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第 60号 2018年 6月 30日 八王子国際協会  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員総数 299 名、議決者数 212 名（うち出席：

53 名 委任状：159 名）の下、平成 30 年度定期総

会を開催しました。来賓の八王子市多文化共生推進課

課長新井雅人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て、議

案は全て原案通り可決・承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度予算は前年度比 161 万円（11.5％）

増の 1569 万 5 千円となります。主な増加要因は語

学シリーズ受講料の増収で、企画中の 10 周年記念事

業費等の充当等を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

第 3 号議案、推薦委員会で新規役員の選出について

審議・個別面接し理事会の承認を経て総会に付議した

旨の説明があり、審議の結果役員選任が可決・承認さ

れました。 

第４号議案、将来構想検討プロジェクト委員会での

検討経過と提案説明があり、特定非営利活動法人

（NPO 法人）設立提案は可決・承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

昨年度八王子市市制100

周年記念事業が行われまし

たが、八王子国際協会も微

力ながらいくつかの企画に

参画し、私たちの役割の重

要性を新たに認識いたしま

した。

 今や地球規模で人が移動・ 

移住し、大都市だけでなく中小都市に至るまで外

国人が暮らしています。人手不足が加速化するわ

が国では、今後さまざまな分野で外国人の手助け

を必要とし、「選ばれる日本」のためにも多文化共

生への意識がいっそう求められます。 

変化する環境に対応する八王子市は、「多文化共

生推進プラン」の改訂版を 3 月に刊行しました。

八王子国際協会もプランの施策の多くの分野で協

力関係を築き、外国人市民が日本で定着したいと

思える環境づくりの一助となるよう、役割を果た

していきたいと思います。 

なお、当協会の今年度の主な取り組みとして、急

増する外国人市民への会員ボランティアのさらな

る協力と、事業活動に必要な財政基盤の強化や社

会的コンプライアンスの必要性から、NPO 法人

（特定非営利活動法人）の手続きに入る所存です。 

これからも、皆さまのご理解とご協力をよろし

くお願い申し上げます。  
 

日時：５月 26 日(土)16：20～17：20 

場所：国際交流室 

出席役員の自己紹介の後、理事長に平野吉三氏、

副理事長に杉山光右氏を選出しました。NPO 法人

設立プロジェクト委員会委員長に養田正氏、八王

子国際協会設立１０周年記念事業プロジェクト委

員会委員長に春田博氏を選出しました。また今年

度理事会の年間開催日時を決定しました。 

会員数報告      （平成 30 年 6 月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

298 9 団体 5/個人 1 313 
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今後の活動予定（平成 30 年７月～８月） 
 

サポートデスク相談実績 

４月 相談件数 72 件 

(日本語支援、ボランティア、学習支援、就労、進学

ガイド、ビザ、医療通訳、通訳、翻訳、生活相談、

他) 

 相談者数 72 名 (国名) 

(日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、アメリ

カ、モンゴル、タイ、ネパール、サウジアラビア、

ウズベキスタン、インド、スリランカ、セネガル、

ウガンダ、台湾、ベトナム、イタリア 他）  
５月 相談件数  93 件 

(日本語支援、ボランティア、学習支援、医療、ビ

ザ、医療通訳、通訳、翻訳、生活相談 他) 

 相談者数 93 名 (国名) 

(日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、アメリ

カ、モンゴル、タイ、ネパール、ミャンマー、エジ

プト、ベトナム、パキスタン、バングラデシュ 他) 
 

行政書士による外国人個別無料相談会 

４月 相談件数：3 件 相談者数：3 名   

５月  相談件数：4 件 相談者数：4 名   
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 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 

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/ 

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 虹の橋(日本語・学習支援)  ☎042-625-3186 

 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・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 

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>      
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 

NPO 法人 八王子国際交流センター(HIEC) 

<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 

 

第１号議案 平成 29年度事業報告及び収支決算の件 

第２号議案 平成 30年度事業計画案及び収支予算案 

第３号議案 役員選任の件 

第４号議案 八王子国際協会の特定非営利活動法人 

（NPO 法人）設立提案の件 

採決の様子 

挨拶をする平野理事長 
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❖外国人おもてなし語学ボランティア英語交流会              
７月 ７日(土) 

❖外国人おもてなし語学ボランティア育成講座 
    ７月 14 日、28 日、８月４日、18 日(土)  
❖世界の人とふれあいタイム「パキスタンの話」              

７月 8 日(日)     
❖日本語ボランティア養成「基礎講座」              

７月８日(日)、15 日(日)、22 日(日) 
❖ 
❖自然の中で楽しむ国際交流   7 月 29 日(日) 
❖教職員研修 於:市教育センター ７月 30 日(月) 
❖教職員研修 於:協会 ８月 1～3 日、6～8 日 

