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第 52号 2017年 2月 28日 八王子国際協会  

エルサルバドルと 

ホンジュラスの国境 

 

 

 

 

 

 

 
 

❖冬の語学シリーズ 

初めてイタリア語   １月12日(木)～３月16日(木) 

異文化理解英文講読  １月13日(金)～３月17日(金) 

旅行英語       １月14日(土)～３月25日(土) 

やさしい英会話    １月14日(土)～３月25日(土)  

初めてのフランス語  １月26日(木)～３月30日(木) 

初めてのドイツ語  ２月３日(金)～４月７日(金） 

❖異文化を知れば日本がわかる 市民国際理解講座 

「ドミニカ共和国冒険談」 ３月５日(日) 

❖行政書士による外国人個別相談会 ３月 11 日(土) 

❖世界の人とふれあいタイム「メキシコ合衆国の話」 

                ３月 12 日(日)  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

<団体会員>     （五十音順） 

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 

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 

シミズパーク 24

 
 

  
 
 

 日本語の学習 
・ 生涯学習センター クリエイトホール 

  Tel: 042-648-2231 

・ 生涯学習センター 南大沢分館 

  Tel: 042-679-2208 

・ 八王子にほんごの会 

  http://nihongonokai.com/ 

・ 八王子国際友好クラブ (HIFC) 

  http://hiug.jp/hifc/ 

・ 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）   

       Tel: 090-1118-6098 

 児童･生徒の学習支援 
・ 北野学習教室      （八王子国際協会） 

・ 八王子駅前学習教室  （八王子国際協会） 

 Tel: 042-642-7091 

・ CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

http://ccs-ngo.main.jp 

・ 八王子にほんごの会(子どもの日本語支援) 

 http://nihongonokai.com/ 

・ 虹の橋（日本語・学習支援） 

    Tel: 042-625-3186（遠藤） 

 英語・仏語・中国語などで外国人と交流 
・ アジア青年会 (AYC) 

  Tel: 090-3877-3574（徳田） 

 その他 
・ 外国人のためのパソコンの相談･学習支援 

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 ] 

１．多文化精神科外来 (通訳がいます) 
 英語・フランス語は北原リハビリテーション病院 

にて行っています。 

所在地：八王子市左入町 461 

Tel: 042-692-3332  診療日：火・土曜日 

 英語・中国語は北原国際病院にて行っています。 

所在地：八王子市大和田町１-７-23 

Tel: 042-645-1110  診療日：金曜日 

２．なんでも相談室 
なにか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下さい。  

問合せ： Tel: 042-645-1110 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

八王子国際協会に関わりをもった私の動機は、市内

に住む外国人が小さな幸せを感じ、一方で市民が外国

人を隣人にもつことを喜びとする文化を築き、多様な

文化を持った人たちが差別なく共存できる社会をイ

メージしたからです。その思いは私の人生そのものが

原点であったのかも知れません。 
 

 世界を夢みたころ 

「ひとつ、アメリカへ行ってやろう。理由はしごく

簡単であった。ただ私はアメリカが見たくなったので

ある。」社会の底辺からそれぞれの国、民族を眺めた

小田実のルポルタージュ『なんでも見てやろう』の書

き出し文です。海外にそうそう行けない時代の若者の

心をとらえた一冊です。 

 この本に出会う少し前、私が少年のころフィンラン

ドの婦人（マキネンさん）がわが家に身を置いていま 

した。なまりある日本語で語

ってくれたスオミの国は、ま

さにお伽の世界です。私は見

知らぬ土地への思いをはぐく

み、夢の中で旅をしていまし

た。２年間寝食を共にしたマ

キネンさんはフィンランドに

戻っていきましたが、その時、

未知なるものを想像する喜び

を与えてくれたような気がし

ます。 
 

 中南米諸国へバックパックの旅 
多感な高校時代、世界史の先生がアンデス山中に栄

えたインカ帝国滅亡の史実を語ってくれた時、私の心

は遠いインカ遺跡の一隅に立って、アンデスの山々の

風を感じる思いで聞き入っていました。その時、イン

ディオが築いた遺跡をいつの日か眺めたいと心に刻

んでいたのです。思えば少年から青春は「夢と好奇心」

の時代でした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
インカへの夢は捨てきれず、大学卒業後まもなく一

