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八王子国際協会には、20 言語に対応する約 270 名

の語学ボランティアが登録され、言語的には英語、中国

語、韓国語・朝鮮語、スペイン語はもちろんモンゴル語、

ミャンマー語、ビコール語（フィリピン）なども登録さ

れています。 

外国人相談等の通訳や

翻訳、八王子市や企業、

各種団体からの依頼によ

る通訳や翻訳を行ってい

るほか、医療ボランティ

ア、観光案内ボランティ 

アなどとして幅広く活躍しており、災害時（地震、水害

など）の外国人支援にも欠かせない存在です。また他市

からの派遣依頼も多い。年間通訳・翻訳件数は約 300

件（含医療通訳、翻訳）に上り、その数は年々増加して

います。 

 昨年、エスフォルタ・

アリーナ八王子で開催さ

れた『ボルダリング ワー

ル ド カ ッ プ 八 王 子

2017』では、多くの語

学ボランティアが選手や 

関係者道案内、会場での通訳などで活躍しました。来た

る 6 月にはワールドカップ八王子 2018が開催される

予定で、語学ボランティアの活躍が期待されています。

さらに、2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ

クでの活躍も期待されるところです。 

このように実際に活動されている語学ボランティアの

方が限定されていること、活躍していただける条件が必

ずしも沿わないこと等課題もありますが、今後は研修会

や懇親会を通じて、語学ボランティアのさらなるスキル

アップや目に見える活動の工夫を凝らし、活動の幅を広

げていきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外国人の多くは文化、慣習、医療制度の違い、情報

格差、言葉の壁などにより、医療に関する不安や悩み

を抱えながら生活しています。こうした外国人を支援

する目的で、2011 年、当協会内に医療ボランティア

委員会を立ち上げ、行政と連携しながら①医療通訳ボ

ランティアの紹介②外国人向け母子保健及び検診等の

多言語サポート③外国人への PR などを実施していま

す。また、外国人から医療に対する要望をヒアリング

し、今後の活動の参考にしています。 

以下に委員会の主な活動をまとめました。 

① 医療通訳ボランティアの紹介 

病院や外国人からの依

頼により当協会の医療通

訳ボランティアを紹介し

ています。医療通訳ボラ

ンティアは現在 5 言語

（英語、中国語、韓国語・

朝鮮語、スペイン語、ド 

イツ語）30 名が登録していますが、ボランティア活動

なので、重篤な症状には対応できず、法的な責任は負え

ないなどの限界があることを、事前に病院側にも患者さ

んにも説明し理解していただいてから、紹介しています。 

② 外国人向け母子保健及び健診等の多言語サポート 

八王子市保健所・保健福祉センターで実施している、

BCG や四種混合予防接種・幼児健診・6～9 ケ月児健

診などの案内について、外国人向けの案内に「日本語

のわからない方は八王子国際協会へご連絡ください。」

という文章を同封し、必要に応じ通訳などの対応をし

ています。 

③ 健診ガイド・予防接種ガイドの多言語訳 

平成 30 年度より、八王子市から委託を受けて、検

診ガイド・予防接種ガイドの多言語翻訳（英・中・韓・

スペイン語）を行う予定です。 
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平成３０年度 八王子国際協会・総会開催のお知らせ 
日時：平成３０年（２０１８年）５月２６日（土）  午後１時３０分～午後３時３０分 
会場：八王子市学園都市センター１２階 第１セミナー室 

行政書士による外国人相談 

2017年ボルダリング大会 

笑いもこぼれるロールプレイ 

外国語を話す市民と共に暮らす街づくりを目指す八王子国際協会においては、通訳・翻訳をこなすボ

ランティアは非常に大きな人材として位置づけられています。今号では、普段見えないところで活動し

ていることが多い語学ボランティアや医療（通訳・翻訳）ボランティアの活動の姿をご紹介します。 
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④ 外国人への PR 

英語、中国語、韓国語・朝鮮語、スペイン語による「医

療通訳の案内カード（医療カード）」を作成し、病院、

外国人コミュニティ、公共施設などへ配布して、周知に

努めています。 

⑤ 医療通訳ボランティアの研修 

医療通訳者のスキルアップを目的として、年 2 回研

修会を実施しています。「医療通訳の心構え」、「内科」、

「歯科」、「眼科」、「産婦人科」、「小児科」など広範な内

容となっており、医療通訳の現場での臨場感とふさわし

い表現を体験するため、外国人患者、医者、通訳の三者

によるロールプレイを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の課題としては、医療通訳ボランティアのスキル

