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外国人市民にも伝えたい日頃の準備 
 いざというときに行動できること、とっさの時にいか

に身を守れるか、応急処置ができるかどうか、救急受診

の仕方、非常食の準備などを、確認してみましょう。 

災害対策 
東日本大震災の発生から、もうすぐ 10 年になりま

す。新しい生活様式のなか、暖房を必要とする時期にも

なってきました。自分の周りの備えや防災対策について、

考えてみませんか。 

防災に関する知識は、誰にも必要です。東京都や八王

子市が発行している、やさしい日本語や英語、中国語、

韓国語などで書かれた防災の冊子等が八王子国際協会

に置いてあります。お知り合いの外国の方等にお知らせ

ください。日頃から、外国人市民へも情報提供や災害時

の支援を心がけておきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 地震が起きた時を想定して、家具や暖房器具の置

き方を工夫しましょう。 

➢ 防災訓練には積極的に参加し、消火器の使い方を

体験しておきましょう。 

➢ 家族間で、避難場所を確認し合いましょう。 

➢ 気象情報に注意し、危険な場所には近づかないよ

うにしましょう。 

➢ 住まいの近くのハザードマップを確認しておき

ましょう。 

➢ 避難所などで外国人対応ができる「多言語指さ

しボード」を自治体国際化協会（CLAIR）のサ

イトで案内しています。ご利用ください。

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/yubisas

hi.html 

➢ 救急車を呼ぶべきか迷ったときは、＃7119 に電

話して相談できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助け合い 

フードバンク八王子のご紹介 

 余っている食料を求めている人に「善意」で提供する

ことだけが、『フードバンク』ではありません。この土

地で何を目指すべきかという議論を積み重ねて、「八王

子という地域に根差したフードバンク」であること、食

料を通じて社会的に孤立してしまった人々の社会性を

再構築する窓口になることが大きな目標でもあります。 

「少しずつ、できることから着実に」をモットーに活動

する、そんな素晴らしいフードバンクが八王子にありま

す。フードバンク八王子では、こども食堂や地域食堂を

まとめた＜八王子食堂ネットワーク＞として、食堂活動

に従事している人たちを繋ぎ、こどもも大人も、みんな

で一緒に食事ができることを願っています。 

フードバンク八王子     TEL: 042-649-1769 

                    メール: info@foodbank8.tokyo 

「食べ物を捨てない生活」 

「食品ロス」は日本全体だと年間約 612 万トンと言

われ、昨年度八王子市内では 17,400トンでした。 

食品ロスの削減の推進に関する法律に基づいて、10

月は「食品ロス削減月間」と定められました。八王子市

でも、買い物リスト作成、野菜の最適な保存方法、フー

ドバンクへの寄付など、食品ロスを減らす工夫を提案し

ています。    （ごみゼロ通信 10 月 1 日号より） 

    
「誰一人取り残さない」持続可能な 

多様性とは包摂性のある社会の実現のため 

2030 年を年限とする 

17 の国際目標 SDGs 
持続可能な開発目標（SDGs）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

サポートデスク相談実績 

7 月  相談件数 118 件（日本語学校、通訳・翻訳、入管手続き、教育、住宅、出産・子育て、雇用・労働、 
住宅、社会保険、資料請求、街頭募金、弁護士相談、特別定額給付金、生活相談、 
不審尋問対応、礼拝場所、ボランティア、学習支援、行政書士相談、その他） 

    相談者数 118 名（イラン、インド、インドネシア、ウクライナ、エジプト、エチオピア、ガーナ、 
カナダ、ギニア、コスタリカ、ジャマイカ、スリランカ、中国、チリ、日本、 
ネパール、フィリピン、ベトナム、モンゴル） 