年の歳月をかけて中南米に旅発つことにしたのです。

１ドル 360 円、外貨持ち出し 500 ドル、中南米諸

国ビザ必携。でも冒険の旅は私だけではありません。

同僚の一人はフランス郵船でスペインに、もう一人は 

シベリア鉄道で北欧に行きました。小田実の「何でも

見てやろう」の精神が若者にありました。 

旅は中米諸国からエクアドル、さらにボリビアのラ

パスからチチカカ湖を横断しプーノへ。4,000 メー     

トルを超えるインカ道を、ひた

すらクスコまで。ウルバンバ

川を超えて目的地マチュピチ

ュにたどり着いた時は半年が

過ぎていました。世界史の一

ページに立った時の感動は忘

れられません。700 年前と変

わらないアイマラ族やケチュ

族の風習など、旅の道中すべ

てが初体験の連続です。 
 

当時、政情不安な南米

でしたが、人の温もりも

いっぱい体に浴びまし

た。私の人生に計り知れ

ない価値を与えてくれ

た一年です。 
 

 万博スタｯフとエジプトの旅 

バックパックの旅を終え、帰国した時は大阪千里万

博の年でした。「人類の進歩と調和」がテーマで 79

か国、88 のパビリオンは日本にとって本格的な国際

イベントです。予期もせずエジプト館のスタッフとし

て、歴史と文化そして民族と国家に魅了する日々の連

続でした。閉幕後、館長がエジプトへ招待をしてくれ

たのもラッキーです。４000 年前に建てられたギザ

のピラミッド、神殿、砂漠の日没、全ての景観は、 

 

 

 

 

 

 

会員数報告      （平成 29 年２月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

24３ 8 団体 5/個人２ ２5８ 

 

八王子国際協会は、
市制 100 周年事業
を応援します 
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東京都八王子市旭町 9-1 
八王子(東急)スクエアビル 11 階 
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平野理事長 「国際理解への旅」の履歴 （八王子国際協会の活動に関わる原点） 
J:COM八王子「八王子人図鑑（１２月９日～１５日放映）」に平野理事長が出演しました。 

本号では、その番組で理事長が話したことを要約して、記事にまとめました。 

ペルーで現地の人と 

マキネンさん 
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今後の活動予定（平成 29 年３月～４月） 

  
サポートデスク相談実績 

12 月 相談件数 72 件 

日本語支援、ボランティア、学習支援、年金、健康保険、

国際結婚、翻訳、医療通訳 他  

相談者数  72 人  

日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、ブラジル、 

マレーシア、ネパール、スリランカ、パキスタン、 

サウジアラビア、エジプト、メキシコ、 

バングラデシュ、モンゴル、インドネシア 他  

1 月 相談件数 83 件 

日本語支援、ボランティア、学習支援、子育て支援、税

金、事務所の契約について、翻訳、医療通訳 他 

相談者数 86 人 

日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、パキスタン、

アメリカ、フランス、エルサルバドル、アルゼンチン、

マリ、ネパール、スリランカ、メキシコ、 

サウジアラビア、ナミビア、ベトナム、イラン、 

インドネシア 他 
 
行政書士による外国人個別相談 
1 月 14 日(土)  相談件数２件、相談者数２人 

2 月  4 日(土)  相談件数３件、相談者数３人 

  

 
 
 
 
   
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 
12 月 26 日(月)に開催し、上半期収支決算実績、10
～12 月の活動報告などを審議・承認しました。また
「将来構想検討プロジェクト委員会（法人化推進プロ
ジェクト委員会を継承）」「語学ボランティアプロジェ
クト委員会」の検討状況を審議・承認しました。２月
21 日～27 日八王子市立図書館で開催する「サラエボ
こども絵画展」を後援することを決定しました。 

平成 29 年度 八王子国際協会総会  

5 月 27 日（土）13:30～15:30 
於：学園都市センター12 階第 1 セミナー室 

1 
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聖ワシリイ大聖堂と花火 

私がお客様に説明した数層倍

の新鮮さで、私を圧倒しまし

た。未知との遭遇は目と鼻と

耳と肌で感じる全てであり、

体験に勝るものはないことを

改めて思い知ったのです。「夢

と好奇心」の時代から「行動と

体験」の時代へと移っていき

ました。 
 
 

