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初回は、八王子国際友好クラブ（HIFC）が開催し

た新年会にお邪魔させていただき、出席していた外

国の方にお話を伺いました。 

１月 27日（日）、北野市民センターには、子ども

20 名、外国人市民 42 名、（中国、韓国、台湾、タ

イ、フィリピン、シンガポール、スーダン、ブラジル、

コロンビア等）、日本人 57 名、計 119 名が参加、

立食形式で飲食を共にしながら、歌、ダンス、クイズ

等に興じ和気あいあいとした雰囲気の中で楽しいひ

と時を過ごしていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子様連れの方を中心に、日本での生活のご苦労

などをヒアリングしましたが、10年以上八王子に定

住されている方も多く、子どもたちも日本語で「学校

は楽しい」と元気よく返事してくれました。生活習慣

の異なる日本で、口には出さなくても何かとご苦労

が絶えないであろう外国人市民の方々にとって、八

王子国 

際協会と日本語支援もしている HIFC の存在が、な

にがしかの心の支えとなるように、活動を更に深化

させていくことの重要性を認識させられた一日でし

た。  （広報委員会委員長 養田 正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに、外国人の家族と雑談し、来日してどのく

らいになるのか尋ねたところ、数カ月の人もあれば、

８年以上の人もあり、最長で 14年でした。 

その間に、「困ったことやトラブルに巻き込まれた

ことがあるか」聞いてみたら１件だけ“子供は何も問

題ないが、自分は仕事がつらい”と発言した親がいま

した。他の方々は全く問題ないとの発言で、ここにき

ている家族は、大方来日して家族も仕事もうまくい

っている方々と感じました。 

JICA の青年海外協力隊で赴任したコロンビアで

知り合い、結婚し来日したという夫婦は、熱心に日本

語の勉強をしているようでした。日本語が大変難し

いとのことで、日本語教室の重要さがよくわかりま

した。        （広報委員会 永野正久） 
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◇◇◇◇法人化への歩み（４）◇◇◇◇ 
11 月の会員説明会並びに NPO 法人設立総会による承認を踏まえて所轄庁である東京都に対して事業計

画書、定款等の申請書類の内容説明を行ってまいりました。幾度かの見直し要請による内容の一部修正を経

て 1月 15日（火）申請書が東京都により正式に受理されました。今後の見通しは、前号でご報告の通り、

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。 

尚、東京都による修正要請は、主に事業計画書と定款との関連性に関するもので、今後の活動に支障が生

じるものではありません。           （NPO法人設立プロジェクト委員会委員長 養田 正） 

 

困ったときは 
どうします
か？ 

日本語の勉強は 
楽しいですか？ 

日本に来て 
何年ですか？ 

参加者、全員集合！ 

 ≪異国に住む外国人が楽しいと思うことや困っていることなどを伺い、八王子国際協会が進める『共に

暮らすやさしい街に』なるように、ホスト国の市民としてできることを考え提案したいと考えます。この

欄は、今後機会がある毎に、掲載する予定です≫               ―広報委員会―
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学習支援者研修講演会 
 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ支援グループ交流 

市内老舗めぐり ＆  
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外国人のための無料専門家相談会 
研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

実施日：12 月 16 日（日） 

学習支援者のための研修会を実施いたしました。

講師は、現在福生に拠点を置き、日本語を母語としな

い子どもたちを「日本語学習、教科学習」の両面より

永年サポートしている YSC グローバルスクールの

ピッチフォード理絵さんにお願いし、2 時間ほど講

習をしていただきました。 

実際に使用し

ているテキスト

を交えながら子

どもたちの抱え

ている問題点や

対策点なども具

体的に説明して 

いただき私たちも新鮮な情報を吸収出来たことは、

とても参考になりまた感謝の気持で一杯です。是非

参考となる指導方法は、早速実践していきたいと支

援者一同思っております。 （学習支援委員長 須賀 

純二） 

 

