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―国際交流フェスティバル２００９を終えて― 

フェスティバル委員会委員長  福島 恵美子 

 １０月４日(日)、「国際交流フェスティバル 2009」を八

王子スクエアビルにある学園都市センターで開催い

たしました。今年のテーマは、日本人市民と外国人

市民が自然に触れ合える場、「世界ふれあい交差

点」。外国人 9,200人（９６ヶ国）、留学生 3,000人が生

活し学ぶ八王子で、市民の一人ひとりが共に住み共

に生活し、沢山の出会いとふれあいがあることを願う

ものでした。 

 当日は、約 1,200人の来場者があり、盛りだくさんの

イベントに参加し楽しみました。 

 １４ケ国（イタリア、ウクライナ、ルーマニア、インドネ

シア、フィリピン、モンゴル、イスラエル、中国、台湾、

韓国、ネパール、スリランカ、ベトナム、タイ）の外国の

方々が、「異文化交流ブース」として自国を紹介する

民芸品や写真などを準備し、多くの日本人と外国人

が交流しました。開会式に駆けつけてくださった黒須

市長も、ブースの外国人とのふれあいを通じて､友好

を深めておられました。 

 「ステージ公演」では、由井中の三味線・車人形、イ

タリアの歌、中国の二胡、津軽三味線、インドの歌、

パントマイム、よさこいソーラン節の演舞が披露され、

出演者と会場の参加者が一体となって歌って踊る姿

は、国際交流そのものでした。 

またホワイエでは、「チェロの演奏体験・ミニ演奏会」

と珍しい催し物に参加者は大満足の様子でした。 

 セミナー室では「国際交流ボランティア団体の紹

介」、「世界の織物展」、お手玉・折り紙・中国の蹴鞠

等の「遊びの体験コーナー」など、手作りのお手玉や

リサイクル紙を利用した折り紙のコマでなかよく遊ん

でいる子ども達、等々、にぎやかでした。 

JICA の海外におけるボランティアの体験談や、高

校生の時から始めたフィリピンの孤児院等での支援

活動をしている八王子市出身の横田宗氏の話などの

「講演会」、「留学生によるお国自慢３分スピーチ」、 

 

 

 

いずれも感動的でした。市内学生の運営する「フェア

トレード・カフェ」とシニア・ボランティアの方々とのコラ

ボは、大盛況でした。 

 11 階の「お茶席」、八王子市海外友好交流都市の

「写真展」、アフリカの生活を中心に紹介した「JICA

の展示とワークショップ」も好評でした。「あなたの元

気の源は何ですか」というメッセージを貼る「メッセー

ジボード」となった地球儀のオブジェは、学生達が試

行錯誤を重ねながら作製したもの。地球市民プラザ

の受付けの脇に、今もおいてあります。是非、国際協

会にお立ち寄りくださり、皆さんのメッセージをごらん

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「スタンプラリー」を楽しむ親子連れが、外国の挨拶

の言葉などを教えてもらい、習いたての言葉で『あり

がとう』と答えている姿は、ほほえましいものでした。 

 参加者の協力で「ペットボトルのキャップ」は､800 個

でポリオワクチン 1 本になり、１２本分が集まりました。

また、スマトラ沖地震・サモア地震、フィリピン・ルソン

島台風被害地への義援金は 7,626 円集まりました。

それぞれ関係機関を通じて被災地に送ります。 

 前日準備と当日のために多くのボランティアの方が

協力してくださいました。皆さまのお陰で無事終了い

たしました。私の好きな言葉、“わ”【輪、和、話】を大

事にしながら、お礼申し上げます。 

 ありがとうございました。感謝！ 感謝！ 

八王子国際協会 

第８号 2009年 10月 31日 
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地球儀のオブジェ 
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                 平成２１年６月２１日実施  