アップのためのセミナー開催や医療通訳ボランティアを

医師賠償保険の対象者とすることなどが挙げられます。 

 

 

 

 

日時：２月 20 日（土）10:00～12:00 

会場：国際交流室 

参加：４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「日本語を学習したい」と、毎週数名の外国人が 

サポートデスクに相談にやって来ます。日本語学習

は外国人の相談のベスト３です。幸い八王子には永

年日本語学習を支援しているボランティア団体が幾

つもあり、外国人の希望に応えています。 

 八王子でのボランティア団体の活動や外国人の学習

の状況を説明しました。参加者は少数でしたが、皆さ

ん日本語学習支援に興味がある方ばかりでした。講座

終了後、３名が日本語学習の見学に参加し、１名が学

習支援者になりました。 

  
       

 

日時：２月 25 日（日）13:00～16:00 

会場：八王子市学園都市センター12 階 

 この専門家相談会は、東京都国際交流団体連絡会で

ネットワークを作り、東京都内 17 会場で開催してい

ます。八王子市では、弁護士をはじめ行政書士、八王子

市の行政関連等の専門家 13 人と、９か国語の通訳ボ

ランティア、専門家相談会の委員等合わせて約 50 人

のスタッフが準備・開催にあたりました。 

 当日は、開催前から相談者が列を作るなど大勢の外国

人が駆け付けました。受付や案内などのスタッフは慌て

ることなく丁寧に対応し、多くの外国人相談者は、笑顔

で帰っていきました。 

 

 

 

 

 

 最近の傾向として、外

国語での相談よりもや

さしい日本語の相談が

増えています。しかしな

がら肝心のポイントに

なるところは、やはり自 

分の言葉で表現することが多いようです。 

相談件数：19 件  案件 21 件 

相談者の国：中国、フィリピン、日本、韓国、チェ

コ、タイ、スウェーデン、ネパール、シリア 

日時：２月 11 日（日）13:30～16:00 

会場：八王子労政会館大ホール 

当協会の団体会員である「日中友好語学学習」を主宰

する日中友好協会八王子支部“2018 年 春節を祝う

会”に来賓として招かれ参加しました。 

恒例の春節は「世界の平和」をテーマとした、会員によ

る太極拳実演、二胡演奏,変面ショー、日本民謡と踊り

の披露や紙芝居、手品などの隠し芸の飛び入りもあり、

会場は大いに賑わっていました。 

休憩時間には、水餃子・お茶・紹興酒、お買い物等の

交流タイムで日・中間の親睦を深める良い機会になって

いました。今年は、日中平和友好条約締結 40 周年を

迎えます。 これからも日中友好親善に貢献する当会の

役割に期待しています。 

（八王子国際協会 事務局長：春田博） 
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八王子市 
からの 
委託事業 

 

八王子市 
からの 
委託事業 

設営された相談ブース（上） 
相談員と通訳ボランティアの 
皆さん(下) 

担当言語に分かれてロールプレイをします 
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日時：3 月 4 日（日）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 

参加人数：34 名 

講師：西村明夫氏 

RASC コミュニティ通訳支援センター代表    

講師の西村明夫氏は医

療通訳の先駆的組織を持

つ MIC かながわでも設立

当初から活動される方で、

医療通訳の捉え方・あり方

などを中心に話していただ

きました。 

参加者からは、専門すぎ

る、難しいなどの意見 

のほか、とても重要な内容のあるボランティアだが少し

ずつ学んでみたい、参考書で勉強したい、などの積極的

な感想も聞かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内容が豊富であったので、参加者は一生懸命に集中

して講義を聞いていました。 

 

 

日時：3 月４日（日）12:30～14:00 

参加：19 名 

先週の日曜日、八王子国際協会のイベントで磯沼牧場

へ行きました。 

日本の牧場で初めて乳搾りをしました。そこでとても

驚いたことがありました。 

日本では、私の国の動物のように危険ではなかった

ことです。 

私たちはそこで動物たちにふれることが出来ました。

とても人懐っこく、初めて見る私たちにもよくなついて

くれました。それは本当に嬉しかったです。 

私はまた、牧場で牛乳からアイスクリームが作られて

いることにも驚き、感激しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の牧場への訪問は、私が日本の農家の人たちがど