学習支援教室の子どもたち 

 日本語での勉強は大変だけど、お楽しみ会でケーキ作

りをしたりゲームをしたり、 

楽しいことが沢山あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

実施日：1 月 19 日（土） 

弁護士、行政書士などの専門家による相談会のた

めの語学ボランティアやスタッフのために、事例学

習などの研修を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内老舗めぐり    実施日：12 月 15 日（土） 

八王子市内の老舗である、きものの西室さん、網代

園さん、埼玉屋本店さん３軒を訪問しました。 

１軒目の着物の西室さ

んでは、お店のご主人様が

とっても親切でいろんな

着物の生地や帯を見せな

がら着物の基本的知識を

教えていただきました。 

奥様は、わざわざお母さんからもらった着物に着替

えて私たちをお出迎えしてくれました。 

２軒目の網代園さんへ訪

ねました。その日の気温が

とても低かったので、お店

に入った時、茶炉から出て

きた温かい湯気を見るだけ 

でも嬉しくなりました。お店の奥様は、ほうじ茶、煎

茶などいろいろな日本茶を味見させてくれました。 

３軒目は埼玉屋本店さん

でした。奥様はたくさんの乾

物や味噌を見せてくれたり、

試食させてくれたりしまし

た。さらに、お店の食材を使

って、最高に美味しい味噌汁 

を出してくださいました。今回の訪問は、大変に勉強

なりました。     参加者：谷川 宋正（中国） 

 

外国人のための日本料理教室 実施日：２月３日（日） 

 

 

 

 

 

私はバウムバッハ・ザラと申します、出身はドイツ

です。この節分のイベント前に節分について聞いた

ことがありませんでした。日本の食文化に興味があ

って、日本人と交流したかったので、このイベントに

参加してみまして。日本人のスタッフや参加者など

すごく優しくて、とても楽しい時間を過ごしました。

作った料理は恵方巻、丸干し、けんちん汁、白玉デザ

ート、福茶と豆ごはんでした。恵方巻は前にコンビニ

で見ましたが、食べ方や料理の由来はわかりません

でした。料理の経験者からたくさん学んで、自分の生

活料理でも使いたいと思います。本当に行って良か

ったと思います。参加者：バウムバッハ・ザラ（ドイツ） 
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右上：八王子支援教室 

左上：北野支援教室 
右下：学習の様子 

八王子市からの

委託事業 
八王子市からの

委託事業 

八王子市からの

委託事業 
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12 月、1月、2 月の活動報告 ３月４月の活動予定 

 

コミュニティ支援「市内老舗めぐり」 

12月 15日（土）    10：00～12：00 
訪問した老舗：きものの西室、お茶の網代園、埼玉
屋本店（乾物等販売） 

語学ボランティア研修会① 

12月 15日（土）    13：30～15：30 
サポートデスク通訳の心構え 

講師：花輪 豊子 氏 
（多文化社会コーディネーター・事務局員） 

場所：学生交流室・国際交流室 

学習支援者研修・講演会 

12月 16日（日）    13：30～16：00 
講師：ピッチフォード 理絵 氏 
 （YSC グローバルスクール コーディネーター） 
場所：学生交流室・国際交流室 

学習支援教室お楽しみ会 

◎八王子駅前教室 お楽しみ会 
 12月 17日（月） 【ケーキ作り】 
◎北野駅前教室 お楽しみ会 
 12月 19日（水） 【ゲーム】他 

外国人のための行政書士相談 
1月 12日、2月 9日（土）14：00～17：00 
場所：学生交流室・国際交流室 

無料専門家相談会のための研修会 

１月 19日（土）     13：10～15：30 
講師：栗原 亮介 氏（弁護士、当協会理事） 
場所：学生交流室・国際交流室 

外国人のための日本料理教室 
2月 3日（日）      14：00～16：00 
講師：石渡 ひかる 氏 
場所：クリエイトホール 

世界の人とふれあいタイム 
２月１０日（日）     13：30～15：30 
ブラジル連邦共和国の話 
スピーカー：力石 マルシア 広美 氏 
場所：学園都市センター 第 5セミナー室 

