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NPO 法人 八王子国際協会設立総会を 
開催しました！！ 

日時：11 月 28 日（水） 17：00～18：00 

会場：学生・国際交流室 

 

◇◇◇◇法人化への歩み（３）◇◇◇◇ 

八王子国際協会の NPO 法人化に向けての重要な

ステップとなる設立総会を開催しました。当日は創

設会員であり、設立当初の役員となる現在の全理

事・監事が出席し、定款の内容、申請～認可～登記

に至るスケジュール、任意団体から NPO 法人への

移行手続き等についての説明と活発な議論が展開

され、全ての議案が満場一致で承認されました。 

今後の見通しとしては、来年 1月中に所轄庁であ

る東京都への申請を行い、審査・縦覧を経て 4 月～

5 月頃の認可取得、設立登記を考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
―会員説明会の開催― 

日時：11 月 17 日（土）13：30～15：30 

会場：クリエイトホール 視聴覚室 

設立総会に先立ち、全会員を対象に会員説明会を

開催しました。約 30 名の会員の皆様にご出席いた

だき、理事長挨拶、八王子市多文化共生推進課新井

課長のご挨拶に続いて、今までの経緯と今後のスケ

ジュール、現行規約と NPO 法人定款との差異、

NPO 法人への移行に伴う諸手続きについて説明並

びに質疑応答を行いました。参加いただいた方々に

は、ほぼご理解いただけたものと存じておりますが、

今後とも、ご都合で参加できなかった会員の皆様も

含めて、NPO 法人八王子国際協会の設立に向けて、

機会あるごとに懇切丁寧な説明に心がけてまいり 

ますので、温かい

ご支援、ご協力の

程、よろしくお願

い申し上げます。 

（NPO 法人設立プロジェクト委員会委員長 養田 正） 
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ロゴデザインを募集 

新設なる『NPO法人八王子国際協会』では、 

人々に親しまれ周知してもらいやすい「ロゴマーク」の設定を考え、 

ロゴデザインを広く募集します。 

募集内容：NPO法人八王子国際協会にふさわしいイメージを持つ 

ロゴマークのデザイン 
 

問い合わせ：八王子国際協会    TEL：042-642-7091         

Mail：802_kk@jcom.zaq.ne.jp 

 

http://www.wanpug.com/illust179.html
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第 14 回医療通訳ボランティア講座 

日時：10 月 14 日（日） 13：30～16：30 

会場：八王子市学園都市センター 第１セミナー室 

参加人数：21 名 

医療通訳ボランティア講座を開催しました。第

14 回目となる本講座では、第１部「医療通訳者の

現場体験を通して留意すべきこと」という演題で、

日本医療通訳協会試験委員の高岡由美先生に講演

していただきました。公立中学校の教員として 30

年間英語教育を指導後、医療通訳の世界に転じ、心

疾患や脳腫瘍の難しい医療通訳などで実績を重ね

た経験は、その静かで落ち着いた語り口と相まって

受講者に深い感銘を与えていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部はロールプレイ（模擬通訳）。外国人患者に

対する傾聴態度や正確な通訳を目指す受講者が通

訳役、シナリオが準備され、ネイティブ・スピーカ 

ー（英語、中国語、スペ

イン語、フランス語）が

患者役、協会医療ボラ

ンティア委員会委員が

医師役となって、中身

の濃いロールプレイと

なりました。    

         （事務局：古川 豊光） 

 

   八王子市総合防災訓練を終えて 
日時：10 月 28 日（日）９：00～11：30 

会場：市立松が谷中学校 

毎年、八王子国際協会で参加している防災訓練と

は災害時には自分がまず助かることであり、そのた

めにはどうやって身の安全を図るのがよいのかと

いう事を学ぶことだと思います。 

防災訓練に何回も参加しているうちに、災害時に

助かるために自然に体が動いていくようになると

いうことが大切です。そして自分が無事に助かれば

、家族や近所の人達を訓練で覚えた技術等で手助け

ができるようになります。今年の訓練を見ていると

、参加者は今まで以上に災害に対する考え方がしっ

かりして、学ぼうとしているように感じました。 

 

