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楊 慧琳さん（中国） 

2018 年に来日し現在は八王子

市で 15 歳の娘さんと二人で暮ら

しています。快活な表情で元気に話

す日本語は、とても在日２年目とは

思えないほどです。今は自分のこと

よりも子供のために全力を注いで

いる毎日。 

唯一「八王子にほんごの会」での学習時間が楽しみ

だそうです。日本人のご主人との出会い、結婚、そし

て離婚にいたるまで、異国の地でおそらく様々な苦楽

を経験してきたであろう楊さんですが、全て前向きに

とらえて下を向かずに、たくましく生活しています。

大連に住む母親とはテレビ電話で毎日のように話し合

い、お互いに元気を分け合っているといいます。世界

は狭いと感じるそうです。 

キラキラと光る大きな瞳の楊さん。これから子供に

手がかからなくなったら、日本中を旅行してみたいと

話します。ブランド品や宝石なんか要らないから、そ

の分楽しい経験をしたいと語る瞳に、私は宝石が光る

のを感じました。 

インタビュー：塚本 回子（広報委員会） 

 

フェブリ イェイニさん 

      （インドネシア） 

インドネシアのスマトラ島中央

部の南洋材集散地として有名なプ

カンバルで生まれたフェブリ・イェ

イニさんは、今年で在日 10 年にな

る笑顔の絶えない明るい女性です。 

インドネシアの首都ジャカルタで看護師免許を取得。

2009 年 8 月に来日。日本でも看護師免許を取得しま

した。現在、自宅から自転車で 5 分程度の位置にある

病院で、看護師として勤務されています。10年選手に

なって、日本人や中国人の後輩も下につくようになりま

したが、リーダーとしての悩みは部下や同僚が「はっき

りものを言わないこと」「感情が表に出ず、何を考えて

いるかよく判らないときがあること」だそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私生活では「ごみの分別が難しい」ことが悩みのよ

うです。それでも北海道を旅したり、蔵王でスキーを

したり若者らしく生活をエンジョイすることも忘れて

いません。 

現在、来年 7 月の日本語能力試験 N2 に挑戦すべく

「八王子にほんごの会」で一生懸命勉学に励んでいます。 

今一番心待ちにしていることは来年1月の結婚です。 

同じスマトラ島メダン出身の婚約者も看護師。お二人は

結婚後も日本で看護師として、活躍されるようです。心

から熱いエールをお二人に送りたいと思います。 

インタビュー：養田 正（広報委員会） 

 

陳 恵欽さん（中国） 

 2010 年に来日、日本企業に勤

める中国人のご主人と富山県に住

んでいましたが、2017 年に八王

子市に移住しました。 

富山県で住んでいた町には日本

語教室がなく、テレビなどを観て自 

分で日本語を勉強しました。小学校２年生と幼稚園生

の二人の子育てに追われているが、子供のためにもっ

と日本語ができなくてはと思い、現在、「八王子にほん

ごの会」で勉強をしています。八王子に来てすぐに足を

骨折。その時に友人が必要だとしみじみ思い、仕事をし

て友人を作ろうと、スーパーで働き始めました。 

 今、一番悩んでいることは子供の教育。中国では朝か

ら晩まで勉強させているが、日本の学校は宿題もほんの

少し、こんなことで大丈夫だろうかと不安になると言い

ます。中国の親は子供の好みよりも勉強に重きをおいて

いるが、日本の親は子供の好きな習い事などをさせてい

るので、子供に水泳、ピアノ、お絵かき等習わせていま

す。これで良いかと心配になるそうです。一時は子供の

ために中国に帰りたく思ったこともあったとか。自分自

身の将来の夢はオフィスで働きたい、そのために今パソ

コン等を勉強しているという陳さん。やさしい表情の中

に、きっと一生懸命子育てをし、円満な家庭生活を送っ

ているであろう姿が想像できました。 
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サポートデスク相談実績 

10 月 相談件数 108 件 
（雇用問題、福祉関係、出産子育て子供の教育、にほんご学習、通訳翻訳、行政書士、離婚結婚、 
ボランティア、情報提供、その他生活相談） 

    相談者数 108 名 
（日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、アメリカ、イラン、インド、エジプト、ガーナ、カナダ、
コロンビア、サウジアラビア、台湾、ドイツ、ドミニカ共和国、ネパール、パキスタン、ベトナム、 
ベネズエラ、モンゴル） 

11 月 相談件数 90 件 
（在留手続き、医療、雇用問題、出産子育て子供の教育、にほんご学習、通訳翻訳、行政書士、弁護士、
DV、ボランティア、その他生活相談、情報提供） 

