
特定非営利活動法人 八王子国際協会 会報第 82 号 2022 年 6 月 30 日発行                                                         特定非営利活動法人 八王子国際協会 会報第 82 号 2022 年６月 30 日発行 

事務局より  
人事異動 
6月 1日付採用 副事務局長：寺井 義明 
7月 1日付 事務局長：牛山 秀一 経理長：貝嶋 康文 
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 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、総会を

書面会議で決議してまいりましたが、本年は３年ぶりに

対面での開催となりました。 

 2022 年度の活動が、さらにより良い多文化共生社会

となることを願うものです。 

**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~** 

総会日時：2022 年５月 29 日（日）  

午後１時 30分～３時 30 分 

会場：八王子市学園都市センター12 階 第 1セミナー室 

出席者数：36 名 

委任状数：43 名  議決権行使者数 64名 

決議定数を満たして承認・決議されました。 

 

 

 

 

 

＜新役員等の紹介＞ 

承認された役員による第 1 回理事会を開催、理事長が

選出されました。  

理事長：須藤 誠      ＊印は新任 （50 音順） 

理 事：生山 龍哉＊ 斎藤 真弘 

 鈴井 宜行＊ 滝本 喜久江＊ 

 土屋 昭博＊ 栃山 みどり 

   平本 浩巳 黄 紀文＊ 

 正国 秀子 宮武 茜＊ 

 森茂 岳雄＊  

監 事：青木 雅美＊ 宮田 固 

**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~** 

退任のごあいさつ 

        前理事長    伊藤 涼子 

令和４年５月の総会をもちまして、理事

長を退任いたしました。 

コロナで始まりコロナで終わった２年間

でしたが、今年度３年ぶりに対面総会が開

催できましたこと、感無量でございました。 

 平常時と異なり、在任中は余りにも変化や多くの問題

が浮き上がり戸惑うばかりでしたが、貝嶋事務局長はじ

め事務局の皆様の大きなご支援と、杉山副理事長とのス

クラム、誇らしい理事の方々の正しい導きによって任期

を全うできましたこと心より感謝を申し上げます。八王

子市多文化共生推進課の皆様には当国際協会への温かい

ご理解と多大なるご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの活動に繋げ、他団体とのネットワーク作りを

念頭に、八王子市民活動協議会や八王子市社会福祉協議会

はじめ他団体の皆様との協力体制がますます活発になり、

前進する八王子国際協会となることを期待しております。 

 新理事長の須藤誠様、理事の皆様、牛山新事務局長はじ

め事務局の皆様そして約280名の会員の皆様が一体とな

って、ご健勝にてご活躍の程、衷心より願っております。

ありがとうございました！ 
 

新任のごあいさつ        

新理事長    須藤 誠 

今般、理事長に選任されました須藤誠です。

2008 年創立以来、鬼頭・岡添・平野・伊藤

様、4 代の歴代理事長を経て多様な文化の触

れ合いの中で協会の実績が積まれ、着実にバ

トンは引き継がれて参りました。特に、伊藤

前理事長、杉山前副理事長、貝嶋事務局長に 

おかれましては、突然出現したコロナ禍によってスムース

な運営の行く手が阻まれ、大変な労力と気苦労の中、誠心

誠意ご尽力されました。任期の満了とはいえ、ご退任が残

念でなりません。この一隅をお借りし、ここに深く感謝の

念を捧げます。私は、「まあ、そんなところでいいか」と

慎重性の欠如に加え、大衆迎合型ですので、先代の方々の

ように率先垂範型リーダーシップは執れませんので、今ま

でに増してご支援下さいませ。 

さて、世界中を震撼させた新型コロナ禍はついに 3 年

目に入り、多くの人々の命を奪いながら私たちの生活を直

撃しておりました。が、一筋の光明は近づいて参りました。

即ち、ポストコロナ・ウイズコロナのステージを迎えた会

の運営形態をとる必要があります。加えて、ロシアによる

ウクライナ侵略は、国際秩序を根底から覆し、膨大な貴い

人命を奪いつつガレキの焦土と地獄を生み出し、世界経済

に深刻な打撃を与えています。今こそ世界の潮流を見据え

た多文化共生や国際交流の在り方を、ボランティア活動の

視点に下げ、議論していかねばならないでしょう。更には、

数は力なり、と言われておりますように、会員の大幅増員

運動を理事会に諮り、組織と運営の強化に繋げたいと考え

ます。 

結びに、先達の方々が拓かれてこられましたボランティ

ア活動の理念や手法そして精神を踏襲し、幸福度が高く、

外国人市民等からの賛辞がお聞きできるような協会とな

りますよう努力致して参ります。八王子市多文化共生推進

課の皆様始め、関係先の皆様、今までに倍しまして、温か

いご支援を賜りますようお願い申し上げます。    
 
 