八王子国際協会が総合防災訓練に参加したての

頃は、何で集まって練習するのかをよくわかってい

なかった人が多かったみたいですが、最近は日本で

の防災訓練の意味が分かってくれたように感じま

す。真剣に参加している姿が、頼もしいです。 

（防災・災害対応委員 正国 秀子） 
 
 
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八王子開催 

日時：10 月 28 日（日）13：00～16：30 

会場：八王子市学園都市センター 第 1セミナー室 

参加者数：13 家族 32名 

参加者の国：中国、フィリピン、ネパール、タイ、 

ベトナム、インドネシア、バングラデシュ、 

アメリカ合衆国 

協力：東京都立高校教員、市立第五中学校教員 

日野工業高等学園、啓明学園高校 

星槎国際高校、関東国際高校 

聖パウロ学園高校 

YSC グローバルスクール（青少年自立支援セ

ンター福生） 

CCS（世界の子どもと手をつなぐ学生の会） 

八王子にほんごの会（学習支援団体） 

学習支援委員会、語学ボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本で生活をし始めた子どもたちが増えている

昨今、中学生または自国で中学校を卒業した子ども

たちの進学問題は、非常に大きな課題です。子ども

たちが日本で成長し高校を卒業して大学に進学ま

たは資格を取るなどして職につき、自立した生活が

できることを期待しています。 

この高校進学ガイダンスでは、日本の教育システ

ムや高校の種類、受験の仕方などを中心に多言語

（英語、中国語、スペイン語、タガログ語、ネパー

ル語、やさしい日本語）で説明します。外国人の保

護者にも高校進学の方法やスケジュールを理解し

てもらい、親子で高校進学や将来のことを考えられ

るように支援します。後半は、参加者の個別相談、

進学アドバイスをしました。 

      （事務局：花輪 豊子）  

-2- 

ロールプレイの様子 
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日本語ボランティア 

ステップアップ講座 
実施日：10 月 13 日、20 日、11 月３日（土） 

場所：学園都市センター、クリエイトホール 

講師：宮崎 妙子 氏、林川 玲子 氏 

参加者：24名 

―受講者の感想― 

みなさんこんにちは。標記の講座に参加しました

のでご紹介します。日本語ボランティアを始めた私

にとって、この講座は大変有意義なものでした。 

テーマは 

第一回：話し合いましょう！地域日本語教室の課題 

第二回：日本語ゼロの人の相手になったら 

第三回：学習者が必要な日本語とは、 

でした。 

とりわけ参考に

なると感じた点と

しては①「日本語

を教える」という

よりも楽しい場作

りを、②学習者が

望む場面や状況で 

の会話を中心に、③教科書だけでなくチラシや絵な

どの活用を、等ですが他にも多くのお話がありまし

た。 

加えて参加者同士の情報交換や経験談など活発

なやりとりも大いに参考になりました。私の勤め先

でも留学生が数多くいますので日本語力の向上は

常々課題と感じていました。実際学習者一人一人の

日本語力が違いますし興味、関心も違いますので

「個人個人に合った対応が必要だ」と言う事ですね。

これらを今後のボランティア活動に活かして行き

たいと思います。 

（受講生：松浪 良樹） 

 

           外国人留学生のための 

合同企業説明会を開催 
         日時：11 月 10 日（土） 

 13：30～17：00 

会場：八王子市クリエイトホール 第 2学習室 

参加者数：９名 

 本年初めて、大

学コンソーシア

ム八王子と当協

会の共催による

合同企業説明会

を開催しました。 
 

 