今回のゲストは、イギリス人ピアニストのニール・アンド

リュー・シャープさん。現在、昭和音楽大学の講師。  

シャープさんはイギリスのノッティンガム出身で７歳から

ピアノを習い始め、王立スコットランド音楽演劇大学院

卒業後、スコットランド・オペラ劇場の教育部の音楽監

督を務められたとのことです。 

シャープさんのご希望で英語での講演とし、奥様の

則子さんが日本語に通訳される形式となり、思いがけず

英語・日本語入り混じったお話となりました。参加者から

はキングス・イングリッシュが聞けて良かったとの声があ

りました。 

最初のお話は、ヴィクトリア女王時代にイギリスでは多

くの人が日本文化に興味を持ち、日本庭園などが造ら

れたこと。シャープさんご自身も子供の頃、近所の詩人

バイロン邸にあった日本庭園で遊んだことなど。高校時

代にイギリス人によって作られたオペレッタの“みかど”

に出演し、更にスコットランドの音楽大学学生時代に作

曲家の武満徹氏の講演を聴いたことで、日本との繋がり

が深まったこと。その後、「七人の侍」の映画を見てイギ

リスのナイトと日本の武士との間に共通点があることを発

見、出身地のノッティンガムがロビンフッドの伝説で有名

なことから、是非日本へ行きたいと考えたそうです。そし

て目をつぶり指でさして決めた行き先が札幌、1989 年

に１年の予定で初来日。ネオンの明るさに驚いたり、カ

プセルホテルで何度も頭をぶつけたことなどユーモアた

っぷりのお話ぶりでした。偶然スコットランド民謡「蛍の

光」「故郷の空」を聴いて日本と日本人に親しみを持た

れたとのこと。結局、則子さんに出会うなどのハプニング

が重なり８年の滞在となったが、1997 年に一旦イギリス

に帰国し、2004 年７月再来日。NHK の FM ラジオ出演

等で活躍中。温泉と日本食大好きで体重が大幅に増え

たことも披露されました。 

イギリスと日本両国の良

がさを大切にされているシ

ャープさん、イギリスでは今

もヴィクトリア女王時代のよ

い伝統が守られていること

も話されました。 

参加者からは、イギリスのお勧め観光地やお土産、

最近はやりの人気がある子供の名前は、等の質問が出

て、シャープさんご夫妻はお二人で丁寧に答えて下さ

いました。講演を通じてシャープさんの暖かな人柄とユ

ーモアのセンスを感じ、昭和音楽大学での楽しい授業

風景が思い浮かんできました。 

報告：平沢 徳久 委員長 

第６回 八王子生涯学習フェスティバル   
＜トークサロン＞ 
「異文化交流で新たな出会い、 

広がる世界」に参加 
 

「第６回 八王子生涯学習フェスティバル」が、１０月１

７日にクリエイトホールで開催され、当協会も、＜トーク

サロン＞「異文化交流で新たな出会い、広がる世界」に

参加しました。 

このトークサロンは、①参加者と異文化交流の楽しさ、

大切さを考えることで、仲間を増やしていく。②異文化

交流で地域の活性化を図り、地域デビューのきっかけ

になる。③その活動を通して｢多文化共生社会｣の推進

を目指すことが、目的です。 

はじめに八王子国際協会の活動内容を紹介するとと

もに、八王子の異文化交流の状況を説明し、理解しても

らいました。 

引き続き、参加した韓国、中国の３名の外国人市民の

方と、台湾、ベトナム、モンゴルからの３名の留学生の方

から、出身国の紹介と日本で生活して気づいた異文化

との出会いを、語ってもらいました。（残念ながらイタリア

の方は風邪のため欠席） 

モンゴルからの留学生は満員電車で揺られ、他人の

足を踏んでしまい、自国でやるように「ごめんなさい」と

握手の手を出したら無視され、あいさつの違いを感じた

と話されました。 

ファシリテイター、増田みつ枝氏の進行で、当日会場

に来られた市民の方々と、外国の方々とが４班に別れ、

ワークショップ形式で、自己紹介、異文化との出会いで

気づいたこと、学んだことなどをまじえ意見交換をしまし

た。外国人の方々への質問が集中し、外国の実状をも

っと知りたいと思っている市民が多いことを感じました。 

日本人は、「礼儀正しい、勤勉、公平」という評価ととも

に、「年功序列にこだわりすぎ」、「実力が発揮しにくい」、

「私の国では鬱病に罹る人はいない」、「責任感が強す

ぎる」、という外国の方の発言もありました。 

最後に全員が、本日

参加した印象を一人ず

つ述べられ、「楽しくて

あっという間に２時間が

過ぎた」、「有意義であ

った」、「勉強になった」

との感想がありました。 

国際交流は、生涯学 

習においても重要であ

ることを理解していただ 

き、心豊かなまちづくりのため、今後も連携していく必

要を感じました。(参加者３５名) 
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シャープさんご夫婦 

４班に分かれ、皆でトーク 
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八王子市総合防災訓練に 
参加 

