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第 54号 2017年 6月 30日 八王子国際協会  
 ５月 27 日(土)総会終了後に臨時理事会を開

催し今年度の理事会の日程を決定しました。 

また、「NPO 法人八王子国際交流センター」の

団体会員入会の申請を審議の上、承認しまし

た。席上、各理事・監事に対して、当協会の会

員数の増加に向けての協力要請がされました。 

理
事
会
報
告 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

❖行政書士による外国人個別相談会 ７月８日(土) 

❖第１回委員長会議         ７月11日(火) 

❖第１回団体ネットワーク会議    ７月11日(火) 

❖世界の人とふれあいタイム 

「パプア・ニューギニアの話」 ７月 16 日(日) 

❖個人会員の集い          ７月18日(火) 

❖語学ボランティア研修 

外国人おもてなしボランティアに必要な心構え 

                 ７月29日(土) 

❖行政書士による外国人個別相談会 ８月12日(土) 

❖学習支援者研修会「外国人の子どもたちの在留資格」 

８月 19日(土) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総会報告 

 当日の会員数 297名、議決権者数 203 名（うち

出席 44 名、委任状 159 名）の下、平成 29 年度

定期総会が開催されました。来賓の八王子市市民活動

推進部長小浦晴美氏からご挨拶をいただきました。 
  

 以下の議案について活発な質疑応答がなされ、議案

は全て原案通り可決、承認されました。 

      

 

 

 

 
 

  

平成 29年度予算は、前年度比 57 万円（４.２％）

増の 1,408 万 1千円となります。 主な増加要因は

収入、支出共、市からの受託事業に関わる支出の増と

それに伴う市からの委託金の増で、共に 411 万 9千

円（37 万 4千円増）を見込んでいます。 

第 3 号議案の規約改正の内容は以下の通りです。 

      

 

 

 

 

 

 
 

第 4 号議案の役員推薦委員には以下の方々が選任

され、それぞれ就任のご挨拶をいただきました。 

石井和男、清水久美子、杉江そのみ、戸松繁雄、平

野吉三 （敬称略）   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平野理事長あいさつ 

本日は八王子国際協会 

平成 29年度（2017年度） 

総会にご出席いただきあり 

がとうございます。日ごろ 

から会員の皆さんには多大 

なるご協力とご支援をいた 

だき厚くお礼を申し上げま 

す。また、ご多忙のところ 

八王子市市民活動推進部 

小浦部長、同多文化共生推進課浅岡課長にもご列席い

ただき心より感謝申し上げます。 

八王子市は今年度市制100周年を迎え多彩な催し

が企画されています。また「全国都市緑化はちおうじ

フェア」も秋に開かれ市内はお祭りムードで盛り上が

る中、「八王子国際交流フェスティバル 2017」にも

協力をいただいています。 

今世紀に入りグローバル社会を旗印に経済・文化等

において各国は活発に交流し、世界規模で互恵関係を

築いてきましたが、ここにきて保護主義を主張する国

も出るなど国際化の波が減速していくのではと懸念

される声もありますが、私たち市民レベルとしてどの

国や地域の人たちとも地球市民として共生しあい、多

様な新たな価値を創出する地域を目指すことはとて

も大切なことだと考えています。現実に外国人市民が

抱える様々な問題を解決する機関として私たちの役

割は大変大きく、行政との連携・協働を図りながらこ

の街に住んでよかったと実感してもらえる外国人市

民が増えていくことを願っています。 

28 年度協会の取り組みとして、市の担当者との定

期会合を数回もち意見交換に務めてきたこと。また規

約の改定を議案として総会に諮ったこと。自主財源の

確保として各委員会の自助努力により少しずつ収入

につなげることが出来たこと等です。29 年度も引き

続き安定的な財政基盤の確立や、組織として社会的立

場の明確化（一般財団法人化）、会員の皆さんの満足

度を高めることなど、一つひとつ具体的な改善策を立

て、より良い会の組織を目指していきたいと考えてい

ますので、引き続き 29年度もよろしくお願い申し上

げます。 

会員数報告      （平成 29 年 6 月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

2９６ 8 団体 5/個人２ 311 

八王子国際協会は、
市制 100 周年事業
を応援します 

サポートデスク相談実績 

４月  相談件数  84 件 
（日本語支援、ボランティア、学習支援、解雇、不当請

求書、家族問題、ビザ、ストレス、通訳、翻訳、医療通

訳他） 

    相談者数  81 人 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・アメリカ・

イタリア・アルゼンチン・、モンゴル・シンガポール・

ネパール・インドネシア・アイルランド・スリランカ・

ロシア・タイ・バングラデシュ・コロンビア・ベトナム・

チェコ・イギリス他） 

５月  相談件数  103 件 
(日本語支援、ボランティア、学習支援、年金、自己破

産、離婚、翻訳他) 