第１部では NPO 留学生協会による就職支援講

座を行い、日本企業の特徴や就職にあたってのポイ

ントなど、ユーモアたっぷりの講義がありました。 

第２部では八王子

市内の５社による合同

企業説明会を行いまし

た。（有）小池製作所、

（株）コスモ計器、第一

合成（株）、（株）ナラハ

ラオートテクニカル、

（株）ユーエスの担当 

者がそれぞれのブースに配置され、自社製品を持ち

込んだ企業もあり、参加留学生は９名でしたが、興

味深く聞きいっていました。 

本事業は協会が設立された 2008 年から毎年実

施されていますが、このような形式での開催は初め

てであり、来年以降の新たな展開に期待が持てる合

同企業説明会でした。     

             （事務局：古川 豊光） 

 
北原フェスタ 2018 年に参加して 
実施日：11月 11日（日） 

当協会の賛助会員である北原国際病院の北原フ

ェスタを見学しました。 

 

 

 

 

 

 

 

当日は好天に恵まれ、多くの市民が訪れていまし

た。会場となった北原リハビリテーション病院では、

様々な体験、展示・物産、八王子食フェスタ、学生

企画エリア、海外エリアなど盛り沢山の催物を楽し

んでいました。同病院新棟で行われた体験コーナー

では、脳卒中の REAL 体験、AI、VR、ロボットな

どの先端技術も大集合し、先端技術を学習すること

ができました。屋外の各ブースで行われた「八王子

の食フェスタ」も十分に楽しめる内容であり、市民

は魚の塩焼き、カレー、ナンなどを堪能していまし

た。屋内では「高尾とんとんむかし語り部の会」の

昔話、滝山城址にまつわる興味深い歴史挿話、学生

企画エリアでの大学生らしいアイディアの展示コ

ーナー、さらにカンボジア・ベトナムを特集した海

外での活動を紹介したコーナー、そして八王子国際

交流フェスティバルにも参加したタイの伝統衣装

や文化紹介などがありました。 

      （事務局：古川 豊光） 熱心に講義を聞く留学生 

個別相談 

ワークショップの様子 
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八王子モスクでの防災訓練 
日時：11 月 18 日（金） 14：00～15：00 

会場：西平岡町公園 

協力：八王子消防署、八王子モスク 

八王子モスクの礼拝者を対象とした防災訓練を

実施しました。礼拝後、チキンカレー（ハラール）

を礼拝者とともに賞味しました。適度なスパイスが

きき、美味でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、すぐ近くにある

西平岡公園で、八王子消

防署の協力のもと、初期

消火訓練、起震車体験訓

練、通信訓練などが行わ

れました。当日は東南ア 

ジア、中央アジア、中東、アフリカ諸国から 40名

以上のイスラム教徒の方々が参加、また八王子の取

り組む防災訓練の見学を希望された東京都生活文

化局と東京都国際交流委員会の方々３名が参加さ

れました。その他、創価大学 7名、大学コンソーシ

アム八王子、八王子市多文化共生推進課、協会参加

者を含む約 60名が、秋晴れの下、防災訓練に励み、

充実した訓練ができた一日でした。           

 （事務局：古川 豊光） 

 
 

「やさしい日本語講座」 
 

日時：11 月 24 日（土） 

13：30～16：00 

会場：八王子市学園都市センター 第 1セミナー室 

講師：梶村 勝利 氏 

   （東京日本語ボランティアネットワーク代表） 

参加者数：14 名 

各地では、2020（オリンピック）大会に向けた

英語学習が盛んだ。そんな中、在住外国人に焦点を

当てた「やさしい日本語講座」が開催された。わか

りにくい日本語に工夫を施し、端的でわかりやすい

日本語に置き換え、外国人の生活や災害時に役立て 
 

 

る、という内容だった。梶村講師のお話は、現実的

で説得力があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 今後、外国人材拡大に伴い、さらに多くの外国人

が来日する。英語がわからない人もいるであろう。

私達もやさしい日本語を心がけ、近隣の外国人や困

っている人に、ぜひ声を掛けていこう！ 

             （受講生：中嶋 みどり） 

 

 