医療通訳英語講座を受講

して 

 

 

 

 

 災害時における外国人を支援する意味から、体験

型訓練を通じて､災害防災の大切さを理解していた

だくために、毎年多くの在住外国人の方々に八王子

市総合防災訓練に参加していただいています。晴天

に恵まれた１０月１８日（日）、南大沢の柏木小学校

の校庭を本会場として、約 1,200 人が参加する大規

模な防災訓練がありました。外国人支援テントには、

八王子市の大学で学ぶ留学生など１４人（中国、韓

国、ベトナム、ネパール、オーストリアなど）、語学

ボランティア６人（英語、中国語、スペイン語など）

が集合し、国際交流課の説明や注意を聞いたあと、

早速､プログラムに沿って防災訓練が開始されまし

た。消火器を使用して火を消す初期消火訓練のあと、

テント内に充満した煙の中から脱出する煙体験や起

震車での地震体験など、どれもが初めての貴重な体

験でした。とくに地震のない香港やオーストリアの

留学生にとっては、模擬地震の体験は強烈だったよ

うで、終了後のこわばった表情が印象的でした。出

血時や骨折時の対応コーナーでは、赤十字奉仕団の

お母さんのような婦人達から、包帯の使用方法につ

いて、懇切丁寧な指導を受けました。炊き出しテン

トでは、非常時の配給食としてカレーをいただきま

した。最後に、黒須隆一八王子市長の講評があり、

総合防災訓練は、無事終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 東京医療通訳ワークショップ主催による医療通訳

英語研修会が、１０月１０日(土)と１７日(土)の２日

にわたり、足立区生涯学習センターで行われました。

講師はこの分野でのパイオニア的存在である「MIC

かながわ」から派遣されたベテランで、医療通訳に

おいて有益な研修会でした。参加者は医療従事者、

製薬会社の社員、国際交流協会の職員など多彩な顔

ぶれで、研修はリスニングの際の集中力を強化する

ためのシャドーイング、語句や文章を聞き終わった

時点で繰り返すリプロダクション、臓器の英語を身 

 

体図に書き込む練習などから始まりました。次に、

参加者が外国人の患者として、医療問診表（General 

Medical Inquiry Form）に書き込む訓練、最後にロー

ルプレイとして、狭心症（Angina）が取り上げられ

ました。研修参加者を外国人患者、医療通訳者、医

者の立場で、会話を進めました。 

「痛みはどういうときに起こりましたか？」（When 

does it happen? How did it happen?）、「どんな痛みです

か？」（Can you describe the pain?)、「どのくらい続き

ましたか？」（How long did it last?）、「胸が苦しい・

圧迫感がある」(a tightness around chest, a sort of heavy 

feeling),「胸が締め付けられるように痛い」（ a 

squeezing pain in my chest）、「血圧は 140 と 90 です」

（blood pressure is 140 over 90)、「心電図をとる」(have 

an ECG)、「ニトログリセリンを舌の下に入れて溶か

す」(let the nitroglycerin dissolve under the tongue)など、

患者の訴えを通訳者は正確に医者に伝えることを勉

強しました。最後に講師から、正確な通訳のための

基礎事項として①自分の立場を明確にする｡→ボラ

ンティア通訳者であることを伝える。②逐次通訳、

主語は一人称。③その場をコントロールする。④メ

モ帳と辞書を持参する｡⑤わからない専門用語は、必

ず確認→勝手に解釈せずに､やさしい表現に変えて

もらう。⑥診察室の中では､通訳者に徹する。→自分

の意見を入れたり、ニュアンスを変えない。などの

説明があり、２日間の研修は終了しました。 

 

 

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。 

○許理事から辞任の申し出があり、承認された。後

任者は当面置かないこととした。    (９月) 