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） 

 10：00～12：00 
講師：林川 玲子 氏、金子 広幸 氏 
   山形 美保子 氏 
場所：学園都市センター 

国際理解教育（２月末までの学校授業協力） 

別所中学校（全学年）、横川中学校（3年生）、 
みなみ野小学校（5年生）、第六小学校（4年生）、
横山第二小学校（5年生）、横川小学校（6年生）、 
都立東特別支援学校中学部 

語学シリーズ（冬期講座） 
ステップアップ・イタリア語、英会話中級講座、や
さしいフランス語、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、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 

語学ボランティア研修会② 

３月２日（土）      10：30～12：00 

出入国管理をめぐる現状と課題について 

～多文化共生施策に向けた連携・協力～ 

講師：君塚 宏 氏（法務省入国管理局警備課長 ） 
場所：学園都市センター 第 1セミナー室 

語学ボランティア研修会③ 

3月 2日（土）      13：30～16：00 
第 1 部 外国人相談における語学ボランティアの

役割 
   ～多文化共生社会における架け橋として～ 
講師：シュワルツ・アレクサンドラ 氏 

            （中央大学講師） 
第 2部 DV被害者への対応について 
講師：八王子市男女共同参画課職員 
場所：学園都市センター12F 第 5セミナー室 

日本語ボランティア 続ステップアップ講座 

３月９日、16日（土）  10：00～12：00 
講師：西郡 仁朗 氏（首都大学教授） 

会場：学園都市センター 第 5セミナー室  

外国人のための行政書士相談 
３月 9日、4月 13日（土）14：00～17：00 
場所：学生交流室・国際交流室 
通訳：英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、スペイン語の予

約ができます。 

医療通訳ボランティア講座 

３月 10日（日）     13：30～16：30 

 

 

内容：医療通訳のロールプレイ 
場所：クリエイトホール 第２学習室 

外国人おもてなし語学ボランティア 英語交流

会 
3月 16日（土）     10：00～11：50 
ゲスト：ホルン 氏（ドイツ） 
場所：学園都市センター 第 1セミナー室 

児童館主催 子どもシティ 

3月 17日（日）     11：00～15：30 
国際理解教育委員会が参画 

外国人のための無料専門家相談会 
３月 24日（日）     13：00～15：30 
場所：八王子駅南口総合事務所 

 

 

 

 

 

 

 

サポートデスクに中国語の通訳がいます 
月曜日（14：00～17：00） 
木曜日（10：00～13：00） 



                                 八王子国際協会 会報第 64 号 2019 年 2 月 28 日 

 

 

 

 

12月 16日（日）    13：30～16：00 
講師：ピッチフォード 理絵 氏 
 （YSC グローバルスクール コーディネーター） 
場所：学生交流室・国際交流室 

学習支援教室お楽しみ会 

◎八王子駅前教室 お楽しみ会 
 12月 17日（月） 【ケーキ作り】 
◎北野駅前教室 お楽しみ会 
 12月 19日（水） 【ゲーム】他 

外国人のための行政書士相談 
1月 12日、2月 9日（土）14：00～17：00 
場所：学生交流室・国際交流室 

無料専門家相談会のための研修会 

１月 19日（土）     13：10～15：30 
講師：栗原 亮介 氏（弁護士、当協会理事） 
場所：学生交流室・国際交流室 

外国人のための日本料理教室 
2月 3日（日）      14：00～16：00 
講師：石渡 ひかる 氏 
場所：クリエイトホール 

世界の人とふれあいタイム 
２月１０日（日）     13：30～15：30 
ブラジル連邦共和国の話 
スピーカー：力石 マルシア 広美 氏 
場所：学園都市センター 第 5セミナー室 

