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研修の風景 

 
 
外国人おもてなし語学ボランテイア         

育成講座      東京都主催 
「おもてなしコース」  

日時：平成 28 年 10 月 31 日(月) 

会場：学園都市センター 

受講者：48名 

「おもてなし」で大切な点を

具体的な場面の事例で学びま 

した。最後に、「おもてなし５か条」をグループ発表し

てノウハウの共有を行いました。 
 
「セットコース」      
日時：平成 28 年 11 月 5､19､26 日、 

12 月 11､17日（全土曜日） 

会場：学園都市センター 

受講者：32名 

 参加してよかったという感想 

が多く聞かれました。 
 

 
第４回語学ボランティア研修会 
「八王子市での日本語学習支援」 

日時：平成 28 年 12 月 17 日(土) 

会場：国際交流室 

講師：貝嶋 康文 

参加者：14名 

サポートデスクでは１年 

間で約 1,000 件余りの相談を受けます。 

その４分の１は、「日本語を学びたい」という相談

です。八王子には 30年以上前から外国人に日本語を

教えているボランティア団体が幾つかあります。他の

市と違って、このボランティアの活動が、八王子市の

草の根の外国人支援活動を支えています。本研修では、

八王子市での日本語学習支援活動を紹介するとともに、

一般の日本語学校や日本語能力試験と日本語教師の

資格などを紹介しました。また、「やさしい日本語で

話すこと」と「地域の日本語教室で学習支援をするこ

と」を勧めました。 

 
 

八王子国際友好クラブ（HIFC） 

新年会 に参加 
日時：1 月 15 日(日) 場所：北野市民センター 

 本年７月に設立30周年を迎える八王子国際友好ク

ラブの新年会に、平野理事長、春田事務局長が招待客

として招かれ参加しました。多くの外国人家族や会員

の皆さんの参加で、会場は大変な賑わいでした。立食 

テーブルを囲みなが

ら、歌、音楽踊り等の

アトラクションの披

露があり、楽しい和や 

かなひとときを過ごしました。フイナーレは太陽おど

りの輪で飾り、再会を誓いました。 

これまで長く続けてきた活動を誇る当会にふさわし

い‶国際友好の集い″を堪能しました。 
 
八王子国際協会主催 

「外国人おもてなし語学ボランテイア 
受講者の集い」  

日時：1 月 29 日(日) 

会場：学園都市センター 

   第１セミナー室 

講師：デレック･ウェスマン氏 

    （蛇滝商会代表取締役） 

受講者：48名 

外国人おもてなし語学ボランティアの集いに参加し

て、普段「おもてなし」の事をここまでじっくり考

える事がなかったな…と改めて感じました。そして、

今まで気づかなかった「おもてなし」の大切なとこ

ろをたくさん教えていただきました。 

特に「THE GOLDEN RULE」の所が印象に残っ

ています。おもてなしを受ける相手の立場に立って

思いやる事や、短時間の限られた時間の中で「傾聴」

「共感」をし、相手がしてほしい事を「推測」「理解」

してお勧めをしたり、自分が出来る「おもてなし」

が出来たらいいなと思ってます。 

私はまだ英語力が未熟なので、英語の勉強をがんば

りつつ、現場に立った時に英語でカバー出来ないと

ころは、恥ずかしがらずジェスチャーなどを使って、

積極的にコミニュケーションを取る事を心掛けたり、

自分も相手も笑顔になれるようなおもてなしボラン

ティアが出来たらいいなと思います。 

講師のデレックさんが親しみやすく、やわらかい雰

囲気で、わかりやすくて楽しい講座でした。 

ありがとうございました。（参加者：竹鶴 理恵） 
＊当講座の様子は、J:COM 八王子 ディリーニュースで
取材放映されました。 

 

日中友好協会八王子支部 
春節を祝う会 に参加 

日時：２月 5 日(日)  会場：八王子労政会館   

「日中友好の八王子で日本語を学習する会」の招待

で、春田事務局長が参加しました。舞台では、中国

の二胡の演奏、太極拳、変面の披露のパフォーマン

スや書画などの展示もあり、大変賑わっていました。

休憩タイムでは、水餃子、中国茶、紹興酒（少々）

の飲食等がふるまわれて、楽しく集い、春節を祝い

ました。八王子市の外国籍人口約11,000名のうち、 

中国籍が約 4,500 名で第１

位です。多くの中国留学生も

在学しています。これからも

日中友好親善に貢献する当会

の役割に期待します。 
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講師 デレック･ウェスマン氏  
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研修会の風景 