災害時のための 

語学ボランティア研修会 

日時：12 月 8 日（土） 9：30～11：30 

会場：八王子消防署 

参加者数：18 名 

八王子消防署内で、「災害時のための語学ボラン

ティア研修会」を開催しました。語学ボランティア

など多くの会員が参加しました。 

平野吉三理事長の挨拶のあと、同消防署の上條明

彦地域防災担当係長に「防災について」の講義をし

ていただきました。続いて、当協会の災害・防災対

応委員会の平野輝雄委員長が「災害時の外国人支援」 

に特化して

講義をして

いただきま

した。参加

者は熱心に

メモを取っ

ていました。 

講義終了後は、AED を使った英語による応急救

護訓練が行われ、参加者は緊急時の心肺蘇生の方法

など、多くのことを学びました。 

最後に、施設見学

が行われ、最新の消

防車や消防資材の紹

介がありました。 

参加者にとっては

充実した研修となり

ました。 

           （事務局：古川 豊光） 

  

準備された 
ハラルフードの 
カレーライス 

消火器の使い方を 
教わって 

消火訓練 

起震車で震度 7 以上の体験 
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ネパール連邦民主共和国 

      ゲスト： 

ガンガ･バハドゥール タマンさん 

 

日時：11 月 25 日(日) 13：30～15：30 

会場：八王子市学園都市センター 第１セミナー室 

ネパール連邦民主共和国

〔ネパール〕は 2008 年に

王政を廃止し、南アジアの連

邦民主共和国となりました。

東、西、南の三方をインドに、

北方を中国チベット自治区

に接する内陸国です。 

 ガンガさんはカトマンズから東へ 50キロに位置

する、東部のカブレパランチョク県のビムコリとい

う小さな村で生まれました。高校卒業後カトマンズ 

に住み、日本人とネ

パール人が経営する

旅行会社でトレッキ

ング・ガイドの仕事

を行い、そこで奥様

と出会い  結婚しま

し た 。 結 婚 後 の

1993 年 7 月に来日

し、半年ほど奥様の 

実家がある八王子で 

暮らし、２人のお子さんにも恵まれ、現在は奥様と

次男の３人で同じ八王子市に住んでいます。 

 ネパールの国旗の中の二つの三角形は、山や２大

宗教であるヒンドゥ教（元国教）と仏教を表し、ま 

た国旗の中での白色

（月と太陽）と青色

は平和を意味してい

るそうです。 

国土は３部分に

分かれていて、上部

はヒマラヤやエベ

レスト(８千メート 

ル級)、中央部は丘(カトマンズ)で海抜(1,500ｍ～

4,000ｍ)、下部では平地で暑く農業用地(海抜 100

ｍ未満)に分類されています。民族は 100 以上あり

93 の異なる言語や地域語を持っています。 

1956 年 9 月 1 日に

日本と国交を樹立し、

2006 年には 50 周年

を迎えました。 

 ネパールの教育は、教

育省が中心となって実

施されていて、学校の種

類は公立・私立や地域住 

民により運営されているものもあります。１年生～

８年生までが義務教育で政府と援助国によって支

援されています。 

しかし入学率が

90.7％に対して、

貧困などの理由で

義務教育終了まで

継続して学校へ通

う子どもの数は

67.5％という現状

です。中には学校へ 

行くのに橋がないため、長い棒にぶら下がって川を

渡って通学している生徒もいます。一方、ホームレ

スの子供は生活のため、ゴミ拾いなどでわずかばか

りの収入を得ています。それ以外にも川に魚を採り

に行ったりしています。農家の人たちは、農作業を

しながら歌や踊りなどを楽しんでいます。  

 ネパールでの食事はカ

レーが中心ですが、それ以

外にはチュウラ(米を平に

したもの)、トウモロコシ、

大豆、クンドゥル(野菜を

発酵したもの)。またロッ

キー(小麦粉料理)はお祭

などの時に家庭で作りま

す。他にも餃子(牛の肉)、

ネパールうどん、やきそば、 

肉中心のネパール鍋が好まれています。 

 トレッキングにはエ

ベレスト街道にあるナ

ムチャバザールが有名

です。標高 3500ｍに位

置し、空気が薄くヒマラ

ヤ登山口としても有名

です。参考までにエベレ 

ストビューホテルは世

界で一番標高の高いホ

テルで、カトマンズから

ヘリコプターで直行す

ることも可能です。これ

以外にもポカラは、 

6993ｍの下に見える湖であるブルーマウンテン

ピュワーレイクが有名で、その周辺は絶好のハング

グライダースポットです。季節としては 10月、11

月がベストですが、４月中旬の春先は、国の花であ

