数が入学時の 3 分の 

1 になる厳しい現実があ 

ります。それを踏まえた中 

で、外国につながる生徒に 

『自分のルーツを大切に 

すること、市民としての生 

き方』を考えさせ実践させる、教科『市民科』があり、

その取り組みを紹介さ 

れました。 

当協会の学習支援教 

室では現在、25 名の 

小・中学生を支援しています。支援の目標のひとつは

高校進学です。日本の現状と子どもたちの将来にもっ

と目を向けることで、支援を充実させていきたいと改

めて考えました。 

 

実施日：平成 26 年３月２日(日) 

場  所：学園都市センター第５セミナー室  

  

実施日：平成 26 年３月 22 日(土) 

場  所：学園都市センター第５セミナー室  

学習支援委員会 委員長 吉越京美 

 

国際理解教育プロジェクト委員会 委員長 清水 久美子 

外国人コミュニティ支援プロジェクト委員会  
委員長 山本 武志 

https://www.facebook.com/hachiojikokusaikyokai 
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八王子国際協会は、個人会員、賛助会員のほか、団

体会員で構成されています。７つの団体会員はそれぞ

れの特色を持って国際交流に関する活動を活発に行っ

ています。今号より、順次、団体の代表者を訪問し、

インタビュー形式でお話を伺い、会員のみなさまにご

紹介していきます。第 1 回は八王子市で一番長い国際

交流の歴史を持つ、八王子国際友好クラブです。 

八王子国際友好クラブ（HIFC） 
2014 年 3 月 25 日、団体会員である HIFC（八王

子国際友好クラブ）代表の藤原博子さんにお話を伺い

ました。 

＜会員数や、活動内容について＞ 

会員は日本人、外国人を含めて約 200 人です。日

本語、生活相談、交流、研修、会報・ホームページの

グループに分かれて活発な活動が行われています。 

 

（報告者：広報委員 中西 隆） 

 2014 年新年会の記念写真 

語学シリーズ冬期講座(1 月～3 月)は終了しました 。 

平成 26 年度は、5 月 8 日と 9 日にスタートします 。 

今までは国際交流室で開講していましたが、今年度

より、場所が「シミズパーク２４」に変更になりま

す。当協会より徒歩 1 分のところです。 

「時事英語を学ぼう」の講師キャロリン先生は新し

い教室を「とても静かでよい雰囲気！」と、受講者

のみなさんに嬉しそうに伝えていました。 

 

 

 このように外国人交流の草分け的団体である HIFC

等の提言で、八王子市が取り入れた事業も多く、学園

都市センターに国際交流コーナーが作られたり、日本

語ボランティア養成講座が開設されたりしました。 

＜設立の目的について＞ 

 HIFC の設立の目的は、「同じ地域に住む外国人と、

日常生活に根ざした交流を通してお互い学び合い、理

解を深めることにより草の根国際親善を図ることで

す。また地球市民感覚を身につけ、ひいては世界の平

和に貢献する。」というもので、今もこの理念が継承さ

れています。 

＜特色について＞ 

 この会の特色は、日本語支援や生活支援のほかに、

幅広い交流活動を行っていることで、毎月、和食や外

国の料理を楽しんだり、皆で小物を作ったり、浴衣を

着る催しや花見やハイキングなどの交流イベントを継

続し、日本文化を外国人に紹介したり、反対に外国の

方に自国の文化を紹介してもらったり、意見交換の場

を設定したりしています。これらの活動は、日本語教

室などの外国人学習者へ会報や口コミで伝えられ、参

加者が広がっています。 

 日本語教室においても、クラス形式の教室から、マ

ンツーマンの教室まで、外国人の日本語能力や目的に

応じて、多彩できめ細かな支援が持ち味です。八王子

で生活しているひとりでも多くの外国人に草の根的に

情報を伝え、そして、交流を楽しみたいと思います 

＜活動での悩みは＞ 

 現在の活動での悩みとして、支援者の高齢化です。

八王子の多くの団体と同じように発足当時のメンバー

が継続して中心的役割を果たし、団塊の世代の定年退

職により一時的に新たなメンバーが加わったものの、

若年層の参加が少ないことです。 

 

 

 

1

305 文字 

 

＜会の発足当時について＞ 

八王子の国際交流団体としては最も古く、結成 27

年を迎えます。海外留学や海外駐在の経験者が、現地

で受けた恩返しの意味で、八王子在住の外国人との交

流および日本での生活支援を目的に、当時 30 代から

40 代の主婦が中心に結成しました。 

外国人向け情報紙は、広報はちおうじ等の情報を英

語ほか多言語に翻訳し、1997 年から 2011 年まで、

多言語情報紙 Rapport（ラポール）を外国人向けに発

行していました。 

発足当初の活動は主に JICA や IDACA（アジア農

業協同組合振興機関）の研修生との交流でしたが、

1990 年に入国管理法の改正で、南米などの日系人を

含む就労者が多く来日するようになり、会の活動の比

重は日本語教育や生活支援が増して来ました。 

 