のように働いているかを知る初めての経験でした。私は

そこで多くの人に出会えてとても嬉しかっです。中でも、

沢山の子どもたちが楽しそうに動物たちと触れ合ってい

たのが、1 番印象に残っています。 

私にとって素晴らしい一日でした。 

このイベントを開催してくれた八王子国際協会に心よ

り感謝します。 

マネ ラミネ（セネガル出身留学生） 

 

日時：３月 24 日（土）10:00～12:00 

会場：八王子市学園都市センター 第１セミナー室 

参加費：500 円（会員は無料） 

参加者：41 人  （うち会員：12 人） 

プログラム 

① ゲストスピーカー：クルディ・ゼヤードさん 

サウジアラビアの紹介（英語：約１時間） 

② グループでの英語での会話 (約 1 時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピーカーの話は普段は聞けない、サウジアラビア

の日常生活とイスラム教の教えであり、参加者はみん

な興味津々で、クルディさんの楽しい説明は大好評で

した。その後４人ごとに 10 グループに分かれて英語

のおしゃべりに入りました。これも大変盛りあがり盛

会でした。アンケートに 34 人回答を頂き、その内７

人の方から「会の世話役をやっても良い」とのお返事

を頂きました。 

（世話役：永野正久） 
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八王子市 
からの 
委託事業 

沢山の資料を説明しながら
講義される西村氏 

子どもも大人も存分に楽しんだ牧場訪問 
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国際理解教育委員会では、学校からの要請に対応

して、市内小学校・中学校の先生方と外国人留学生等

と委員会で協力して、子どもたちの国際理解教育授業

を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の先生が計画した授業案をもとに、委員会でで

きることを提案し、双方合意のもとに授業案を作成、

流れを作ります。留学生等に授業の内容と日本の子ど

もたちに伝えたいことを打ち合わせます。 

今年度は、中学校

の授業では英語を

使ったものや生徒が

伝えるコミュニケー

ション力を目的とし

た発表授業等に協

力しました。小学校

では、留学生が自国

の「学校生活」を紹

介し、小学生は日本

の文化や生活・遊び 

などを伝え、交流しました。 

 

 

 

開催日：２月 10 日、24 日、３月３日、31 日 

（全４回 土曜日） 

講師：西郡 仁朗 氏 

首都大学東京教授 人文社会学部人間社会学

科日本語教育学教室、人文科学研究科人

間科学専攻日本語教育学分野  

参加者：会員、団体会員メンバー  

受講料：無料  

受講者：各回（36 名、32 名、27 名、17 名） 

 

 

 

   

 

 
 

 いつも外国人の

日本語学習の支援

をしているボラン

ティアの方々を対

象に、研修会を行

いました。 

 新鮮な話題の多

い講義で、みんな

楽しく学びました。

これからの日本語 

学習支援の参考になるものでした。 

 

45 か国のべ 4,623 人の外国人を 

9 団体 6,271 人の日本人が支援  

 

 

※八王子国際交流センター（HIEC）の利用期間は 

29 年 10 月～3 月

日時：3 月 6 日（火）、7 日（水） 

 市立ひよどり山中学校の生徒 4 人（1 年生 2 人、2

年生 1 人、3 年生 1 人）が、総合的な学習のひとつと

して「職場体験」で、国際協会に学習に来ました。 

国際協会の役割や八王子の外国人市民の人数などの基

本的な情報を学んでから、作業に移りました。 

 会議室の掃除、書類を印刷したりまとめたり、図書の

整理などの仕事を手伝ってもらいました。慣れない環境

に初めは緊張していた生徒たちでしたが、2日目には笑

顔が見られるようになり、異なった学年の生徒同士が協

力して、作業を進めていました。 

   （八王子国際協会事務局：花輪豊子） 
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団体名 内訳 人数 講座数
回/週