帰国子女のために開校した私学に転身 

海外渡航自由化の波に乗り航空会社に入社しまし

た。入社２年目に不幸にも航空機事故が起き、想像を

絶する悲惨な体験をしました。その対応に心身をすり

減らす日々、そして人命の尊さをこの時ほど痛く感じ

たことはありせん。15 年間の在職中、営業、広報、

人事と仕事に油が乗ってきた矢先、大きな転機を迎え

ることになったのです。それは、日本で初めて海外帰

国子女のために開校した学校からの誘いでした。財閥

三井八郎衛門氏の次男高維氏が、戦前英国から帰国し

てまもなく私邸を開放した学校で、帰国生一人ひとり

の個性を大切に「世界を心に入れた人を育てる」とい

う理念が私の感性を震撼させたのです。期せずして修

士論文の「国際人事管理」に海外勤務者の子弟教育問

題を取り上げていたことも心が動きました。 

いかなる時代であっても地に足をつけて実践する

気概と活力がなければ、私学の存在意義はない、その

精神をこの学校から感じ取ったのです。正にノブレ

ス・オブリュージュです。 
＊ノブレス・オブリュージュ：もともと貴族が義務を負うと

いうフランス語。出来る者が自発的に社会の模範となるべく

行動するというモラルの考え方。 
 

民間からの転職、校長

職、理事長職合わせて

28 年間。たくましく外

国で生活してきた帰国

生や外国籍の子弟のい

るキャンパスは私にと

って新鮮そのものです。 

これまで十数人の留学生をわが家で預かり、民族

色豊かな結婚式に招かれたこともありました。 

一方で私たちの視線

の先に苦しんでいる戦

争難民や災害避難民の

実態を知るため現地に

出かけました。 

全てが心に刻まれた

遺産です。その思いを

これまで多くの若者に

語り継いできました。 

 

多文化共生を推進する活動への想い 

「夢と好奇心」の時代から「行動と体験」の時代を

経て「経験を活かす」時代へと私の人生は流れていき

ました。そして今、八王子国際協会に身を置くことに

なり、これまでの「恩」を形で表す最後のときと考え

ました。 

今、八王子市にはおよそ 11,000 人の外国人が生

活し、およそ 3,300 人の留学生が市内の大学で学ん

でいます。多くの人は日本にあこがれて来た人たちで 

す。しかし、ことばや健康上の問題、子どもの教育、

防災、法的手続き等々、不安の中で暮していることも

確かです。八王子市の「多文化共生推進」の気運が高

まる中、当協会では多くの外国人が抱える悩みや不安

に応えるため、会員、ボランティア、協力団体、事務

局員一人ひとりの思いが共鳴し合って活動しており、

新たな世界観が創出していくように思います。 

また、市政 100 周年を迎える八王子市は未来への

一歩を踏み出しました。泰安（中国）、高雄（台湾）、

始興（韓国）との友好交流都市に加え、肥沼信次博士

の縁でドイツのヴリーツェン市との交流や、2020年

の東京オリンピック・パラリンピックに向けグローバ

ル都市としての新たなステージが始まっています。各

市民団体と八王子市と共に手を携え、地球市民として

現実を思考していくチャンスでもあるのです。 

なぜなら、この地球に住む人々の社会環境はあまり

にも違います。 

私たちはそこで差異

を探すのみでなく、そ

うした環境の違いの中

で、今現在、同世代の人

たちがこの地球上でど

のような生活をして、

何を考え、生きている

のかと寄り添えること 

を知ることではないかと思うからです。 

「人としての尊厳を守る」こと、これが私の人生で

得た原点かも知れません。 

（理事長 平野 吉三） 

 

 

東京都外国人おもてなし語学ボランティア 
育成講座 

東京都では、2020 年東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会の開

催に向け、日本を訪れる外国人が安

心して滞在できる環境を整えるため、 

街中で外国人に積極的に声をかけ、簡単な外国語で

道案内等の手助けをしていただく語学ボランティ

アを育成しています。八王子会場でも多くの方々が

この「おもてなし講座」を受講されています。 

 
 

 

 

ロシア連邦の話 
Российская Федерация 

実施日平成 28 年 12 月 11 日(日)  