  相談者数 90 名 
（日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、ブラジル、アメリカ、アイルランド、イラン、インド、エジ
プト、サウジアラビア、タイ、ドイツ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ベネズエラ、 
ミャンマー） 

  

 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/ 虹の橋(日本語・学習支援)      ☎042-625-3186 

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)            ☎044-877-1266 

CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会  

http://ccs-ngo.main.jp 

NPO法人 八王子国際交流センター  ☎０90-7191-9326 
NPO法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 

                 http://www.ivh-jp.org 

 英語・仏語・中国語などで外国人と交流  その他 外国人のためのパソコンの相談 

アジア青年会(AYC)      ☎090-3877-3574 
NPO法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 

                 http://www.ivh-jp.org 

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＞ 八王子市の外国人人口 13,194人（10月末） 

 アジア青年会（AYC） 会員数報告       2019 年 11 月 30 日 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

278 8 団体５/個人 0 291 
 

 NPO 法人情報ボランティアの会・八王子（IVH） 

 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

虹の橋 

 日中友好の八王子で日本語を学習する会 

NPO 法人 八王子国際交流センター（HIEC）  

 八王子国際友好クラブ（HIFC）  

 八王子にほんごの会  

＜団体賛助会員＞  

 医療法人 KNI 北原国際病院  

 J:COM（株式会社ジェイコム八王子）  

 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  
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発行：特定非営利活動法人 

八王子国際協会   

編集協力：広報委員会  
〒192-0083  
東京都八王子市旭町 9-1 
八王子(東急)スクエアビル 11 階 

Tel & Fax：042-642-7091 
URL: http://hia855.com   
Mail: 802_kk@jcom.zaq.ne.jp 

行政書士による外国人個別無料相談会 
10 月 相談件数  2 件  相談者数  2 名 

11 月 相談件数  ４件  相談者数  4 名 

相談者の国：フィリピン、マレーシア、パキスタン 

 

 ≪八王子に住む外国人が楽しいと思うことや困っていることなどを伺い、八王子国際協会が進める『共

に暮らすやさしい街に』なるように、八王子の市民としてできることを考え提案したいと考えます。≫ 

               ―広報委員会―

事務局から 

西澤捷二（経理長）が退職し、

12 月より磯田信一が経理長に

着任しました。 

インタビュー：塚本 回子（広報委員会） 
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                    特定非営利活動法人八王子国際協会 会報第 69 号 2019 年 12 月 31 日発行                              特定非営利活動法人八王子国際協会 会報第 69 号 2019 年 12 月 31 日発行 

 

外国人のための行政書士相談（無料） 

1 月 11日（土）14:00～17:00 
２月  ８日（土）14:00～17:00 
場所：学生・国際交流室 
通訳：英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ

語、スペイン語の予約ができます。 

外国人コミュニティ交流会 

2 月 1 日（土） 13:30～15:30 
内容：染物工房 見学と体験 

研修講演会（学習支援） 

2 月 15（土）  13:30～16:00 
講師：ナディ氏 (イラン) 

ふるさとって呼んでいいですか(著者) 
場所：学園都市センター12 階第 5 セミナー室 

世界の人とふれあいタイム 

２月 16日（日） 13:30～15:30 
場所：学園都市センター12 階 第 1セミナー室 
話：大韓民国の紹介 

外国人おもてなし語学ボランティア英語交流会 

2 月 22日（土） 10:00～12:00 
場所：学園都市センター12 階 第 5セミナー室 

語学シリーズ 各全 10回 
・やさしいタイ語コミュニケーション 

金曜日 10:30～12:00 
・すてっぷあっぷフランス語 
    木曜日 13:00～14:30 
・ステップアップイタリア語５ 
    木曜日 15:00～16:30 
・英会話中級講座６ 
    木曜日 18:30～20:00 
・ネイティブと学ぶメディア英語 
    金曜日 13:30～15:00 
・英会話上級講座 
    土曜日 13:00～14:30 
・ネイティブと学ぶ旅行英語(初級・中級対象) 
    土曜日 15:00～16:30 
・ネイティブと学ぶやさしい英会話（初級） 
    土曜日 17:30～19:00 

 

外国人のための行政書士相談（無料） 

11 月９日（土）14:00～17:00 
相談：４件 
12 月 14日（土）14:00～17:00 
相談：１件 
場所：学生・国際交流室 
通訳：英語、中国語、タガログ語 

世界の人とふれあいタイム（ドイツの話） 
11 月 24日（日） 13:30～15:30 
スピーカー：ジュリアン・シュミット氏 
場所：学園都市センター12 階 第 5セミナー室 
参加者：41名 