同時開催 
日時：10月 7日（日）11：00～16：00 
会場：八王子市学園都市センター １１Ｆ、１２Ｆ 

内容：設立 10周年記念式典 
   八王子国際協会の活動紹介 
   外国人市民と日本人市民の交流 
   ステージ・パフォーマンス 

遊び、講演、国際交流等の団体紹介など、 
企画中です。 

 

『平成 30年度八王子国際協会総会』を開催 
5 月 26 日(土)13：30～16：00 八王子市学園都市センター 第１セミナー室 

特定非営利活動法人（NPO 法人）設立提案を可決・承認 

【事務局より】7 月１日付で春田博事務局長が辞任し貝
嶋康文副事務局長が事務局長に就任します。尚、副事務
局長に牛山修一が着任します。 

http://hia855.com/
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(＊)：新メンバー
 

 理事長： 平野 吉三 

 副理事長： 杉山 光右(＊) 

 理事:   青木 雅美(＊)  伊藤 涼子(＊) 

栗原 亮介  近藤 琳(＊) 

白沢 昌子    武田 あき子(＊) 

田中 洋子(＊)  塚本 吉紀(＊) 

デレック・ウェスマン(＊) 

中嶋 二朗  服部 隆夫 

山本 武志        

監事： 須藤 隆夫(＊) 横田 健    

 顧問： 岡添 健介 黒須 隆一   

 事務局長： 貝嶋 康文(＊) 

副事務局長：牛山 秀一(＊)    (各五十音順) 
 
 

 

杉山 光右 

多文化共生が必要な今、八王子国際協会の立ち位

置（行政との役割分担・ボランティア団体との連携の

在り方など）は、どうあるべきかを考慮して、当会の

発展に寄与したいと思います。 

青木 雅美 

留学生の日本での生活がより充実するための支援

を行いたい。そして日本・日本人に対する良い印象を

持ってもらいたい。そして私たち日本人が世界の

国々に対し正しい理解をするために、何か手伝いを

していきたい。 

伊藤 涼子 

 少しのおせっかいとボランティア精神は健在です。

ボランティアのひとつとして、皆様の後方支援等下

働きで貢献できましたら幸せです。 

近藤 琳 

 日本の文化・生活・法律・学校・医療・仕事など様々

なところで外国人の力になれたらと思います。様々

な国の方々と理解しあって差別をなくし、一緒によ

り良い日本にしたいと思います。 

武田 あき子 

 市民に多文化共生を理解してもらい、参加が増え

るよう国際協会の活動を広めていきたい。八王子の

潜在力は大きい。協会の活動は今後ますます重要に

なると思いう。 

田中 洋子 

 長年、学校教育に携わってきた経験や推進してい

る英語教育の活動を生かして、多文化共生と学校教

育を繋ぐ架け橋となれますよう、微力ではあります

が尽力したいです。 

 

 

塚本 吉紀 

 幼・小・中・高生には国際感覚を養い「世界人」と

して、人と人との関わりを大切にする人になってほし

い。教育施設への援助ができる国際協会であってほし

いと願い、微力ですが協力をしたいと思います。 

デレック・ウェスマン 

 外国人市民が増える中、引き続き必要な支援をしな

がら、「外国人」の枠を越えて「地域社会の一員」と

して、役に立つ機会を与えることが重要になります。

自らの経験を活かして、その取り組みに貢献したいと

思います。 

須藤 隆夫 

「多文化共生」に積極的に取り組んでいる八王子市

の一市民として、歴史・文化・習慣の違いを意識し、

在住の外国人と互いに隣人としてお付き合いできる

よう、国際協会の活動を通してお役に立ちたい。 

貝嶋 康文 （事務局長） 

副事務局長として４年勤務しました。永年の活動歴

を持つ多様なボランティア団体に支えられて、国際協

会も設立 10 周年を迎えます。八王子を多文化共生の

街にするため、皆さんと一緒に活動します。 
 

 

平成 30 年度 
八王子市検診ガイド・予防接種ガイドを 
英語・中国語・韓国語・スペイン語で翻訳 
 八王子市から委託を受けて、がん検診や予防接種な

どの案内ガイドを翻訳しました。市内で生活する大勢

の方の健康に役立つことを願っています。 

 翻訳版は 6 月末完成予定、配布先は未定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子国際協会 10 周年記念イベント 

自然の中で楽しむ国際交流 
自然に親しみながら、留学生等と一緒に飯盒炊さんを

したり、レクリエーションなどで交流を楽しみます。 

日時：７月 29 日（日） 11：30～15：00 

対象：幼児(小学校 3 年生までは保護者同伴)から 

大人まで 

場所：私立聖パウロ学園高等学校（下恩方町、現地集合） 

募集人数：40 人（先着順） 

参加費：300 円、幼児無料 

申込み：八王子国際協会（電話、メール、ＦＡＸ） 

 
 

