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 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、様々な活動

自粛が要請され、施設等の利用並びに会議室での集会等

の自粛要請に基づき、八王子国際協会の総会においても

異例な書面決議を５月 30 日(土)に実施いたしました。 

 2020 年度の事業計画他予算等の決定をしました。

今期、新しい役員の選任、承認をしました。 

 ＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＊＝＊ 

以下、議案が承認されました。 

第 1 号議案：2019 年度事業報告書及び活動計算

書の件 

第 2 号議案：2020 年度事業計画書及び活動予算

書の件 

第 3 号議案：役員選任の件 

 

＜新体制の紹介＞ 
新年度の役員は、以下の通りです。 

総会終了後、６月に開催された理事会において、理

事長、副理事長が選出されました。 

 ＊印は新任  （50 音順） 
理事長：伊藤 涼子 

副理事長：杉山 光右 

理  事：青木 雅美 斎藤 真弘＊ 

 須藤 誠＊ 武田 あき子 

 田中 洋子 塚本 吉紀 

 デレック ウエスマン 

 栃山 みどり＊ 平本 浩己＊ 

 古川 豊光＊ 正國 秀子＊ 

監 事：須藤 隆夫 宮田 固＊ 

顧 問：黒須 隆一 

事務局長：貝嶋 康文 副事務局長：牛山 秀一 

 ＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊＝＊ 

 

退任のごあいさつ 

平野吉三 

去る５月をもって４年間務め

た理事長を退任に致しました。新

型コロナウイルスによる活動自

粛のため最後の総会で会員の皆

さんとお会いできず、誌上にてひ

と言お礼のごあいさつを申し上

げます。 

在任中は会員の皆さんをはじめ役員、事務局員の方々

の温かい後ろ盾に支えられ任期を終えることができ心 

 

から感謝申し上げます。また市の多文化共生推進課の方

との意見交換や時には会員の方々との熱い議論を交わ

す時間も共有し、わたし自身が成長する尊い時間と場所

をいただいた気がします。一方でボランティア活動とし

て団体を運営していく難しさを感じながらも、協会の目

的である外国人市民のために活動する理念は自分の人

生観と重なるところがありました。 

日本に住む外国人の課題は私たち受け入れ側の意識

の問題でもあります。新型コロナウイルスを期に新伊藤

涼子理事長のリーダーの下で新たなステージへ取り組

んでいかれることを心から期待しています。 

 

新任のごあいさつ 

伊藤 涼子 

令和２年６月、選任により理事長を

お受けすることになりました伊藤涼

子と申します。誠に未熟・微力な私で

ございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

前理事長平野様は、２期４年間、市

制１００周年、八王子国際協会設立 

10 周年、そして昨年は特定非営利活動法人へと大きな

変動時のリーダーとして、英知と優しさ、厳しさをもっ

て誠心誠意ご尽力くださいましたこと心より敬意を表

し、感謝申し上げます。個人の気持ちではございます

が、任期とはいえ八王子国際協会にとってかけがえの

ない方であったと存じます。ご退任が残念でなりませ

ん。 

 さて今年は想像だにしなかった新型コロナウイルス

の出現により、日本はおろか世界中が恐怖にさらされ、

ステイホーム・外出禁止・失業・人間不信等、負の世界

になりかけました。でもこんな時だからこそ、自己を顧

みて、家族を考え、社会を再確認する年にできれば・・・。 

NPO 法人として２年めになる八王子国際協会も、こ

の４～５カ月どんなにかご苦労があったであろう外国

の方々は勿論、ボランティア団体として誰かのために

何をどうすればお役に立てるのか再考していけたらと

思います。今期は、多方面での専門性を持つ理事のメン

バー13名と監事２名、事務局のみなさまと共に理事会

を推進いたします。 

 コロナ禍のもと、社会の動向や現状を鑑み慎重に活

動していかなければなりません。互いに信頼の絆を育

んでいきたく、八王子市や関連部署の皆さま、ボランテ

ィアの皆さま、ご支援ご協力そして何よりの暖かいご

指導を、どうぞよろしくお願いいたします。  
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サポートデスク相談実績 