外国人おもてなし語学ボランティア英語交流会 
11 月 30日（土）10:00～12:00 
話：マレーシアの紹介（ディアナさん） 
場所：学園都市センター12 階 第 1セミナー室 
参加者：22名 

留学生のための就職支援セミナー 
11 月 30日（土）14:00～16:30 
場所：クリエイトホール 11 階 第 7学習室 
参加者：15名 
留学生の国：中国、韓国 
在籍大学：6 大学 

日本語ボランティア講座 

11 月 30日、12月 14日、21日（全土曜日） 
       10:00～12:00 
場所：学園都市センター12 階 第 5セミナー室 
参加者：21名 

語学ボランティア研修会 
12 月 1日（日） 13:30～16:00 
講師：新居みどり氏 

（CINGA コーディネーター） 
場所：学園都市センター12 階 第 1セミナー室 
参加者：18名 

外国人のための弁護士相談 

12 月 21日（土） 14:00～17:30 
相談：1 件 
場所：学生・国際交流室 
対応言語：英語 

学習支援教室(八王子駅前・北野) 
12 月 16日（月）八王子駅前/18 日（水）北野 
各教室でお楽しみ会を開催。 
学習者数：北野教室 17名 八王子駅前教室 20 名 

 

 

日本語を母語としない親子のための 

多言語高校進学ガイダンス 
日時：10 月 27 日（日） 13：00～16：30 

場所：八王子市学園都市センター 

 12 階第 1セミナー室 

参加者：53名 25家族 

親や保護者と共に来日し、これまで受けていた方法

とは異なった学校教育を受ける「外国にルーツをもつ」

子どもたちが、増えています。当国際協会では、そん

な子どもたちのために学習支援教室を運営しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多言語高校進学ガイダンスでは、英語、中国語、タ

ガログ語、スペイン語、ネパール語などの通訳を介し

て、日本の教育の概要や高等教育について、様々な立

場から説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習支援教室で支援を受けて見事高校入学を叶えた

高校生に、困った時の解決法や受験時の勉強の仕方な

どについての体験談も話してもらいました。その後、

中学校での生活相談、都立高校への受験の仕方、私立

高校の特性など、それぞれの立場や悩みについて個別

相談しました。             (事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
外国人おもてなし語学ボランティア 

「英語交流会」 
日時 11 月 30 日(土) 10：00～12：00 

場所：八王子市学園都市センター12階第１セミナー室 

参加者：22名  世話人：７名   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年永住人気の高いマレーシア出身のディアナ・ダウ

ド・アブドゥラ女史をお迎えしました。埼玉大学で英語

講師をする傍ら夫を支え、２人の子供を育てあげられて

います。 

講義内容は、

激動の 60 年代

を過ごされた経

験談を含め、人

口、宗教、政治、

国民性、食事、マ

レーシア流おも

てなし等、全体

をとうとうと語

られ、事例を交

えて本人持前の

おおらかさや開

放的な国民性が

伝わる内容でし

た。後半のグル

ープディスカッ

ションでは、英

語を話したい人、

聞きたい人、質

問したい人それ

ぞれで譲り合い

ながらも精一杯

話す等の場とな

り、制限時間一

杯の交流会とな

りました。 

（世話役 

中村真理子） 

11 月 12 月の活動報告 

 

 

11 月 12 月の活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１月２月の活動予定 

＊年末・年始のお休み 

 2019 年 12 月 29 日～2020 年 1 月 3日まで 

＊休館日(館内点検のため) 2月 20日（木） 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

-3- -2- 

サポートデスクからのこぼれ話 

 外国人市民が増えてきている昨今、八王子市に住んでみたいという外国の方から相談を受けることがあります。自然が豊か、

住居費が安い、外国につながる子どもの教育支援が充実しているなど、八王子に関する情報は豊富です。 

相談内容は、「市内のどのあたりが住みやすいですか？」「自然に接しながら利便性があるのはどこですか？」「どの学校に通

えばお友だちができますか？」などなど。八王子の街が、日本人にも外国人にも住みやすく、笑顔があふれるだれにもやさしい

街でありたいと、願うものです。 

サポートデスクに中国語の通訳がいます 
毎週月曜日（14：00～17：00） 
第１木曜日（10：00～13：00） 

 

理事候補者の受付のお知らせ 

2020年5月の年次総会を持って、現在の役員(理
事・監事)が任期満了となります。 
つきましては、ＮＰＯ法人八王子国際協会役員候

補者推薦委員会規則第 6条(理事候補者の受付)に基
づき、理事候補者に関する受付要項を全会員に配布
いたし、候補者を募ります。 
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