   相談者数  101 人 
(日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、アメリカ、

イラン、モンゴル、インドネシア、コロンビア、アルゼ

ンチン、スリランカ、ネパール、イタリア、カンボジア、

台湾、サウジアラビア、シリア、ロシア、マレーシア、

スペイン、インド） 

行政書士による外国人個別相談実績 

５月 1３日  相談件数３件  相談者数３人 
６月 ９日  相談件数０件  相談者数０人 
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今後の活動予定（平成 29 年７月～８月） 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

平成２９年度総会を開催しました   

5月 27日(土) 13:30～15:30  学園都市センター 第１セミナー室 

 

 

 
 

第1号議案　　平成28年度事業報告及び収支決算の件

第2号議案　　平成29年度事業計画案及び収支予算案の件

第3号議案　　規約改正の件

第4号議案　　役員候補者推薦委員会委員の選任の件

　　規約 　現行 　改正案

第22条 （総会の議長） （総会の議長）
総会の議長は、理事長が 総会の議長は理事長又は
これにあたる。 理事長が指名した会員が

これにあたる、

附則の この規約は、平成29年5月27日
追加 から施行する。

アジア青年会（AYC） エンドウスタジオ
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

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
シミズパーク２４

<団体会員>　　　　　　　（五十音順）

<団体賛助会員>

O日本語の学習 O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 　北野学習教室　　　　　　 ☎ 042-642-7091

　生涯学習センター 南大沢分館　　☎ 042-679-2208 　八王子駅前学習教室　　☎ 042-642-7091

　八王子にほんごの会　　　　　http://nihongonokai.com 　虹の橋(日本語・学習支援)　　☎ 042-625-3186
　八王子国際友好クラブ(HIFC)  http://hiug.jp/hifc/ 　八王子にほんごの会(子どもの日本語)　http://nihongonokai.com
　日中友好の八王子で日本語を学習する会  ☎ 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（ＨＩＥＣ）　☎ 042-664-8637

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

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　（多言語で対応ができます）

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
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ボルダリングとは 
ボルダー(boulder)とは英語で“巨岩”のことで、

登山用具を一切使わず岸壁を登りきる競技で、従来、

屋外の巨石のある場所で行われてきたが、最近では屋

内の人造の岩壁で立地も便利になり、若者中心に人気

が出てきた競技です。 

現在全世界各地で年間7回の世界大会が実施され、

その合計得点で世界チャンピオンが決まるが、近年、

日本の若手選手が大会で優秀な成績を残しており、来

る東京オリンピックの追加正式種目に決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ボルダリング世界大会八王子開催 

5 月 6 日（土）7 日（日）今年度の世界大会が 

スイス・中国（2 回）に続いて、八王子市にて開催 

されました。会場はエスフォルタアリーナ八王子です。 

海外からの競技参加者 
 世界 2７の国と地域から、選手 139 人 

（男子 85 人 女子 54人、日本選手含む） 

競技の結果 
 決勝戦に男子は 6 人中 3 人、女子は 6 人中 2人、

日本人が勝ち残りました。  

 男女とも優勝は他国に譲りましたが、銀・銅メダル

を獲得する活躍でした。2,340 人収容の会場は満員、

特に子供たちの”ガンバ“の声援が奮闘する選手に

力を与えていました。 

男子の結果 

優勝：アレクセイ・ルブチョフ（ロシア） 

2 位：楢崎智亜（20 歳）、3 位：渡部啓太（23歳） 

女子の結果 
優勝：ヤンヤ・ガルンブレット（スロベニア）  

 2 位：野口啓代（27歳）、3位：野中生萌（19 歳） 

日本選手の過去の実績 

楢崎選手：昨年の男子世界年間ランキング 1 位 

野中選手：昨年の女子世界年間ランキング 2 位 

野口選手：2014 年・2015 年連続女子世界ラン

キング 1 位 

   

 
語学ボランティア大活躍 
来日した選手・コーチの語学通訳の依頼に当協会は

大学コンソーシアムと共同で全面的に協力しました。 

通訳の人数は、当協会から 19 人、大学コンソーシ

アムから 10人、合計 29 人。 

 対象語学は、英語・中国語・フランス語・スペイン

語・ドイツ語・ベルギー語・スウェーデン語・インド

ネシア語・べトナム語などです。 
 
活動内容： 
 5 月 5日は、選手を JR 高尾駅で出迎え会場へ案

内しました。競技日の６日と７日は、朝７時から夕刻

まで、選手の受付・会場案内・昼食案内・競技日程の

説明等を行い、最終日には、競技終了後の懇親会での

通訳を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語学ボランティアの皆さんの意見と感想 
＊大会前日は JR 高尾駅南口/北口で会場への道

