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平成 21 年度総会を開催 

5月 24日（日）午後 1時 30分、学園都市センター12

階第1セミナー室において、平成21年度八王子国際協

会総会が開催されました。 

 5 つの議案が討議され、採決の結果、いずれも可決さ

れました。 

 

◎平成 20年度事業報告及び収支決算 

平成 20年度の事業報告 

八王子国際交流団体連絡会から引き継いだ各種事

業をさらに活発に展開し、生活コミュニケーション支援を

はじめ国際交流、国際理解の促進を図りました。 

  サポートデスクでは、相談件数が前年度の 2.4倍とな

りました。20 年 10 月からは行政書士による外国人の個

別相談を開始しました。また語学ボランティアを募集し

通訳・翻訳業務を担当してもらいました。 

 新しい事業として、留学生のための就職支援セミナー、

日本語ボランティア養成講座を実施しました。 

 外国につながる児童・生徒の学習支援における行政、

学校、ボランティア団体相互の連携を円滑に行う仕組

みづくりや支援強化を図るためのプロジェクトを編成し

検討を行っています。 

 個人情報保護方針、個人情報保護規程の制定、会員

名簿の作成、会議室の利用規程の整備、団体会員との

共催事業の規定化など各種規程等の整備を行いまし

た。 

 会報の発行、市報や外国人向けの広報紙(GINGKO)、

CATV を通し協会の活動を広く案内してきました。また

ホームページの刷新を行いました。 

設立して 8 か月、組織の基盤の整備と生活コミュニケ

ーション支援事業の充実に重点をおきながら、各種事

業を展開し、多文化共生社会の推進を図ってきたところ

です。 

 

平成 20年度収支決算報告 

収入の部 

会費収入 207,000 

事業収入 527,500 

補助金等収入 5,293,085 

雑収入 62,253 

繰入金（連絡会より） 470,860 

収入計 6,560,698 

  

支出の部 

事業費支出 1,796,478 

主催事業 1,025,183 

生活コミュニケーション事業 406,711 

国際交流事業 87,439 

国際理解事業 531,033 

八王子市からの受託事業 711,695 

共催事業 59,600 

管理費支出 4,423,728 

人件費 3,556,630 

管理事務費 867,098 

支出計 6,220,206 

収支差額 340,492 

 

◎年会費の件 

規約第 6条（会費）の規定による年会費は、次の額と

した。（設立当初と同額） 

個人会員 

一般 2,000円 

団体会員として登録している団体に
所属の者 

1,000円 

（学生のみの団体の）団体会員に 

所属する学生 

免除 

団体会員 

 一般 10,000円 

構成員が学生のみの団体 1,000円 

賛助会員 

個人（一口） 1,000円 

団体（一口） 10,000円 

平成 21年 4月 1日から適用 

八王子国際協会 
第 6号 2009年 6月 25日 
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◎平成 21年度事業計画及び収支予算 

平成 21年度事業計画 

昨年度に引き続き、更に基盤の確立に努め、事業の

一層の強化・充実を図ります。 

昨年 10 月から「行政書士による外国人個別相談」を

実施していますが、外国人支援のためのサポートデスク

の存在をより広めるとともに、語学ボランティアの協力を

得て相談支援体制の強化を図ります。 

昨年度試行的に実施した「語学ボランティア」や「留学

生のための就職支援セミナー」、「日本語ボランティア養

成講座」を生活コミュニケーション事業に位置付け実施

します。「学習支援プロジェクト」も、引き続き検討をすす

めていきます。 

 「国際交流フェスティバル」は、協会 1周年記念事業と

して、多くの会員の方々に加わってもらい、行政や関係

諸機関との協働により実施していきます。 

 「国際理解教育」では、外国人講師の協力も得て、内

容の充実に努めます。 

 「広報事業」として、会報の制作に会員の方々にも参

加してもらうことを企画しています。また、ホームページ

の内容の充実と迅速な情報の提供をしていくとともに、

放送、新聞、ミニコミ紙等を通じた広報活動を展開して

いきます。 

 共催事業として、「多言語情報紙の発行」、「絵本の読

み聞かせと遊び」を行います。 

 

＜主催事業＞ 

１．生活コミュニケーション支援事業 

語学ボランティア 相談業務の通訳、各種翻訳 

留学生のための

就職支援ｾﾐﾅｰ 

日本及び八王子の企業に就職を

目指している留学生を支援 

日本語ボランテ

ィア養成講座 

日本語を支援する人材を発掘・養

成 

学習支援 

プロジェクト 

外国につながる児童・生徒の学習

支援の体制確立に向けて検討す

る 

 