                                                                                                           

副事務局長：寺井正文経理長：貝嶋康文  

 
 
 
 
 

  

サポートデスク相談実績 
３月  相談件数 94 件 入管手続、社会保険、税金、医療、教育、日本語学習、通訳・翻訳、学習支援、 

行政書士相談、ボランティア、情報提供、訴訟、弁護士相談、ワクチン接種、 
その他生活相談 

相談者数 94 名 日本、韓国、台湾、中国、アメリカ、イラク、インド、インドネシア、オーストラリア、
ネパール、パキスタン、バングラディシュ、フィリピン、ブラジル、ブルガリア、 
ベトナム、モロッコ 

４月 相談件数 89 件 入管手続、雇用・労働、社会保険、教育、日本語学習、住宅、DV、通訳・翻訳、 
学習支援、ボランティア、情報提供、行政書士相談、弁護士相談、給付金、 
ワクチン問診票、その他生活相談 

相談者数 89 名 日本、中国、インド、エクアドル、エジプト、コスタリカ、ドイツ、ネパール、 
バングラディシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー 

５月  相談件数 99 件 入管手続、医療、日本語学習、住宅、身分関係（結婚、離婚）、通訳・翻訳、 
行政書士、学習支援、ボランティア、その他生活相談、情報提供 

相談者数 99 名 日本、韓国、台湾、中国、イタリア、イラン、インド、ネパール、フィリピン、 
ブラジル、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ロシア 

 

 

 日本語の学習  児童・生徒の学習支援 

生涯学習センター クリエイトホール     ☎042-648-2231 八王子国際協会 北野学習教室 八王子駅前学習教室 
☎042-642-7091 生涯学習センター 南大沢分館          ☎042-679-2208 

八王子にほんごの会       http://nihongonokai.com 
八王子にほんごの会(子ども日本語支援) 

http://nihongonokai.com 

八王子国際友好クラブ(HIFC)       http://hifc802.org/ 
CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

http://ccs-ngo.main.jp 

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)                ☎042-643-1451 

NPO法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 
https://www.ivh-jp.org 

NPO法人 八王子国際交流センター      ☎０90-7191-9326 
オレンジ国際交流広場（OSIE） 

 orangekokusai@gmail.com 

 その他 

英語・仏語・中国語などで外国人と交流 
アジア青年会(AYC)             ☎090-3877-3574 

外国人のためのパソコンの相談 
NPO法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 
                     https://www.ivh-jp.org 

やさしい日本語を広げる活動と交流  kokohana やさしい日本語でつながる八王子の会  kokohana8oji@gmail.com 

医療相談 多文化精神科外来 
英語・フランス語－北原リハビリテーション病院 八王子市左入町 461 ☎042-692-3332 診療日:火・土曜日 
英語・中国語  ―北原国際病院 八王子市大和田町 1-7-23     ☎042-645-1110 診療日:金曜日 

＊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 ☎042-645-1110 

＜団体会員＞ ＜団体賛助会員＞ 

 アジア青年会（AYC）  医療法人 KNI 北原国際病院 
 NPO 法人 情報ボランティアの会・八王子（IVH）  株式会社ジェイコム東京 八王子・日野局 
 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会  東京八王子高尾ライオンズクラブ 
日中友好の八王子で日本語を学習する会  東京八王子南ロータリークラブ 
NPO 法人 八王子国際交流センター（HIEC） シミズパーク 24 
八王子国際友好クラブ（HIFC） 株式会社 完山金属 

 八王子にほんごの会 株式会社 八王子エルシィ 
 オレンジ国際交流広場（OSIE） 東京八王子ロータリークラブ 

kokohana やさしい日本語でつながる八王子の会 株式会社 ホットアルバム炭酸泉タブレット 
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2022 年 年次総会 報告 