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） 

 10：00～12：00 
講師：林川 玲子 氏、金子 広幸 氏 
   山形 美保子 氏 
場所：学園都市センター 

国際理解教育（２月末までの学校授業協力） 

別所中学校（全学年）、横川中学校（3年生）、 
みなみ野小学校（5年生）、第六小学校（4年生）、
横山第二小学校（5年生）、横川小学校（6年生）、 
都立東特別支援学校中学部 

語学シリーズ（冬期講座） 
ステップアップ・イタリア語、英会話中級講座、や
さしいフランス語、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、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 

コミュニティ支援「市内老舗めぐり」 

12月 15日（土）    10：00～12：00 
訪問した老舗：きものの西室、お茶の網代園、埼玉
屋本店（乾物等販売） 

語学ボランティア研修会① 

12月 15日（土）    13：30～15：30 
サポートデスク通訳の心構え 

講師：花輪 豊子 氏 
（多文化社会コーディネーター・事務局員） 

場所：学生交流室・国際交流室 

学習支援者研修・講演会 

12月 16日（日）    13：30～16：00 
講師：ピッチフォード 理絵 氏 
 （YSC グローバルスクール コーディネーター） 
場所：学生交流室・国際交流室 
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１月 19日（土）     13：10～15：30 
講師：栗原 亮介 氏（弁護士、当協会理事） 
場所：学生交流室・国際交流室 

外国人のための日本料理教室 
2月 3日（日）      14：00～16：00 
講師：石渡 ひかる 氏 
場所：クリエイトホール 

世界の人とふれあいタイム 
２月１０日（日）     13：30～15：30 
ブラジル連邦共和国の話 
スピーカー：力石 マルシア 広美 氏 
場所：学園都市センター 第 5セミナー室 

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） 

 10：00～12：00 
講師：林川 玲子 氏、金子 広幸 氏 
   山形 美保子 氏 
場所：学園都市センター 

国際理解教育（２月末までの学校授業協力） 

別所中学校（全学年）、横川中学校（3年生）、 
みなみ野小学校（5年生）、第六小学校（4年生）、
横山第二小学校（5年生）、横川小学校（6年生）、 
都立東特別支援学校中学部 

語学シリーズ（冬期講座） 
ステップアップ・イタリア語、英会話中級講座、や
さしいフランス語、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、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 

コミュニティ支援「市内老舗めぐり」 

12月 15日（土）    10：00～12：00 
訪問した老舗：きものの西室、お茶の網代園、埼玉
屋本店（乾物等販売） 

語学ボランティア研修会① 

12月 15日（土）    13：30～15：30 
サポートデスク通訳の心構え 

講師：花輪 豊子 氏 
（多文化社会コーディネーター・事務局員） 

場所：学生交流室・国際交流室 

学習支援者研修・講演会 

12月 16日（日）    13：30～16：00 
講師：ピッチフォード 理絵 氏 
 （YSC グローバルスクール コーディネーター） 
場所：学生交流室・国際交流室 

学習支援教室お楽しみ会 

◎八王子駅前教室 お楽しみ会 
 12月 17日（月） 【ケーキ作り】 
◎北野駅前教室 お楽しみ会 
 12月 19日（水） 【ゲーム】他 

外国人のための行政書士相談 
1月 12日、2月 9日（土）14：00～17：00 
場所：学生交流室・国際交流室 

無料専門家相談会のための研修会 

１月 19日（土）     13：10～15：30 
講師：栗原 亮介 氏（弁護士、当協会理事） 
場所：学生交流室・国際交流室 

外国人のための日本料理教室 
2月 3日（日）      14：00～16：00 
講師：石渡 ひかる 氏 
場所：クリエイトホール 

世界の人とふれあいタイム 
２月１０日（日）     13：30～15：30 
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国際理解教育（２月末までの学校授業協力） 

別所中学校（全学年）、横川中学校（3年生）、 
みなみ野小学校（5年生）、第六小学校（4年生）、
横山第二小学校（5年生）、横川小学校（6年生）、 
都立東特別支援学校中学部 

語学シリーズ（冬期講座） 
ステップアップ・イタリア語、英会話中級講座、や
さしいフランス語、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、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 