２．国際交流事業 

留学生八王子ふ

るさとプログラム 

1年間のホームビジットによる交流 

10月と 12月に交流会を開催 

国際交流フェス

ティバル 

協会設立 1 周年記念事業とし 10

月 4日に開催 

世界の人とふれ

あいタイム 

外国人ゲストから出身国のことなど

を紹介してもらう  隔月開催 

 

３．国際理解事業 

国際理解教育 学校、地域、外国人講師の３者協

働で、国際理解教育を進めること

をコーディネートする 

研修・講演会 市民や会員を対象に研修や講演

会を企画・実施する 

語学シリーズ 語学学習を通してその国の文化に

触れてもらう 

 

４．広報事業 

広報活動 会報の制作・発行、ホームページ

の管理、CATV など各種媒体を通

じ活動案内 

 

＜八王子市からの受託事業＞ 

在住外国人サポ

ートデスク 

暮らしの情報提供、生活相談、専

門家相談窓口の紹介 

行政書士による外国人の個別相談

（毎月第 2土曜日） 

外国人のための

リレー専門家相

談会 

都内 20ヶ所で行う通訳付きの専門

家による相談会 

平成 22年 2月 20日実施 

外国人市民会議 外国人が暮らしやすいまちづくりの

ため検討を行い、提言書を作成 
 

＜共催事業＞ 

多言語情報紙の

発行 

広報はちおうじを中心に生活に必

要なニュースや情報を 6 ヶ国語で

発行 

絵本の読み聞か

せと遊び 

外国人親子を対象とした絵本の読

み聞かせと遊びを紹介 
 

平成 21年度収支予算 
収入の部 

会費収入 270,000 

事業収入 480,000 

補助金等収入 7,066,085 

雑収入 4,000 

繰入金 340,000 

収入計 8,160,000 
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支出の部 

事業費支出 3,689,000 

主催事業 1,163,000 

生活コミュニケーション事業 418,000 

国際交流事業 341,000 

国際理解事業 354,000 

広報事業 50,000 

八王子市からの受託事業 2,386,000 

共催事業 140,000 

管理費支出 4,421,000 

人件費 3,822,000 

管理事務費 599,000 

予備費 50,000 

支出計 8,160,000 

収支差額 0 

 

◎規約の改正 

事務局を規定、役員の任期を 2 年（22 年度総会で選

任された役員から適用） と規定したほか、規定の整備

を行った。 

 

◎理事及び監事の選任 

平成 21年度理事 

金刺 亨夫 北田 玲子 鬼頭 史郎 

許 硯輝 久保田 貞視 齊藤 広子 

シュレスタ 

タラ バブ 
鈴木 博久 高﨑 鉄也 

千種 康民 塚本 回子 平沢 徳久 

松原 拓郎 峯尾 常雄 閔 榮和 

平成 21年度監事 

内堀 晴雄 中村 敬 

（50音順 敬称略） 

 

総会後に開かれた理事会で、理事長の互選があり、

昨年に引き続き、平成 21 年度の理事長に鬼頭史郎氏

が選任されました。 

   

 

 

4月度理事会での決定事項をご連絡 

 

理事会で審議決定した事項をご報告いたします。 

○これまで使用していた「実行委員会」の名称を「委員

会」に改めることになった。 

○共催事業として、八王子国際友好クラブの「多言語情

報紙の発行」と、エンドウ・スタジオの「絵本の読み聞

かせと遊び」が決定した。 

○総会の議案について決定した。  

 

 

 

 

 