 

語学シリーズ 春季講座スタート 
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サポートデスク相談実績 
２月 相談件数 199 件 

（日本語教室紹介、ボランティア、年金、学習
支援、国際理解教育、通訳、翻訳等） 

    相談者数 199 人  
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・イ
ギリス・ベトナム・ドイツ・インド・ネパール・
マレーシア・スリランカ・セネガル・ウクライ
ナ・コロンビアなど） 

３月 相談件数 214 件 
（日本語教室紹介、ボランティア、労働、住宅、
離婚、健康診断、医療通訳、通訳、翻訳等） 

      相談者数 214 人 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ 
アメリカ・ドイツ・台湾・オーストラリア・ 
コンゴ・コロンビア・スリランカ・サウジアラ
ビアなど） 

行政書士による外国人個別相談 
３月  ８日 相談件数１件、相談者数１人 
４月 12 日 相談件数 3 件、相談者数 3 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 (HIFC) 
 http://hiug.jp/hifc/ 

 日中友好の八王子で日本語を学習する会 
（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） 
 八王子駅前学習教室  （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) (IVH) 
 http://www.ivh-jp.org 

 アジア･ディスカッション 
   アジア青年会 (AYC) 

Tel: 090-3877-3574 

 [ 医療相談 ] 

１．多文化精神科外来 

♦英語・フランス語は北原リハビリテーション病
院にて行なっています。 
所在地：八王子市左入町４６１ 
Tel: 042-692-3332  診療日：火・土曜日 

 ♦英語・中国語は北原国際病院にて行なっています。  
所在地：八王子市大和田町１-７-２３ 
Tel: 042-645-1110   診療日：金曜日 

２．なんでも相談室 

ライフサポートクリニックでの無料相談は終了
となりましたが、なにか医療でお困りのことがあ
りましたら、北原国際病院相談室に直接ご相談ください。 
問合せ： Tel: 042-645-1110 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後の活動予定（平成 26 年 5 月～6 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 

東急スクエアビル 11階 
 

TEL & FAX：042-642-7091  
URL： http://hachiojikokusai.world.coocan.jp/ 
Mail： koko-8@nifty.com 
 

各 種 情 報 
 

 行政書士による外国人個別相談 
5 月 10 日(土)      14:00～17:00 
6 月 14 日(土)      14:00～17:00 

 
 語学シリーズ (全 10 回) 

* 5 月 9 日～7 月 11 日（毎週金曜日） 
時事英語を学ぼう        13:00～14:30 

* 5 月 8 日～7 月 10 日（毎週木曜日） 
初めてのフランス語       13:00～14:50 
ステップアップ ドイツ語    15:00～16:50 
   

 留学生八王子ふるさとプログラム「BBQ 交流会」 
５月 31 日(土)      11:00～15:00 

 日本語ボランティア基礎講座 
*6 月 3 日～7 月 8 日(毎週火曜日)10:00～12:00 

 
 世界の人とふれあいタイム「フィリピンの話」  

６月 29 日(日)      13:30～15:30 

平成 26 年５月 25 日(日)13:30～学園都市センター 

第 1 セミナー室において、「平成 26 年度総会」を開

催します。資料は、後日会員のみなさまへ発送します。

ぜひご出席をお願いいたします。 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

299 7 団体 4・個人４ 314 

 

会員数報告 （平成 26 年 4 月 1 日現在） 

 

<賛助団体会員>  医療法人社団 KNI 北原国際病院 

（株）JCN テレメディア八王子 
東京八王子高尾ライオンズクラブ 
東京八王子南ロータリー・クラブ 

新年度の会員を募集しております。 

平成 26 年度もさらに充実した活動を展開してまい

ります。現会員で、年会費の納入がお済でない方は、

納入よろしくお願いいたします。 

 

  

理事会報告 (平成 26 年３月) 
平成26年３月28日の理事会で審議・報告した事項を

ご報告します。 

・総会議案（25年度事業報告・決算報告、26年度事業

計画案・予算案、規約等改正、役員候補者の推薦について） 

・第２学習支援教室の開設について 

・学生外国語弁論大会の休止について 

 

 

 〝The Japan Times On Sunday〟 をご覧いた

だけます。月～土曜（祭日を除く）10：00～17：00 

 

総 会 の ご 案 内 

 
英字新聞の購読を開始しました！ 

mailto:koko-8@nifty.com