8 月  相談件数  56 件（日本語学習、通訳・翻訳、教育、雇用・労働、入管手続き、出産・子育て、 
その他） 

    相談者数  56 名（イギリス、イラン、ウクライナ、コートジボワール、サウジアラビア、中国、 
日本、フィリピン、ベトナム、モンゴル、） 

9 月  相談件数 112 件（日本語学習、教育、(学校、大学、国際学校)、通訳・翻訳、入管手続、 
雇用・労働、税金、医療、住宅、生活保護、その他） 

相談者数  112 名（アメリカ、イギリス、イラン、インドネシア、コロンビア、シリア、スペイン、 
台湾、中国、日本、ネパール、パキスタン、フィリピン、ペルー、） 

 
 

  

 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＞ ＜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） J:COM（株式会社ジェイコム八王子） 

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 

虹の橋 東京八王子南ロータリークラブ 

日中友好の八王子で日本語を学習する会 シミズパーク 24 

NPO 法人 八王子国際交流センター（HIEC） 株式会社八王子エルシィ(新規) 

八王子国際友好クラブ（HIFC） 株式会社完山金属   (新規) 

八王子にほんごの会  

八王子市の外国人人口 13､002人（2020年8月末）  

   
会員数報告        2020 年 10 月 31 日 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

248 8 団体 7/個人 0 263 

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 八王子スクエア 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 
7 月 相談件数：０件   相談者数：０名 

8 月 相談件数：１件   相談者数：１名 

9 月 相談件数：１件   相談者数：１名 

コロナ禍の今 必要なこと 

新しい生活様式に合わせた対策 考えてみましょう 

 

 

10 月 15 日開催。①‟コロナに
負けず活動継続 奨励金”を団体
会員に渡すこと、②来年度の協会
活動を継続検討することが決まり
ました。 

平野吉三氏が顧問になりました。 

理
事
会
報
告 

事務局人事
のお知らせ 
 事務局経
理担当の磯
田信一が退
職いたしま
した。 
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http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/yubisashi.html
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/yubisashi.html
tel:042-649-1769
http://hia855.com/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=l0bI%2fOcs&id=FAE67D3F75750A7CA49C49D43038F1C12B8BE581&thid=OIP.l0bI_OcsvyX4a5G8Z94cRgHaBd&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.naru-web.com%2fwp-content%2fuploads%2f2014%2f09%2f089214.jpg&exph=137&expw=697&q=%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99+%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3&simid=607997061072160744&ck=B7A118C9E3B8EB1387732233FBE61733&selectedIndex=491&FORM=IRPRST
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外国人のための行政書士相談（無料） 
毎月第４土曜日 14:00～17:00（予約制） 
11 月 28 日、12 月 26 日、1 月 23 日、 
2 月 27 日、3 月 27 日 
場所：学生・国際交流室 
通訳：英語、中国語、タガログ語 
   必要に応じて他言語も可 

外国人のための弁護士相談（無料） 
12 月 19 日、3 月 13 日(土) 14:00～17:00（予約制） 
場所：学生・国際交流室 
通訳：英語、中国語、タガログ語 
   必要に応じて他言語も可 

第 1 回 語学ボランティア研修会 
11 月 14 日（土） 10:00～12:00 
・ケース・スタディとしての知識：DV の実態 
・語学ボランティアの心得 
場所：学園都市センター12 階 第 1 セミナー室 

世界の人とふれあいタイム 
11 月 29 日（日） デンマーク王国の話 
２月 28 日（日） ニュージーランドの話 
時間：14:00～16:00 
場所：学園都市センター12 階 第 1 セミナー室ほか 

日本語ボランティア養成講座 
・ステップアップ講座 

1 月 17 日、24 日、31 日（日）10:00～12:00 
・基礎講座 
 3 月 7 日、21 日、28 日（日） 10:00～12:00 
場所：学園都市センター12 階第５セミナー室 

第 2 回語学ボランティア研修会 
2 月 6 日（土） 10:00～12:00 
・言葉を紡いで心をつないで 
  講師：ペマ・ギャルポ氏（チベット出身） 
場所：学園都市センター12 階 イベントホール 