4 月  相談件数 39 件（入管手続、医療、出産・子育て、通訳・翻訳、契約書読取、コロナ対策、 
広告解約、特別定額給付金、ごみ収集、生活支援、その他） 

    相談者数 39 人（日本、アメリカ、韓国、コスタリカ、コロンビア、中国、ナミビア、フィリピン、
ブラジル、ペルー、マダガスカル） 

5 月  相談件数 60 件（入管手続、日本語学習、通訳・翻訳、マスク寄付、コロナ失業、住宅確保給付金、
引越し、コロナ対応、弁護士相談、その他） 

    相談者数 60 人（日本、アメリカ、インド、イラン、エチオピア、コロンビア、中国、パキスタン、 
フィリピン、ペルー） 

6 月 相談件数 112 件（身分関係、入管手続、特定定額給付金、雇用・労働、出産・子育て、子供の教育、 
日本語学習、ストーカー対策、税金、生活相談、その他） 

相談者数  112 名（インドネシア、エジプト、コロンビア、スペイン、スリランカ、タイ、ネパール、
パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ペルー、モロッコ） 

  

 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 
八王子国際協会 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/ 虹の橋(日本語・学習支援)         ☎042-625-3186 

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 
NPO法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 

                 http://www.ivh-jp.org 

 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 

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＞ 八王子市の外国人人口 13､340人（2020年４月末） 

 アジア青年会（AYC） 会員数報告       2020 年 6 月 30日 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

287 8 団体５/個人 0 300 
 

 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 

NPO 法人 八王子国際交流センター（HIEC）  

 八王子国際友好クラブ（HIFC）  

 八王子にほんごの会  

＜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  

 
発行：特定非営利活動法人 

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 
八王子スクエア 11 階 

Tel & Fax：042-642-7091 
URL: http://hia855.com   
Mail: 802_kk@jcom.zaq.ne.jp 

行政書士による外国人個別無料相談会 
４月 相談件数：２件   相談者数：２名 

５月 相談件数：４件   相談者数：４名 

６月 相談件数：３件   相談者数：３名 

弁護士による外国人個別無料相談会 

６月 相談件数：４件   相談者数：４名 

 

 

 

2020年度総会報告 

６月：役員顔合せ、今年度理事長選出。 

2020 年度理事会の開催日程を決定。 

八王子国際交流フェスティバル 2020

の中止を検討・決定。 

理
事
会
報
告 
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外国人のための行政書士相談（無料） 

毎月第４土曜日 14:00～17:00（予約制） 
7 月 25日、8月 22日、9 月 26 日、 
10 月 24日、11月 28日、12月 26日、1月
23 日、2月 27日、3月 27 日 
場所：学生・国際交流室 
通訳：英語、中国語、タガログ語 
   必要に応じて多言語も可 

外国人のための弁護士相談（無料） 

年 4 回 土曜日 14:00～17:00（予約制） 
10 月 24日、12月 19日、3月 13日 
場所：学生・国際交流室 

/学園都市センターセミナー室 
通訳：英語、中国語、タガログ語 
   必要に応じて多言語も可 

世界の人とふれあいタイム 
9 月 6 日（日）  オーストラリア連邦の話 
11 月 29日（日） デンマーク王国の話 
時間：13:30～15:30 
場所：学園都市センター12 階 第 1セミナー室 

外国人おもてなしの 

語学ボランティア英語交流会 

9 月 13日（日） 10:00～12:00 
場所：学園都市センター12 階 第 5セミナー室 

日本語ボランティア養成講座 

全 3 回 日曜日 10:00～12:00 
9 月 27日、10月 4日、11 日 
場所：学園都市センター12 階第５セミナー室など 

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 

10 月 4日（日） 13:00～16:00 
場所：学園都市センター12 階 第 1セミナー室 

語学ボランティア研修会 

11 月 14日（土） 10:00～12:00 
場所：学園都市センター12 階 第 1セミナー室 

 

新任役員のごあいさつ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2020 年度今後の活動の予定 

（予定は変更になる場合があります） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

2020 年度に変更等になった事業のお知らせ 
・語学シリーズ（春季）         休止 
・防災災害対応のための防災訓練への参加 中止 
・八王子国際交流フェスティバル 2020  中止 
・コミュニティ支援のための交流会  廃止 
・留学生のための就職支援事業  廃止 
・外国につながる子どもの学習支援教室  縮小 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
八王子国際協会の 
新型コロナウイルス感染症拡大予防対策！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 サポートデスク、地球市民プラザ会議室に、手指消

毒ジェル、机等の除菌用スプレー、拭き取り用ペーパ

ータオル、体温計を装備しています。 

 会議室利用時に使う透明シートを貼ったパーティシ

ョンを、事務局員が作製し、学生・国際交流室と地球

市民プラザ会議室に設置しました。 

 新型コロナ感染症予防対策期間中の会議室利用報告

書の様式を変更しました。 
  

ご協力のお願い 
 八王子国際協会に来会・施設利用の際は、必ず検温

してください。手指の消毒を必ずしてください。日本

語の学習者の方にも、感染症予防対策の徹底協力をお

願いします。 

 手指消毒ジェルは八王子国際協会でも用意していま

すが、各グループや団体での準備をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 会議室を利用する前には、机といす、パーティショ