平成 21年 4月 26日実施 

トルケル・ビデン氏 

今回のゲストは明治大学で勉学している、日本語が

大変上手なトルコの好青年でした。トルコに関する基礎

的な紹介（日本に対し面積は 2 倍、人口は半分、GDP

は 1/4、教育制度は日本の 6・3・3・4に対し 5・3・4・4、首

都はイスタンブールではなくアンカラ等）から始まり多方

面に亘り興味深いお話をしてくれました。 

宗教はイスラム教だが、あまり厳格でなく中東の中では

一番自由な国だそうです。 

トルコの有名な観光地として下記の紹介がありました。 

・ トロイア遺跡 

・ ブルーモスク…景色がすばらしい。 

・ パムッカレ（世界遺産） 

・ カッパドキア（地下都市） 

・ ハマム（トルコ風呂） 

トルコ風呂は、大変健全的なもので、どの町に行っ

ても必ずあるそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本とトルコの友好秘話 

・ エルトウールル号遭難事件 

1890 年オスマン・トルコ帝国の軍艦エルトウールル

号が台風により和歌山県の沖合で遭難した。581 人

の犠牲者がでたが、近くの村民の必死の救助で 69

人が一命を取り留めた。こういう事実が今でも学校の

教科書に記載されているので、対日感情は大変良

いそうです。 

・ テヘラン空港救出劇（イラン・イラク戦争（1980～

1988）の最中での出来事） 

エルトウールル号遭難事件より、およそ一世紀近く

経った 1985年、イラクが「イランの上空を航行する航

空機は全て撃墜するという方針を発表した。イラン在

住の日本人を救出するための救援機も安全上の理

由で現地に行けず、困っていた時にトルコ航空機 2

機が危険をテヘラン空港に行き、215 人の日本人を

救出した。 

トルコと日本はこんな結びつきがあった事を知り、大変

親近感が持てました。  

    報告：平沢 徳久 委員長  
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 絵本の読み聞かせと遊びの会 

５月２３日（土）、６月２７日（土） 
  13：30～15：30 クリエイトホール 図書館 2階 

 専門家による外国人個別相談 

５月９日（土）、６月１３日（土） 14:00～17:00 

 平成２１年度 総会 

５月２４日（日） 14：00～16：00  

学園都市センタ-12階 第１セミナー室 

 世界の人とふれあいタイム  コロンビアの話 

６月２１日（日） 13：30～15：30 

 米国アイダホ州ボイシー州立大学、教授と学生が
研修視察で市内小・中・高等学校、特別支援学校
を訪問、日本文化、ホームステイを体験  

６月２２日（月）～７月１日（木） 
 

 

 

 専門家による外国人個別相談 

７月１１日（土）、８月８日（土） 14:00～17:00 

 行政書士による研修会 （在留資格などについて） 
７月１２日（日）  13：30～15：30 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

７月２５日（土） 
  13：30～15：30 クリエイトホール 図書館 2階 

 世界の人とふれあいタイム  イギリスの話 

８月２３日（日） 13：30～15：30 

 ※特に記載がない場合、会場は地球市民プラザ会
議室です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◉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 

◉子どもの日本語支援 

   八王子にほんごの会 

URL: http://nihongonokai.com/jp/ 

◉絵本の読み聞かせと遊びの会      

エンドウスタジオ 

  http://homepage3.nifty.com/endos_studio/index.html 

◉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  

◉アジア･ディスカッション･フォーラム 毎週火曜日 18：00 

 アクティブ・イングリッシュ       毎週木曜日 18：00 

  アジア青年会 ℡：０９０－６１６４－２８６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

４．５月のサポートデスク実績報告 
４月 相談件数６４件 

（日本語学習・ビザ・学校教育・ 
就職・翻訳他） 

 相談人数６４人 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ 
アメリカ・メキシコ・台湾・ネパール・ 
イタリア・台湾） 

５月 相談件数３５件 
 （日本語学習・学校教育・住宅・ビサ他） 

相談者数３５人（日本・中国・韓国・ 
フィリピン・ペルー・ブラジル・タイ・
ネパール・ナイジェリア・ 
サウジアラビア・イタリア） 
 
 

４・５月の行政書士による外国人個別相談 
４月 相談件数 1件（フィリピン） 
５月 相談件数 1件（フィリピン） 

今後の活動予定 

 

編集後記 

 狭い事務室ですが、八王子の南部の街を見渡せるのは、

心地良いものです。受付を閉め、事務室で仕事を片づけて

いるとき、「あ、まだ明るい。もう少し続きができるかな」と時

計を見ると、なんと 7 時になっていることがあります。1 年の

うち日照時間が１番長い夏至の候です。 

 気がつけば、八王子国際協会はもうすぐ 1 歳の誕生日を

迎えます。これからも、意義ある活動を進めていきたいと願

いながら、ふたたび夕暮れどきの街に目を移すこの頃で

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 9-1 八王子スクエアビル 11階 
TEL & FAX： 042-642-7091 （日・祝日を除く） 
URL: http://homepage3.nifty.com/koko-8/index.htm 
Mail: koko-8@nifty.com 
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