外国につながる子どもの学習支援教室 
月曜日 15:30～17:30 （八王子駅前教室） 

日本語のサポートが必要な児童・生徒 
高校入試を控えた中学生のみ 

サポートデスクでご相談ください。 

 

活動報告 
 

世界の人とふれあいタイム 

「オーストラリア連邦の話」 
日時：9 月 6日 13:30～15:30 

ゲスト・スピーカー：クリス ダーバル 氏 

参加者：30名 

会場：八王子市学園都市センター12 階第 1 セミナー室 

 ダーバル氏は、現在俳優・

英語教師として活躍中。オー

ストラリアの魅力を楽しく

紹介してくださいました。沢

山の画像の他、珍しい道具や

民芸品などを準備しての説 

明で、会場はオーストラリアまで導かれたかの様でし

た。※次回より、世界の人とふれあいタイムは14時開始です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  外国人おもてなし語学ボランティア 
英語交流会 

日時：9 月 13 日(日)10:00～12:00  

ゲスト・スピーカー：ケイト・ストロネル 氏 

（オーストラリア出身、高尾金毘羅宮神主） 

参加者：15名 

会場：八王子市学園都市センター12 階第 5 セミナー室 

第１部：ゲストの話は、新型コロナウイルス感染防止

対策について、日本とオーストラリアの文化・習慣等

からくる対応の違いや先住民族に関する歴史など、

今日的な話題でとても興味深いもので、話す英語が

キレイで聞き取り易いと大好評でした。 

第２部：異文化寸劇①ピースサインの意味、②日本は

多宗教！スタッフが大活躍、これも好評でした。 

第３部：ゲストと各グループでの対話は、短時間でし 

たがネイテ

ィブ・スピ

ーカーと直

接会話がで

き、参加者

は大満足で

した。 

  

 

 

 

 
日本語ボランティア基礎講座 

八王子市受託事業 

日本語ボランティアは、外国の方の日本語学習をお

手伝いします。毎週 3～4 名の外国の方が日本語を学

びたいとサポートデスクに来会しますが、各団体の教

室で教える支援者が不足しています。日本語学習の支

援のための心構えや必要なことなどを、学んでいただ

きました。今回の受講者は 22 名でした。受講者の皆

さんは、いずれも日本語ボランティアを始めたいまた

は始めたばかりの方々でした。講師は、東京日本ボラ

ンティアネットワーク所属の先生方です。 

各講義の最後では、当協会の団体会員の活動紹介を

行い、終了後の活動につなげました。 

日時 会 場 講義の内容 講 師 

9 月
27 日

(日) 

八王子市 

学園都市センター 

第 5 セミナー室 

日本語ボランティ

アとは？ 

 

林川 玲子 

10 月
4 日

(日) 

八王子市 

学園都市センター 

第 5 セミナー室 

知らない言葉を学

ぶ体験 
金子 広幸 

10 月

11 日
(日) 

八王子市 

学園都市センター 

第１セミナー室 

～考えましょう。

『地域日本語教

室』って？ 

宮崎 妙子 

 

 

 

 

 

 

 
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  
 日本の小学校・中学校で学ぶ外国から来た子どもた

ちの大半は、親の事情で日本にいます。日本で市民権を

得るために、高校進学を目指します。日本で資格を取っ

て将来日本で働きたいと思っています。 

 しかしながら、母国と異なった教育体制や学び方、そ

して日本語の壁は厚く、この子たちの行方を阻むもの

です。ガイダンスでは、そんな親子に日本の学校の事や

将来を考える提案やアドバイスをしました。日本語が

わからない親子には、通訳(英語、中国語、タガログ語、

スペイン語、ポルトガル語、タイ語、フランス語、ネパ

ール語、やさしい日本語)をつけました。 

日時：10 月 4 日(日) 12:30～14:10 

会場：八王子市学園都市センター12 階 

第 1 セミナー室、第 2 セミナー室 

協力：都立・私立高等学校教師 

参加者数：21 組 43 名 7 か国 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2020 年度 今後の活動の予定 