第 1 号議案：2021年度事業報告、決算報告および

監査報告の件 

第 2 号議案：2022年度事業計画および予算の件 

第 3 号議案：役員選任の件 

 
発行：特定非営利活動法人 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 11 階 

Tel & Fax：042-642-7091  Mail: 802_kk@jcom.zaq.ne.jp 
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理事会報告：３月～５月 

年次総会議案に関して審議した。 
5 月の総会後の理事会にて 2022 年度の理事長を
選出した。 

会員数報告       2022 年５月 31 日 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

254 9 団体 9/個人 1 273 

八王子市人口（2022 年４月末日） 

全人口 562,469 人  うち外国人 13,241 人 

行政書士による外国人個別相談会 

３月 相談件数    3 件   相談者数 3 名 

４月 相談件数    4 件   相談者数 4 名 

５月 相談件数    1 件   相談者数 1 名 

６月 相談件数    ５件   相談者数 ５名 

弁護士による外国人個別相談会 

３月  相談件数    3 件   相談者数  3 名 

６月 相談件数    4 件   相談者数  4 名 

（工学博士、国際機関における技術士、一級建築士、 
大学客員教授、元大学教授、海外での技術指導等歴任） 
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委員会活動へのお誘い 
NPO 法人八王子国際協会は、ボランティアの皆様と

共に活動を展開しています。是非、委員会活動にご参加

ください。 

医療ボランティア     

外国人市民が安心して医療機関

で医療が受けられるよう、病院、

行政と連携して通訳などを紹介

します。 

日本語ボランティア養成講座 

外国人の日本語学習を支援する

ボランティアを養成する｢基礎

講座」・｢ステップアップ講座」を

開催します。 

防災・災害対応       

外国人市民の防災意識の向上の

ため、外国人居住地区や市民セ

ンター等での防災訓練に参加し

ます。 

学習支援         

外国につながる児童・生徒の学

習支援（八王子教室・北野教室）

を行います。“高校進学の相談”

にも応じます。 

世界の人とふれあいタイム  

外国人ゲストがその国の現状、

文化、歴史などを、日本語で話を

します。参加者とQ&Aを行い、

ゲストとの交流を行います。 

外国人おもてなし語学ボランティア英語交流会 

英語でゲストとの交流を行いま

す。ゲストのお国紹介の後、グル

ープに分かれて、話し合います。 

 

多文化共生のつどい in 生涯学習フェスティバル  

“生涯学習フェスティバル”に参加。外国人市民と交

流し文化・習慣を学び合う集いを開催します。 

国際理解教育        

多文化共生社会への理解を深め

るために、市民向け講座、学校授

業協力などの企画・運営を行い

ます。 

八王子マルシェ出店 

食品・民芸品の販売を通して 

外国人市民の文化・風土を市 

民に伝え、相互理解を深めます 

❑語学ボランティア 

外国人市民の依頼に基づき、日常生活の様々な場面で

言語サポート（通訳・翻訳）を行います。また、サポー

トデスクや外国人相談会で通訳等をします。 
 
 

 
今後の予定 
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外国人のための個別相談会 

◎外国人のための行政書士個別相談会 

7 月 2 日、8月 6 日、9月 3 日（毎月第 1 土曜日） 

◎外国人のための弁護士個別相談会 

9 月 17日（土） 

＊開催時間：14:00～17:00 （1件 30 分） 

＊英語、中国語の通訳がいます。そのほかの言語は予約

時に申し込んでください。 

 

事業・活動報告 
 

八王子マルシェ（出店） 

日時：４月２４日（日） 

   ９:00～15:00 

会場：八王子エルシィ 

   駐車場 

 世界中のお土産などを差し上げ、募金をしていただき

ました。ウクライナ人道危機救援金は、50,000円を超 

 