八王子にほんごの会 外国人学習者 １８２６

支援者 １８７３

八王子国際友好クラブ 外国人学習者 １０５０

（HIFC） 支援者 ９１４

アジア青年会 外国人学習者 ３３５

支援者 １６５７

世界の子どもと手をつなぐ 外国人学習者 ４９９

学生の会（CCS） 支援者 ３２３

虹の橋 外国人学習者 ２０３

支援者 ６９５

情報ボランティアの会 外国人学習者 ２７

（IVH） 支援者 １２３

日中友好語学学習会 外国人学習者 １７９

支援者 １５７

八王子国際交流センター 外国人学習者 １６３

（HIEC） 支援者 １６５

外国人学習者 ３３１

支援者 ３６４

外国人学習者 ４６１３

支援者 ６２７１

全体

協会：駅前学習支援教室

１８
回/週

１

１

４

５

１

１

３

１

１

外国人留学生の話は、子どもたちに大好評！ 

子どもたちからのお礼状 

身近な話題で楽しく学ぶ受講生 

※ 
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 《近隣国際交流協会の訪問記》 

 
訪問日：4 月 3 日（火）14:00～15:00 

訪問者：広報委員(養田、永野、塚本) 事務局 (花輪) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 桜吹雪のなか、聖蹟桜ヶ丘駅前の商業ビル７F にあ

る多摩市国際交流センター（以下 TIC）を訪問致しまし

た。お忙しい中、事務局長の竹内佳代子さんにお話しを

伺うことができました。 

 TIC は今年で設立 25 周年、竹内事務局長は設立当

時から日本語ボランティアとして活動、事務局長に就任

し、7 年が経ちます。多摩市では、文化・市民協働課が

TIC との関連を持っているそうです。 

 私達が驚いた事は事務局長はじめ 8 人の事務局員が

交通費の支給はあるものの、全員ボランティアとのこと

です。多摩市の人口も外国人数も八王子市のほぼ 4 分

の１ですが、会員数 440 人(含外国人 150 人)、年会

費・正会員 3000 円、準会員（外国人 3000 円、但し

語学教室は無料、学生・家族 1000 円）で活動を展開

されています。 

 

活動の 4 つの柱 

*楽しもう（Enjoying） 

お花見・お祭・盆踊り・生け花・料理講習会、歌

舞伎鑑賞等 

*サポート（Supporting） 

外国人の日本語教室・生活相談室・募金活動・防

災訓練 

＊学ぼう（Learning） 

外国語セミナー・日本語スピーチ大会 

＊知ろう（Understanding） 

国際理解講座・大使館訪問等 

開発運営部・広報部・交流事業部・日本語セミナー

部・外国語セミナー部・生活支援部・ユース国際 

 

 
 

交流部（子どもの学習支援）の 7 部があり、代表者会

議が月一回行われる。会員は各部に所属、あまり活動

出来ない人でも会費を払っているだけで、貢献してい

ると考えるとのこと、私達も会員全員が活動していな

いのが現状ですが、このような考え方があっても良い

かと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考になった事 

＊わが協会でも行っていますが、「おもてなし語学ボラ

ンティア育成外国語講座」終了者が自主的にグルー

プを作り、アイディアを出し合いながらグループ活

動を行っているとの事、現在 3 つのグループが自主

的に活動中とのこと。協会主導の講座がきっかけと

なり、協会の手を離れ、このような自主的なグルー

プができていくことが本当に望ましい姿ではないか

と思いました。 

＊TIC は任意団体であり、理事長に負担がかかるおそ

れはあるものの、現状の活動ではなんら支障がない

とのことで現在のところあえて法人化は考えていな

いそうです。 

＊理事会には必ず市議会議員一名が参加する。任意団

体にも関わらず、素晴らしいことだと思います。 

ボランティアの限界は？ 

 事務局長の後任を探すのが大変ですと言われました

が、ボランティアでこれだけの活動をされていること

に事務局の皆様に敬意を表したいと思います。若い世

代の参加者が少ないという悩みはいずこも同じです。

実質的なリーダーとなる竹内事務局長のボランティア

精神が会員の皆様の活動元になっているのではないか

と思いました。 

爽やかなお人柄 

ボランティアの在り方を考えつつも、やはりこの活

動の原点はここにあるのではないかと思い、なにやら

爽やかな気持ちで帰路につきました。 

お忙しい中、ご対応頂き、心より感謝申し上げます。 

         （広報委員会：塚本回子） 
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多摩市国際交流センターの活動等を紹介
するリーフレットなど 竹内事務局長と和やかに話す広報委員 
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オーストラリア連邦 
Commonwealth of Australia 