○１１月１日(日)に催される北野町会等による｢あ

ったかホール祭り｣で、同町に住む外国人と地域住

民との交流を図るため、当協会がブースを出すと

ともに、「生活ガイドブック」を配布し、チラシの

翻訳･スペイン語･ポルトガル語の語学ボランティ

アを派遣することとした。       (９月) 

○学習プロジェクトで検討してきた結果を取りまと

め、｢外国にルーツを持つ児童・生徒の学習支援に

ついて｣を９月２８日に市教育委員会に提出した。 

              (９月) 

○１１月１４日(土)に留学生の就職支援セミナーを

開催。今回は東京外国人雇用サービスセンターに

よる就職に役立つ情報と個別相談、八王子の有力

企業の紹介や就職活動のノウハウを提供すること

とした。                (９月) 

研修 
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 専門家による外国人個別相談 

９月１２日（土）、１０月１０日（土） 14:00～17:00 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

９月２６日（土）、１０月２４日（土） 
  13：30～15：30 クリエイトホール 2階 図書館 

 日本語ボランテイア養成講座初級 

   ９月５日(土)～１２月５日(土) 
 委員長会議 

１０月２０日（火） 16:00～17:30 

 世界の人とふれあいタイム  イタリアの話 

１０月２５日（日） 13：30～15：30 

 語学シリーズ ポルトガル語学習 

１０月１日(木)～１２月３日(木) 
 

 

 専門家による外国人個別相談 

１１月１４日（土）、１２月１２日（土） 14:00～17:00 

 “外国人の無料生活相談”研修会 

法律相談の基礎知識   

１１月２８日（土）10:00～12:00  学園都市ｾﾝﾀｰ 

 絵本の読み聞かせと遊びの会 

１１月２８日（土）、１２月は休み 

13：30～15：30 クリエイトホール 2階 図書館 

 研修・講演会 「多文化共生を考える」 
１１月２９日（日）14：00～16：00 学園都市ｾﾝﾀｰ 

 「外国にルーツを持つ児童・生徒の学習支援」研修会 

    １２月６日（日）、１３日（日） 10：00～12：00 

    クリエイトホール 

 日本語ボランティア養成 ステップアップ講座 

 １２月１９日～１月２３日 (土曜日全５回) 

 クリエイトホール学習室など 

 語学ボランティア研修会 

      通訳者に求められる心得とマナー 

１２月２０日（日） 10：00～12：00 

 語学シリーズ イタリア語学習 

 １月１４日~３月２５日 （毎週木曜日全１０回） 
 13：00~15：00 

※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 

  ℡：０４２－６２２－４３２６ 

◉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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
８月 相談件数３６件（日本語学習、労災、ビザ、年金、

子育て支援など） 
相談人数３６人（日本、中国、韓国、 

フィリピン、ペルー、アメリカ、マレーシ
ア、コロンビア、サウジアラビア、 
ネパール、スリランカ） 

９月 相談件数３２件（日本語学習、ビザ、労災、年金、
子育て支援、他） 

相談者数３２人（日本、中国、韓国、フィリピ
ン、ペルー、ブラジル、アメリカ、タイ、
カナダ、シンガポール、スペイン、ドイツ、
ベトナム、スエーデン、アルゼンチン） 

８･９月の行政書士による外国人個別相談 
８月 相談件数１件（労働相談） 
   相談者数１人（中国） 
９月 相談件数２件（ビザ関係）  
   相談者数２人（ネパール、モルドバ） 

今後の活動予定 

 

編集後記 

 夕暮れの赤い夕陽と対照的に、高いビルが濃茶色の影を

長く伸ばしています。つるべ落としの黄昏時、一日の終わり

と終えられなかった仕事の悲哀を感じるのは、この季節の

特徴でしょうか。読書の秋、食欲の秋、行楽の秋、気分を

変えて、季節を楽しみたいものです。黄色く染まった甲州街

道のイチョウ並木や高尾山の紅葉を居ながらにして満喫で

きるのは、八王子に暮らす市民の特典です。 

 秋は多彩なイベントの季節でもあります。協会では研修会

など各種事業を開催しています。また、他の市民活動団体

との協働事業が増えてきました。お時間を作って、どうぞご

参加ください。 

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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