会場：国際交流室 

ゲストのメドベージェワ・タチア

ナさんはモスクワ生まれのモスクワ

育ちです。青山学院大学と慶應義塾

大学で学び、日本企業のモスクワ事

業所に入社して、2015 年 9 月に転

勤で来日し、東京で仕事をしていま

す。当日はロシアのお菓子や民芸品

（クリスマス飾りなど）を持参して 

いただきました。休憩時間にみんなで民芸品を鑑賞し、

お菓子をいただきました。 

ロシア連邦の面積は 1,713

万 km²で、永久凍土は 1,000

万 km²を占めます。北極圏で

は冬にオーロラ、夏には白夜

が見られます。人口は１億

4,650 万人です。 

民族はロシア人（77.7％）・タタール人（3.7％）・ウ

クライナ人(1.35％)など合計194民族が暮らしていま

す。公用語はロシア語ですが、その他に約 30 種以上の

言語が話されています。住居は、73％の人が自分のア

パート（平均：2.5 部屋･広さ:50 m²）に、平均３.１人

で住んでいます。 

人々の趣味は、スポーツ（28％）・読書（19％）な

ど、好きなスポーツは、サッカー（38％）・ホッケー

（30％）などです。 

多民族国家のロシア連邦は何

世紀も多民族の料理と共存して

きたので、「ロシア料理とみなさ

れているもの」の中に、実は近隣

諸国から伝わったものがありま 

す。ロシア料理はボルシチ、ピロシキ、キャビアだけで

はありません。極北の「ストロガニーナ」（凍った魚の

スライス）、春の訪れを告げる「ニシキュウリウオ」な、

どは絶品です。 

 冬の素晴らしいモスクワは、

歴史・政治・経済・文化の中心地

で、人口は約 1,150 万人でヨー

ロッパでは最も人口の多い都市

です。３分の１は公園・森林が占

めます。モスクワには、ユネスコ 

世界遺産として登録されているクレムリンと赤の広場、

コローメンスコエの昇天教会ノヴォデヴィチ女子修道

院の建造物群などがあります。 

ピョートル大帝によって 1703 年 5 月 27 日に築か

れた人工都市サンクト・ペテルブルグは 1914 年まで

ロシア帝国の首都でした。人口は約 503 万人、世界で 

 

最も北に位置する人口

100 万人以上の都市です。

市の中心部に運河が縦横

に巡る美しい街並みを有

することから「北のヴェネ

ツィア」と称されます。 
 

タタールスタン共和国の首

都カザンは、11 世紀初頭にヴ

ォルガ・ブルガールによって

建設されました。ヴォルガ川

とカザンカ川の合流点に臨む 

商工業都市で、水上・陸上交通の要衝、タタール文化の

中心であり、カザン・クレムリンなどの多くの文化遺産

やカザン大学などの教育機関が集積しています。 

マトリョーシカは 1900 年パリ万博に出展され、色

彩豊かな人形は、教育、技術の面で最高の入れ子式人形

と認識され、センセーションを巻き起こしました。 

パヴロフスキー・ポサドのショ

ールは、伝統的なロシアのパター

ンで飾られたショールです。ウー

ルや木綿や絹といった天然繊維が

素材で、パヴロフスキー・ポサド市

で作られています。 

ジョストヴォ絵画法は、金属の

トレイに描かれる、古くからロシ 

アに伝わる民俗的な手工芸風の画法で、モスクワから

40km 離れたジョストヴォ村で、今でも盛んに描かれて

います。 

ディムコヴォ玩具（土偶）は、ロシ

アで最も古い工芸品のひとつです。 

パレフ細密画は、ロシアの民話の美

しい女性や勇敢な王子、陰鬱な森、不

思議な動物たちでいっぱいの、現実逃

避の理想的な世界です。 

パレフのイコン絵画は 19 世紀初頭に繁栄し、パレフ

のミニチュア漆工芸の製法に影響を与えました。 

グジェリ陶器は、ロシアの伝統的な陶器生産地のひと

つで、1800 年前後、ヴォロジノ村で白いファイアンス

混合物の成分が発見され、初の製陶工場が創設されまし

た。 

有名なロシア人は、文学では、プーシキン、トルスト

イ、ドストエフスキーなどです。20 世紀のノーベル文

学賞作家は、ソルジェニーツィンなど 5 人です。音楽で

は、チャイコフスキー、ボロディンなどがいます。 

お正月も近いので、ロシアのお正月について話します。

一年を通して裕福であるように、新年の食卓は豪勢なも

のにします。真夜中 12 時きっかりにテレビからクレム

リンの大時計の音が響きわたり、大統領が国民に新年の

祝辞を述べます。 

参加者アンケ-トでは、「ロシアの生活、習慣、食事な

ど身近なことが分り大変良かった」と大好評でした。 

記録：世界の人とふれ合いタイム委員会 

コソボ難民収容所で、若者たちと 

コミ共和国のオーロラ 

北野学習教室で 

子どもの学習支援中の平野さん 

ストロガニーナ 

白夜のサンクト・ぺテルブルグ

 

 白夜のサンクトぺテルブルグ 

トルコ大地震、難民テント村で 

タタールスタン共和国カザン 

5 

 

ジョストヴォ絵画法 

パヴロフスキー･ 

ポサドのショール 

ピラミッドの前で 

2 

 



 