スリランカ民主社会主義共和国 
ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය        

ゲスト：エラバダゲー・ニランガ・ 

アルシャ・サンカルパ さん 

日時：４月 22 日(日)13:30～15:30 

会場：八王子市学園都市センター第５セミナー室 

ゲストのサンカルパさんは南部州

のゴールに生まれ、３歳のとき最大の

都市であるコロンボに引っ越しまし

た。現在、創価大学の交換留学生です。 

 スリランカの面積は北海道の 80％、

９つの州の中に 25 の県があります。  

公用語はシンハラ語とタ

ミル語で、連結語は英語で、

識字率は 92.2％です。民

族は、シンハラ人(72％)、

タミル人(15％)、イスラム 

人(９％)、バーガ人(４％)で、仏教が約 70％を占めて

います。女性は結婚しても名字を変えませんし、世界

初の女性首相も誕生しています。 

スリランカは 18 世紀にイギリス領となりました。

都はコロンボに移され国名はセイロンとなりました。

1948 年 2 月 4 日にイギリスから独立し、1972 年

新憲法を発布し国名はスリランカ共和国となりまし

た。                  

1978 年には新憲法を発布し国名はスリランカ民

主社会主義共和国となり首都はスリ・ジャヤワルダナ 

プラ・コッテに移りました。ヤー

パウワ時代(1272 年～1293

年)に設立されたヤーパウワ宮

殿にはガンポラ時代の木彫が飾

られています。キャンディ時代 

1581年～1815年)に最後の王ス

リー・ウィクラマ・ラジャシンハ に

より、キャンディ宮殿)が建てられ

ました。 

服装は民族によって異な

ります。また男性民族衣装の

サラマは巻きスカートのよ

うなものであり、女性用では

サリーが有名です。 

スリランカは多文化社会で、カレーライスは毎日食

べられています。 

シンハラ・ヒンドゥー(お正月：

４月 14 日)では、南インド・スリ

ランカなどで、ヒンドゥー教徒で

あるタミル人が農作物の実りを

祝い、自然の恵みに感謝する祭り 

自然の恵みに感謝する祭りで家族のもとに帰省し

ます。 

 ぺラペラ祭り(2018/7/18～7/28)は、星座

によって日程が決まります。このお祭りは聖地キ

ャンディで毎年 7～8 月に開催されるスリランカ 

最大のお祭りです。そ

の他にウェサック祭

り(５月の満月の日)、

イード祭り(8 月 21

日)、ディーパーワリ祭

り(5 月 7 日)が有名で

す。 

スリランカの世界文化

遺産は６カ所、古都アヌ

ラーダプラ、古都ポロン

ナルワ、古都シーギリヤ、

聖地キャンディ、ゴール

の旧市街と要塞、ダンブ 

ッブッラの黄金寺院です。世界自然遺産は２カ所、

シンハラジャ森林保護区と中央高地です。国立公

園は 13 カ所です。 

現在の大統領はマイトリーパーラ・シリセーナ

です。政治体制は大統領制と議院内閣制を併用し

ています。 

 

 

 

 

経済はサービス部門が 60％、鉱工業部門が

28％、農業部門が 12％です。内戦終了後一人当

たりの GDP は 2 倍に成長し、貧困率は 15.2％

から 7.2％に、失業率は 7.2％から 4.9％に改善

されています。 

交通手段は、ディーゼル機関車とモノレールで

電化する将来計画があるそうです。 

第二次世界大戦後1951年サンフランシスコ講

和会議で、スリランカ代表ジャヤワルダナ氏の演

説が有名です。「やられたらやり返す、憎しみは憎

しみで返すだけではいつまでたっても戦争は終わ

らない。戦争は過去の歴史である。国同士の戦いで

国民が血を流すのは間違いだ。憎悪は憎悪によっ

てやむことなく、愛によってのみやむ」。 

日本はスリランカにとって重要な貿易相手国で、

主な輸出品は紅茶・衣類及び同付属品，主な輸入品

は自動車・一般機械・電気機器です。 

アンケートの結果は「話はとてもきめ細かく、質

問に対してしっかり答えていただき、大変勉強に

なった」等、大変好評でした。 

(世界の人とふれあいタイム委員長 生山龍哉) 

大都市コロンボ 

ヤーパウワ宮殿 

シンハラ人の正装 

キャンディ宮殿 

お正月の料理 

ベラベラ祭り 

国会議事堂 

第８７回 世界の人とふれあいタイム 

聖地キャンディ 
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