八王子教室での学習風景 

ロールプレイの風景 

 
 

八王子モスクで外国人を対象とした 
防災訓練 

日時：2 月 3日（金） 

14:00～１５:00 

場所：西平岡公園 

参加者：33名（外国人） 

協力：八王子消防署 

協会では昨年の 12 月、外国人だけを対象とした防

災訓練を子安町で実施し、多くのネパール人が参加し

ました。その第 2弾として、八王子モスクで外国人を

対象とした防災訓練を、2 月３日（金）にモスク近く

の西平岡公園で行いました。当日は真冬とは思えない

温暖な天候に恵まれ、インドネシア、マレーシア、パ

キスタン、エジプト、マリなど様々な国籍の外国人33

名が参加しました。八王子消防署の指導により、初期

消火訓練と 119 番通報訓練などを実施しました。 

平野輝雄防災・

災害対応委員長か

ら、災害時の対応

についてお話があ

り、有意義な時間

を過ごしました。ま

た、訓練開始前に、 

モスク側のご厚意で、カレーをご馳走になり、ハラ―

ル食の体験もさせていただきました。 

 
 

医療ボランティア研修会「産婦人科」 
 
日時：２月５日(日) 

会場：学園都市センター第 1 セミナー室 

受講者：30名 

本年度第2回目

の医療通訳研修会

を 2 月 5 日に開

催しました。 

今回のテーマは

「産婦人科」。30

名が（英語 23名、

中国語 5 名、スペ 

イン語 1 名、フランス語 1 名）参加しました。  

第 1 部は八王子市内で開業されている柴田産婦人 

科医院の柴田浩之

副院長を講師として、

一般的な講義を行

いました。第 2 部は

「妊婦糖尿病」、「不

妊症」、「妊婦の診

察と母子手帳」をテ

ーマとして、英語、 

中国語、スペイン語、フランス語に分かれて、ロール

プレイを行いました。外国人患者役（ネイティブ）/

医師役/通訳役（受講生）に分かれて、寸劇は高度な

内容でしたが、参加者は苦労を重ねながら、課題に取

り組んでいました。 
 
 

❖❖❖                ❖❖❖ 

 市民国際理解講座   

異文化を知れば日本がわかる 

青年海外協力隊「ドミニカ共和国冒険談」 
日時：3 月 5日(日)13:30～15:30 

会場：学園都市センター第３・第４セミナー室 

講師：山田 優 氏 

 (JICA 多摩地区デスク、国際協力推進員) 

定員：先着 30 名（直接会場へ） 

 

 世界の人とふれあいタイム 
「メキシコ合衆国の話」 

日時：3 月 12 日(日)13:30～15:30 

会場：学園都市センター第５セミナー室 

話し手：モレノ デニッセ 氏 

Ms. Moreno Flores Denisse Alejandra 

定員：先着 40 名（直接会場へ） 

参加費：300円（協会会員は無料） 

 

♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠♦♠ 

団体会員活動だより 
 
 
CCS 

世界の子どもと手をつなぐ学生の会 
CCS世界の子ど

もと手をつなぐ学

生の会は、都内5

教室で外国にルー

ツを持つ子どもた

ちに大学生が主体 

となり、学習支援を行なっています。 

八王子教室はそのひとつで、毎週水曜夜、8名

の学生が約15名の子ども達と学習に取り組んで

います。子ども達と年齢の近いお兄さん・お姉

さんとして、お互いにとって居心地の良い場所

を作りながら、勉強の手助けをすることを心が

けています。  

会員・子ども共に、随時募集中です！ 

『私たちと一緒に、楽しく勉強しませんか？』 

詳しくはホームページをご覧ください 

http://ccs-ngo.main.jp/ 

 

これからの催しもの案内 
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http://ccs-ngo.main.jp/