（予定は変更になる場合があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に関する 

外国人相談情報など 

 
東京出入国在留管理局  
外国人在留支援センターFRESC(フレスク)で  

入管に相談ができます！ 
◎出入国・在留等の手続きについての相談  
◎相談無料 

◎

匿名で相談できます 
◎相談の内容によってFRESCの入居機関も同席します 
    ⇩  相談したい方は 予約が必要です 
 予約専用ダイヤル/メールアドレス（日本語・英語対応） 

TEL: ０３-５３６３-３０２５ 
e-mail: info-fresc@i.moj.go.jp 

＜予約するときは次のことを教えてください＞ 
①相談に来たい日時 ②名前 ③人数 ④連絡先 ⑤日
本語が話せるか/話せないか ⑥相談したい内容 
時間：９:00～17:00（月曜日～金曜日） 
場所：外国人在留支援センター 

 (四谷駅前)四谷タワー13F  
言語：やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、 

ネパール語、インドネシア語、フィリピノ語、タイ語、 
ポルトガル語、スペイン語 
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COVID-19にならないためにすることや、他の人に移
さないためにすること 
いつもの生活では何をすればいいですか？ 
・コロナウイルス SARS-CoV-2 が体の中に入ると、
COVID-19 になります。 
・COVID-19 になると熱や咳が出ます。 
COVID-19 は飛沫感染や、接触感染でなります。 
・手と指を洗ってください。マスクをしてください。咳
エチケットをまもってください。 

3 蜜にならないようにしてください。     
風邪かもしれないと思ったときは学校や会社に行かない
でください。           
外に出ないでください。毎日体の温度を調べて、温度を紙
に書いておいてください。    
長い時間治っていない病気がある人は、具合が悪くなった
時やしんぱいなとき、いつも行く病院の医者に電話で相談
してください。     
COVID-19かもしれないと思ったときは何をしたらいい
ですか？ 
病院や検査する場所などへ行く前に、電話で相談してくだ
さい。検査が必要かどうかは医者が決めます。                 
息をするのがとても大変、とても疲れている、高い熱があ
る人は、すぐに相談してください。 
診療所などで相談することができるところもあります。                 
役所や近くの保険所、検疫所の人があなたに頼んでいるこ
とがあるときはその通りにしてください。                  

多言語で相談できます    （厚生労働省） 

特定技能制度の利用をサポートするためのコールセンター 
TEL：03-6633-2539（外国人の方） 火曜日～土曜日まで 
   03-6625-4702（企業の方） （11:00～19:00） 
13 言語で書類の書き方や手続きなどに対応  （出入国在留管理庁） 
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＜新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口＞ 
•八王子市新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター 

TEL:042-620-7253 時間:9:00～17:00(平日の
み) 
•東京都外国人新型コロナ生活相談センター 
（TOCOS トコス）  日本語・English・中文・한국어・
ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・タガログ語・
タイ語・ポルトガル語・スペイン語・フランス語・カン
ボジア語・ミャンマー語 

TEL:0120-296-004(月曜日～金曜日 10:00～17:00) 

月曜日の午後（14：00～17：00） 
中国語：11 月、1 月、2 月 
英 語：12 月、3 月 
※月曜日が休日の場合、通訳は火曜日にいます 

ご協力のお願い 
☺ 会議室の利用後は、報告書に利用責任者の連絡
先、利用人数（国別）を記入、提出してください。 
☺ 八王子国際協会に来会・施設利用の際は、必ず
検温してください。手指の消毒を必ずしてくだ
さい。日本語の学習者の方にも、感染症予防対策
の徹底協力をお願いします。 

イベント開催時のコロナ対策：八王子国際協会の会議室、八王子市学園都市センターのセミナー室の利用は、通常の 2/5程
度の入場数を守っています。机やいすの消毒、入場者にはアルコール消毒、スピーカー等にはフェイスシールドを着用してもら
うほか、必要に応じてパーティションを利用しています。 

tel:042-620-7253
tel:0120-296-004