コミュニティ支援「市内老舗めぐり」 

12月 15日（土）    10：00～12：00 
訪問した老舗：きものの西室、お茶の網代園、埼玉
屋本店（乾物等販売） 

語学ボランティア研修会① 

12月 15日（土）    13：30～15：30 
サポートデスク通訳の心構え 

講師：花輪 豊子 氏 
（多文化社会コーディネーター・事務局員） 

場所：学生交流室・国際交流室 

学習支援者研修・講演会 

12月 16日（日）    13：30～16：00 
講師：ピッチフォード 理絵 氏 
 （YSC グローバルスクール コーディネーター） 
場所：学生交流室・国際交流室 

学習支援教室お楽しみ会 

◎八王子駅前教室 お楽しみ会 
 12月 17日（月） 【ケーキ作り】 
◎北野駅前教室 お楽しみ会 
 12月 19日（水） 【ゲーム】他 

外国人のための行政書士相談 
1月 12日、2月 9日（土）14：00～17：00 
場所：学生交流室・国際交流室 

無料専門家相談会のための研修会 

１月 19日（土）     13：10～15：30 
講師：栗原 亮介 氏（弁護士、当協会理事） 
場所：学生交流室・国際交流室 

外国人のための日本料理教室 
2月 3日（日）      14：00～16：00 
講師：石渡 ひかる 氏 
場所：クリエイトホール 

世界の人とふれあいタイム 
２月１０日（日）     13：30～15：30 
ブラジル連邦共和国の話 
スピーカー：力石 マルシア 広美 氏 
場所：学園都市センター 第 5セミナー室 

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） 

 10：00～12：00 
講師：林川 玲子 氏、金子 広幸 氏 
   山形 美保子 氏 
場所：学園都市センター 

国際理解教育（２月末までの学校授業協力） 

別所中学校（全学年）、横川中学校（3年生）、 
みなみ野小学校（5年生）、第六小学校（4年生）、
横山第二小学校（5年生）、横川小学校（6年生）、 
都立東特別支援学校中学部 

語学シリーズ（冬期講座） 
ステップアップ・イタリア語、英会話中級講座、や
さしいフランス語、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
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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  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 

 

 
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 

①平成 30年度上期収支決算実績及び下期見込

み、②NPO 法人設立「東京都の申請書類の事前打

合せ報告③設立 10 周年記念式典の実績および記

念誌の作成計画、④八王子国際交流フェスティバ

ル 2018 年の実績報告⑤ 来年度の“外国人のた

めのリレー無料専門相談会”の改善提案が説明さ

れ、承認された。   （12 月 21 日開催） 

理
事
会
報
告 

サポートデスク相談実績 
12 月 相談件数  77 件 

（就職相談、日本語支援、ボランティア、学習支援、通訳、 

翻訳、医療通訳、病院紹介、高校進学ガイダンス、ビザ、 

その他生活相談） 

    相談者数  76 名 
（日本、中国、フィリピン、ペルー、アメリカ、 

ベトナム、インドネシア、マレーシア、ネパール、インド、 

シリア、バングラデシュ、ウズベキスタン、エジプト、 

マリ、サウジアラビア、イギリス、スペイン、オランダ） 
 
１月 相談件数   74 件 
（就職相談、日本語支援、ボランティア、学習支援、通訳、翻訳、

医療通訳、国際結婚、起業、交通事故、家賃と国民年金支払い、 

海外受給年金、小中学校育支援、子供支援、ビザ、 

その他生活相談） 

  相談者数  74 名 
（日本、中国、フィリピン、ペルー、アメリカ、台湾、モンゴル、

ベトナム、インドネシア、ネパール、ロシア、パキスタン、 

スリランカ、エジプト、サウジアラビア、イラン、ナイジェリア、

エルサルバドル、スペイン） 
 

行政書士による外国人個別無料相談会 

12 月 相談件数：１件 相談者数：１名 

１月  相談件数：３件 相談者数：３名 
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