るシャクナゲが山一面を真赤に染めるそうです。 

アンケート結果では、大変わかり

やすい いつか訪れてトレッキング

したい。一般国民生活について広域

な分野にわたり大変わかりやすく説

明されていた。身近に感じた等の回

答が多く寄せられました。  

（世界の人とふれあいタイム委員長 生山龍哉） 

第 90回 世界の人とふれあいタイム 

スピーチをするガンガさん 

村の子どもたちの通学風景 

ネパールの位置 

特色ある民族衣装 

カトマンズの中学生 

ネパールの一般的な食事 

高地でのハンググライダー 
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ポカラのピュワーレイク 
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会員数報告       2018 年 11 月 3０日 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

265 9 団体 5/個人 1 280 
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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 

 

今後の活動予定（平成 31 年 1月～2月） 

❖「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座 

12 月 15日･22日、１月 12 日･19 日･26 日(土) 

❖語学シリーズ 冬季講座  

ステップアップ イタリア語 英会話中級講座 

    1 月 10 日～３月 28 日（木） 

楽しいタイ語コミュニケーション 

ネイティブと学ぶメディア英語 

ステップアップ・ドイツ語 1 月 11 日～3 月 15 日（金） 

英会話上級講座 ネイティブと学ぶ旅行英語 

ネイティブと学ぶやさしい英会話 

   1 月 12 日～3 月 23 日（土） 

やさしいフランス語   1 月 31 日～４月 18 日（木） 

❖行政書士による無料相談会  1 月 12日(土) 

❖無料専門家相談会のための研修会  1 月 19日(土) 

❖日本語ボランティア養成 基礎講座 

         1 月 2６日、２月 9 日･16 日(土)  

❖行政書士による無料相談会  ２月９日(土) 

❖世界の人とふれあいタイム「ブラジルの話」 

       ２月 10 日(日)  
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サポートデスク相談実績 
１０月 相談件数  １２２件 
（日本語支援、ボランティア、学習支援、通訳・翻訳・
医療通訳・運転免許試験の合格・家ダニ駆除・給水停
止執行通知・高校進学ガイダンス・職場問題・ビザ・
生活相談 他） 

    相談者数  １２２名 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ブラジル・
アメリカ・ベトナム・タイ・台湾・インドネシア・バ
ングラデシュ・ネパール・イラン・アルジェリア・エ
ジプト・フランス・ベネズエラ・ウズベキスタン・エ
クアドル 他） 

１１月 相談件数   ７９件 
（日本語支援、ボランティア、学習支援、通訳・翻訳・
医療通訳・ATM 操作・病院紹介・高校進学ガイダ
ンス・ＤＶ・ビザ・生活相談 他） 

  相談者数  ７９名 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・アメリカ・
ベトナム・タイ・台湾・インドネシア・マレーシア・
ネパール・パキスタン・エジプト・サウジアラビア・
トーゴー・コロンビア 他） 

行政書士による外国人個別無料相談会 

１０月 相談件数：２件 相談者数：２名 

１１月 相談件数：２件 相談者数：２名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
発行：八王子国際協会   
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＜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  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 

 東京八王子南口ロータリークラブ 

 シミズパーク 24 

 

http://hia855.com/
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