案内を行った。途中で切符を紛失した選手の通訳

を行い、駅員に事情を説明し了解を頂いた。 

＊会場から駅に向かうオーストリア人 2人に、2階  

 の出口外側まで出て道案内を行い、すごく喜ばれた。 

＊スペイン人に赤ちゃんのおむつ替えのトイレを聞

かれ、3階まで案内した。トイレの位置が分かりず

らくかった。次回以降は分かりやすいトイレ表示を

お願いしたい。 

＊会場入り口に通訳 

のブースを設け常 

時数人が対応に当 

たった。通訳業務 

だけではなく大会 

公式プログラムや選手案内などを来場者に手渡し

感謝された。 

＊大会最終日の選手との懇親パーティーで市長以下

主催者の歓迎スピーチの通訳を行った。また懇親会

では海外からの選手たちに、日本の事情や文化など

を説明した。和やかなパーティーであった。 

＊長時間の業務で少しくたびれたが大会がうまくい

って、“おもてなし”の効果が上がったと満足して

いる。        （広報委員 永野正久 ） 

 

 

 

 

 

中華人民共和国      
中华人民共和国 

               実施日：５月 21 日(日)  

          会場：八王子市学園都市センター 

大連は貿易が盛んな港町で 

日本人も多く住み、日本人 

が作った工場も多く、私も 

日本人の親友が多いです。 

中学時代から日本語を勉 

強しはじめ、大連外国語学 

院で日本語を専攻して、今 

も勉強を続けています。 

10 年前の 2007年に 

国際結婚して日本に住み 

はじめ、主婦業をしながら 

八王子国際協会でボラン 

ティア活動も行っています。 

主人の仕事の転勤で八王子から仙台へ移り、現在は

横浜に住んでいます。 

中国は日本の約26倍の広大な国土に約13億５千

万人が暮らす大国です。今回のふれあいタイムでは故

郷「大連」を中心に日常生活や観光スポット等を紹介

します。民族はロ 

シア族を含め 56、 

漢族(92％)と 55 

の少数民族(8％)、 

国内に居住する全 

ての民族を「中華 

民族」と定義して 

います。 

最近の傾向では、 

インターネットの 

影響で若者が田舎を離れて都会へ流出しています。 

大連は、昔は満州と呼ばれていた地域にあり、日本

企業や日本人が多く住んでいました。ここで日本の会

社に勤めていたおじいさんから日本語を学びました。

そこでは戦争は無く、のんきな性格の住民の方々が暮

らしていました。大連の駅は日本人によって作られ、

上から見ると(大)の形になっています。旧満州時代の 

ヤマトホテルは満州 

鉄道(満鉄)の出資で、 

日本人のデザインに 

よるものですが、ロシ 

アやインドのモチー 

フも取り入れられて 

います。また今も日本 

人が作った路面電車 

が走っています。 

ここ大連は港町で、生の魚を普通に食べられます。 

日本と同じで生魚はワサビを使用している関係で、 
 

 
売上を伸ばしています。中国の食べ物で、油餅は大変 

おいしく、ラーメンに関して麺は中国、スープは日本

の方が勝っています。水餃子や焼き餃子は美味しいで

すが、鰻は減って食べられなくなってきています。大

連の食事は中国で有名で、「天天漁港」というレスト

ラン」は広いロビーで、値段は少し高めですがおいし

いです。特に蟹料理、海老料理、フカヒレ、餃子、油

餅と野菜炒めはお勧めです。 

万里の長城は自分 

の国を守るために出 

来たもので、レンガ 

がある方が北側で、 

石とか土の壁で出来 

ていていますが、全 

てが整備されている 

わけではありません。 
             

天壇(皇帝が天祭

を行った場所)は 

北京にあります。   

ここに来るとタ

イムスリップし

た感じで、新鮮 

な気分になる場

所でもあります。 
                

西安(西安城)は 

唐の時代に一番 

栄えていたとこ 

ろで、シルクロー 

ドの出発点です。 

ただ高い塀があ 

って中には入れ 

ません。 

Ｑ＆Ａ(質疑) 

Ｑ)琳さんが紹介していただいところを旅行したいの

ですが、いつ頃がベストですか？ 

Ａ)中国はバブルで、子供の夏休みや冬休みを避けて

行った方がよいと思います。 

Ｑ)中国人の性格は？ 

Ａ)独立心の強さがあります。 

Ｑ)男女での性格の違いは？ 

Ａ)男女平等ですが女性の方が気は強いと思います。 

Ｑ)教育について？ 

Ａ)教育にとても力を入れていて、高等学校では夜７

時や８時頃まで勉強しています。 

Ｑ)そこまで勉強する理由は？ 

Ａ)勉強で準備しておいた知識を活用して、チャンス

がきたらつかまえるためです。 

Ｑ)その目的は？ 

Ａ)条件の良い高い地位を築くためです。 

また、華僑が全世界で活躍しています。 

アンケートは「大変良かった」との回答が多数でした。  

（世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストスピーカー: 
崔 琳（近藤 琳）さん
は、中国遼寧省大連の
お生まれです。 

旧大和ホテル 

読売新聞多摩版朝刊（５月 7 日付）に、｢八王子国際協会派遣の語学ボランティアの活動紹介｣記事が掲載された 
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ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ八王子 2017 第８２回 世界の人とふれあいタイム 