ゲスト：タイ・コナルさん       

Mr. Tadhg Conail 
日時：２月４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 

ゲストのコナルさんは

アイルランド系移民家族

で、生まれはメルボルン

市です。1980 年代に来

日し、約 20 年間八王子

の住民であった時もあり、

日本とともに歩んできま 

した。オーストラリアとイギリスの大学をそれぞれ卒

業した後、マスコミ関連や大学講師などの経験を積み、

現在は金融情報関係会社に所属しています。 

オーストラリア連邦は「南大陸」という意味もある

連邦国で、六つの州と二つの特別地域で構成されてい

ています。面積は日本の約 25 倍、人口は日本のおよ

そ６分の１で、オセアニアに位置していて面積の約９

割は砂漠地帯です。また国内総生産(GDP)は上位国で、

メルボルン市は世界で最も住みやすい都市に連続的に

選ばれていて裕福なところです。 

 

 

 

 

 

 

数万年前から原住民(アボリジニ)が世界で最も長期

継続した文化を持って暮らしていました。原住民(アボ

リジニ)を中心に紹介します。現在では住民の 80%以

上がヨーロッパ系の白人で、その他にアジア人が約

12%、先住民などが約 2%となっています。 

先住民族の旗はオ

ーストラリアの公式

な国旗の一つで、黒

は先住民族の黒い肌

の色を表し、赤はオ

ーストラリアの土の

色であり、過去と未 

来を表す黄色い丸は生命源である太陽を表しています。

元々先住民には 600 以上の部族があり、一族一言語

で特有文化を構成していました。先住民言語の多くは

絶滅しましたが、いまだに 120 種類以上の言語が使

用されていています。 

先住民の宗教にあたるのは「ドリーミング夢の時」で、

過去と現在と未来がつながっていると信じられていて、 

 

「一人ひとりのドリーミングが違っていて」独特のも

のでした。また全ての知識が先祖から集まると信じら

れていて、多くの神話が宗教同様、部族によって異な

っています。しかし共通神話の「虹蛇」では、虹蛇が 

創造神話の中心とな

っていて、世界を創っ

たとされています。 

 コロボリーは踊り

で、音楽や仮装で夢と

交流する儀式です。参

加者は体に絵を描き、

原則として誰でも参

加できます。 

ブーメランは、オースト

ラリアの先住民が使って

います。戻ってくるブーメ

ランは楽器、こん棒、デコ

イなどに使用されていて、

戻ってこないブーメランは

狩猟や戦闘に使われてい

ました。   

歴史上で人間が最も遠くまで投げた物がブーメラン

だったと言われています。（宇宙飛行士土井隆雄さん

も、宇宙にて無重力でブーメランが元に戻ることを検

証した。） 

ディジュリドゥ

は数千年前から使

われ、世界最古の

管楽器とされてい

て伝統的にオース

トラリア北部での

み使われていまし

た。 

現在、先住民の健康問題は深刻で、先住民の人口は

1920年より７万人減っています。先住民男性の平均

寿命は約 67 才で、非先住民オーストラリア人男性の

約 78 才より 11 才短いです。女性の場合には先住民

の平均寿命が約 73 才に対して、非先住民は約 82 才

で 9 歳の差があり、健康格差が政府の重要課題と位

置づけられています。その他にまだまだたくさん課題

がありますが、以前に比べて改善されていると思われ

ます。 

アンケートでは、「原住民(アボリジニ)への興味が

深まった」「豊かで平和な国というイメージでしたが、

裏面史を知り、ためになった」「テレビや旅行ガイド

ブックにない内容を知り楽しかった」等の回答が寄せ

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８６回 世界の人とふれあいタイム 
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原住民(アボリジニ)の聖地 ウルル 

原住民(アボリジニ)の旗 

コロボリー 

会場の様子 

ブーメラン 

ディジュリドゥ 
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日時：3 月 3 日（土）10:00～12:00 

会場：八王子市学園都市センター 第 5 セミナー室 

参加：30 名 

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 

「やさしい日本語」講座に参加して  

  日本語を母国語としない外国人に「わかりやすい日

本語」を伝えるためには、連体修飾語などを省いた簡

潔で短い文章にすること、分かち書きやイラストを加

えるなどの工夫が大切であることを学習しました。東

京日本語ボランティアネットワークの梶村先生の実体

験による講義とグループごとのリライトの実践ワーク

ショップに参加し、学習支援の参考になり大変有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意義な時間でした。今後も八王子市に暮らす外国人市

民にとって必要なコミュニケーションの支援の場が充

実し、多文化共生のまちづくりが進むことを願ってい

ます。 

（参加者：首藤 素子） 

 