ンの除菌をしてください。 

 会議室の利用後は、報告書に利用責任者の連絡先、

利用人数（国別）を記入、提出してください。 
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月曜日の午後（14：00～17：00） 
中国語：7 月、8 月、 

10 月（１０月のみ 10:00～13:00）、 
11 月、1 月、2 月 

英 語：9 月、12 月、3 月 
※月曜日が休日の場合、通訳は火曜日にいます 

新型コロナウイルス感染症拡大に関する外国人相談情報など 

 
東京出入国在留管理局  
外国人在留支援センターFRESC(フレスク)で  

入管に相談ができます！ 

◎出入国・在留等の手続きについての相談  

◎相談無料 ◎匿名で相談できます 

◎相談の内容によってFRESCの入居機関も同席します 

    ⇩  相談したい方は 予約が必要です 

 予約専用ダイヤル/メールアドレス（日本語・英語対応） 

TEL: ０３-５３６３-３０２５ 
e-mail: info-fresc@i.moj.go.jp 

＜予約するときは次のことを教えてください＞ 

①相談に来たい日時 ②名前 ③人数 ④連絡先 ⑤日本語が話

せるか/話せないか ⑥相談したい内容 

時間：９:00～17:00（月曜日～金曜日） 

場所：外国人在留支援センター (四谷駅前)四谷タワー13F  
言語：やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、 

ネパール語、インドネシア語、フィリピノ語、タイ語、 
ポルトガル語、スペイン語 
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＜新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口＞ 
•八王子市新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター 

TEL：042-620-7253 時間：9:00～17:00(平日のみ) 
•東京都新型コロナコールセンター 
多言語（日本語・English ・中文・한국어）相談 
TEL：0570-550571（ナビダイヤル） 

斎藤 真弘 
本邦に居住する日本国籍を有しない方（外国人）が年々増加している昨今において、日本人と外国人とが互いの文

化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと“多文化共生”
の重要性を強く感じています。弁護士として、多文化共生のために貢献できることが多々あると思いますので、積極
的に貢献していきたいと思っています。 

須藤 誠 
「八王子に住んで良かった。」「留学先に選んで良かった。」と賛辞がお聞きできるような国際交流活動を目指し、

先達理事の方々のご教授を仰ぎながら、活動させていただきたく存じます。特に JICA 派遣による人材育成・技術移
転の多少の経験を生かし、本国際協会の発展に尽力していきたいと希望いたします。尚、福祉部門への就職活動支援
も必要に応じて出来ればと考えます。 

栃山 みどり 
このたびは八王子国際協会の役員推薦を受けたことは喜びであり、光栄に感じています。謹んでお受けさせて頂き

ます。来日時より微力ながら各種のボランティア活動で言葉のお手伝いをさせて頂きました。これからも日本の素晴
らしさや文化伝統を外国の人に広く伝えていきたいですし、自分の持ち場で努力したいと思います。 

平本 浩己 
生活面での中国残留邦人の永住帰国時の生活指導員・相談員としての経験を活かすと共に、行政書士・社労士とし

ての知識を活用して、外国の方々と共存してゆく上での橋渡し的な役割を担いたいと希望します。 

古川 豊光 
 11 年勤務した八王子国際協会を昨年 12 月に退職した。その間、外国人相談・防災・医療通訳・語学講座・総会や
理事会運営など多くのことを経験した。当協会はどこの協会にも負けない活動を行っているが、新たな展開が必要で
ある。さらに、収入増策・諸規程の整備・事務局と委員会の業務見直し・災害時支援スキームの再検討などの重要な課
題が山積している。11 年の経験を生かして、このような問題に取り組みたい。 

正國 秀子 
災害について知りたい情報（知ってもらいたい情報）を広めたい。災害時などで、カウンセリング以前の心を聴い

て、心が楽になるように誘導したい。できれば、災害時にどのような行動をとるのか、聴取またはアンケートで傾向
を知りたい。皆が大事な仲間であり、“自助”・“共助”の意味を浸透してもらいたいため。 

宮田 固 
会社在職中の経理実務経験や税理士としての実務経験を通して培ったものを、八王子国際協会での業務効率化等に

活かせればと思っております。また、外国旅行をしていた時にはたくさんの外国人の方に助けられ、力つけられた経
験もあります。今度は八王子国際協会での活動を通して外国人支援活動に協力できればと思います。 
 

サポートデスクのコロナ対策 

会議室では、パーティションを利用しお互い十分な距離を
取ってご利用ください。 