えて集まりました。募金は、八王子市役所を通じて日本赤

十字社へ送られます。 
 

世界の人とふれあいタイム 

世界の人とふれあいタイム（ネパールの話） 

日時： 4月 24 日（日）14:00〜16:00 

会場：八王子市学園都市センター 第１セミナー室 

講師：ベルバセ ゴカルナ氏 

参加者数：28 名 

ネパール出身のベルバセ ゴカルナ氏は 2016 年 4 月か

ら、オンラインマーケティング、通信事業、旅行と海外学

校の紹介などの仕事をしています。今後、日本で会社を設

立する予定です。 

今回は、日本に来た理

由、日本での生活、日本の

ネパール料理についてお

話をして頂きました。特

にネパールのお祭り、自

分の故郷の生活、食事、地 

理、気温、旅行、昔の王様と王族、世界一の山エベレス

ト、水力発電などを中心にお話をして頂きました。 

ネパールの文化について、さらに理解を深め興味をもっ

た良い機会となりました。 

世界の人とふれあいタイム委員会委員 近藤 琳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポートデスクこぼれ話 

 ４月頃より外国人の相談者が増えています。サポートデスクで

は、コロナ禍が収束する日が近いことを祈りながら、日々相談業

務にあたっています。 

 相談と共に増えてきたのが、4 月から再開した「外国につなが

る児童・生徒の学習支援教室」の学習者数です。サポートデス

クのすぐそばで支援する八王子駅前教室や北野教室にも、子

どもたちが戻って来ました。周りの事務所からも「また元気な子

どもの声が聞こえますね」と声をかけられます。 

学習者の子どもがつながっている国は、アメリカ、イタリア、イ

ンド、中国、チリ、ネパール、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、

ペルーと様々です。日本語の能力が十分ではない子どもたちの

『居場所つくり』を最優先に考えて、子どもたちの元気な笑顔を

迎え入れています。しかし、子どもたちの元気の良さはコロナ禍

前より勝るようです。母語や国に関係なく友だちになり、子どもた 

ちは休憩時間を楽しみに学習支援

教室に通ってきます。 

その元気さに押され気味ですが、

学習支援委員会のボランティアの

方々と事務局員が手を組んで、た

くさんの目で子どもたちを見守り、か

つ日本で自信をもって生きていけ

るように応援しています。 

 
 
 
 
日本語ボランティアを始めたい方、始めたばかりの方、ぜ
ひ受講してください！ 
① ７月 3日（日） 

知らない言葉を学ぶ体験   金子 広幸 氏 
② ７月１０日（日）  

身近にあるものを使って、何ができるだろう 
                       藤橋 帥子 氏 
③ ７月１７日（日）  

日本語ボランティアの心構え  林川 玲子 氏 
開催時間：14：00～16：20 
受講料：3,000円 定員：25名 
会場：八王子市学園都市センター１２階 第５セミナー室 

 
 
 
 
 
日時：７月１０日（日）14：00～16：00 
スピーカー：デイヴィッド・チーク 氏（アメリカ合衆国出身） 
会場：八王子市学園都市センター１２階 第１セミナー室 
参加費：５００円 
定員：３０名 

 
 
 
 
外国人への日本語学習支援の中で起こる例などを紹介
しつつその対応方法などを考えます。 
講師：奥村 匡子 氏 
① ８月２１日（日） 日本語について考えましょう 
② ８月２８日（日）異文化理解について考えましょう 
③ ９月４日（日）日本語学習支援について考えましょう 
開催時間：14：00～16：00 
受講料：3,000円 定員：25名 
会場：八王子市学園都市センター1２階 第５セミナー室 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
講師：山本 武志 氏 
    （当協会、外国人個別相談会担当 行政書士） 
日時：９月３日（土） 10：00～12：00 
参加費：無料 
定員：３０名 
会場：八王子市学園都市センター12階 第５セミナー室 

 
 
 
日時：７月３日（日） 10：00～12：00 
ゲスト：コタイバ サリー サマライ 氏 イラク出身 
第１部：ゲストの話 英語でイラクの紹介 
第２部：英語でフリートーク （グループ・ディスカッション） 
参加費：５００円 
会場：八王子市学園都市センター12階 第５セミナー室 

八王子マルシェ（出店） 

日時：７月３１日（日） ９：００～１５：００ 
会場：八王子エルシィ駐車場 
 今回は、ウクライナ人道危機救援金を集めることを目
的とし、世界中の珍しい物、懐かしい物、人気な物を出
展販売したり、救援金に協力していただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８月 18日（木）は八王子スクエアビルの整備休館に
つき、八王子国際協会はお休みとなります。 
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