日時：3 月 10 日（土）13:00～16:30 

会場：八王子労政会館 

お父さんお帰りなさいパーティー（略称：オトパ）

は、主にシニア世代を対象に「地域」でいきいきと過

ごしていただくためのきっかけをつくるイベントです。

八王子で元気に活動する市民活動団体等を参加者に紹

介し、交流会で親睦を図りました。 

 市内約 40 の団体が参加し、八王子国際協会は「国

際交流」分野で、毎年参加しています。

 八王子国際協会の活動を１人でも多くの方に知って

いただき、仲間になっていただくことが期待されてい

ます。 

（八王子国際協会事務局：古川豊光） 

 “サイパン ロータリークラブとの 

友好クラブ締結式”を取材 
日時：２月 28 日（水）17:00～17:30 

会場：エルシー八王子 

当協会の団体賛助会員であ

る「東京八王子南ロータリー

クラブ」の例会にお伺いして、

“サイパンロータリ―クラブ

との友好クラブ締結式を取材

しました。 

式典にはサイパン ロータリークラブから、会長エレ

クトのグレッグ・ボーハ様、令夫人メル・ボーハ様、ケ

ン・カトウ様、令夫人レオ・カトウ様、前ガバナー補佐

デニス・ヨシモト様 5 名が出席されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2010 年から両ロータリークラブの会員同志での交

流が始まり、2016 年からは高校生交換留学事業を行

っています。サイパンの高校生はホストファミリー宅に

滞在して、日本の文化・習慣を体験しています。今後こ

の事業を見直して、より良い形で継続して行くことが

確認されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この友好クラブ締結を機に、両ロータリークラブの交

流が一層盛んになり日米の相互理解が深まることが期待

されています。 

       （八王子国際協会 副事務局長：貝嶋康文） 

会長：鈴木 和夫 氏 

 

 

挨拶されるボーハ会長エレクト氏と 
ケン・カトウ氏 
（サイパン・ロータリークラブ会員） 
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和やかな雰囲気で受講者と話す梶村氏 

団体賛助会員を訪ねて 
 

八王子市 
からの 
委託事業 

相互にサインされた“友好クラブ締結書”の披露 
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<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 

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 

会員数報告      （平成 30 年４月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

29３ 9 団体 5/個人 1 308 

３月 26 日(月)に開催され、①平成 29 年度事業

報告及び収支決算予測、②平成 30 年度事業計画

案及び収支予算案、③役員選任(案)八王子国際協

会の特定非営利活動法人設立提案が審議されまし

た。役員選任(案)と法人設立(案)はそれぞれ承認さ

れました。①②案件は４月の理事会で再度審議さ

れて、５月開催の総会議案となります。 

 

 
発行：八王子国際協会   

編集協力：広報委員会  
〒192-0083  

東京都八王子市旭町 9-1 
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今後の活動予定（平成 30 年 5 月～6 月） 

サポートデスク相談実績 

2 月 相談件数  101 件 

（日本語支援、ボランティア、学習支援、進学ガイ

ド、ビザ、医療通訳、通訳、翻訳、盗難、DV、家賃

滞納 他） 

    相談者数  101 名 

（日本、中国、韓国、フィリピン、ルー、ブラジル、

アメリカ、バングラデシュ、マレーシア、モンゴル、

タイ、ネパール、ドミニカ、シリア、エチオピア、イ

タリア 他）  
３月 相談件数   90 件 

（日本語支援、ボランティア、学習支援、ビザ、医療

通訳、コミュニティ紹介生活支援金、運転免許書き換

え、旅行保険、クレジットカードトラブル 他） 

  相談者数  90 名 

（日本、中国、韓国、フィリピン、アメリカ、バング

ラデシュ、モンゴル、タイ、ネパール、インドネシ

ア、イラン、ベトナム、スーダン、コロンビア、イタ

リア、オーストラリア、サウジアラビア、セネガル、

ウガンダ 他） 
 

行政書士による外国人個別無料相談会 

２月 相談件数：3 件 相談者数：3 名 

３月  相談件数：0 件 相談者数：0 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 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 

 ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

～ 

❖理事会            ５月 ７日（月） 

❖委員長会議          ５月 ９日（水） 

❖団体ネットワーク会議     ５月 ９日（水） 

❖行政書士による無料相談会   ５月 12 日（土） 

❖平成 30 年度総会       ５月 26 日（土） 

❖行政書士による無料相談会   ６月 9 日（土） 

❖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）  

❖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) 

http://hia855.com/
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