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「世界の人とふれあいタイム」は八王

子国際協会設立前の2004年5月から

始まり、2012 年 2月で 57 回目、44 

の国と地域の方をお迎えしてきました。 

年５回、映像などを使い、その国の現状、文化、

歴史などについて話してもらい、ゲストと参加され

た市民の方々との交流を図ります。日常生活を離れ、 

国際理解と国際交流が身近で体験できます。是非、

ご参加ください。 

２月 26日(日)のゲストは、来日 20年になるドイ

ツのシュワルツさんでした。スイスで生まれ、４才

でドイツのバイエルン州北部のヴュルツブルグ市に

移住されたそうです。現在は中央大学でドイツ語の

講師をされながら、日本の子どもたちのためのボラ

ンティア活動も行っています。なお３人のお子さん

のお母さんで日野市にお住いです。 

 ヴュルツブルグ市はドイツの南方に位置しフラン

ケン地方の中心で、八王子の 1/4 の面積に 61 もの

教会があり、地形は甲府盆地に似ています。アスパ

ラ、果物、大きな人参が有名で、フランケン・ワイ

ンと木の文化の町で橋が多いのも特徴です。また学

生の町でもあり、学生はビールを、地元の方々はワ

インをよく飲みます。 

ドイツ国旗の色は、上から黒、赤、金色です。こ

の色の説のひとつには、ローマ帝国統一を意味しフ

ランスに習ったもので、黒は軍服、赤は軍服の裏生

地、金は金ボタンの色だそうです。 

秋には野菜や果物の収獲祭が行われ、11月 11 日

にはランタン(冬の始まり)祭りがあり、この頃になる

と初雪が降ります。なお 11 月 23 日は彼岸で、こ

れを過ぎ 12 月になると５日から 24 日まではクリ

スマス祭りが開催され、１月７日までモミの木が飾

られます。クリスマス祭りではローソクや吹き出し

ガラスが売られていて屋台もでています。２月頃に

なるとカーニバルが行われ、衣装はお母さんが作り

ます。真ん中にローズヒップジャムが入ったドーナ

ツの季節でもあるそうです。 

家にはワッペン（日本での家

紋）があり、結婚すると標準的

な日本の家系と同じで父方の

ワッペンが引き継がれます。 

 水については上流に行くほ

ど美味しいとの事ですが、地形 

的に石灰地層が多く、水の中に 

石灰が混じっていて、洗濯機やコーヒ機器が半年で駄

目になるので、酢を入れて使用するとの事でした。こ

こでの水はウイスキーには適さないとの事でした。 

 今回は大変な人気で、参加者はこれまでで最多を数

えました。シュワルツさんは、大学の講師だけあって

若い方から年配の方々まで、職業も元商社マンの方々

から学生まで幅広い交流活動をお持ちで、ファンが集

まったようです。参加者のアンケートでも全員が話の

内容は｢大変良かった｣という回答でした。 

報告者：世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉 

(※4 月 22 日(日)は「アルジェリアの話」でした。) 
 

 

シュワルツさんご自身の感想も寄せられました 

公の場での久しぶりの発表で、かなり緊張しま

した。あいにくの雨、寒い日に、お客さんの参加も

気になりましたが、予定されていた 40 名の来客は

大幅に超えて、びっくりしました。自分の田舎の日

常的な話でいいですと聞いて、一年間の風習などの

写真を用意しましたが、発表後の１時間の質問タイ

ムにどんな質問が来るか、まったく読めなかったの

で不安が残っていました。ですが、「世界の人とふ

れあいタイム」のスタッフの方々の手厚い準備と来

客が興味を持ってくれている様子に、とても気持ち

の良い空間が出来上がって、お互いに楽しい時間を

過ごせたと思います。生活習慣、風習、環境、イン

フラストラクチャー、歴史など幅の広い質問があり、

出来る限り答えられたと思います。沢山の来客に大

変感謝しています。  

八王子国際協会 第 23号 2012年 4月 27日 

 

世界の人とふれあいタイム 

楽しくドイツを紹介する
シュワルツさん 
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 昨年の 3 月に発生した東日本大震災は、甚大な被

害をもたらし、外国人を含む多くの方々が被災し、

尊い命が奪われました。八王子国際協会では、この

ような状況と第 3 期外国人市民会議の提言を受けて、

昨年の 8 月に「防災・災害対応プロジェクト委員会」

を設置し、八王子市と協働で、災害時（地震が主で

すが、洪水、地滑りなども含む）の外国人支援の具

体的なスキームを策定中です。本スキームでは八王

子市域で大災害が発生した場合を想定し、協会内に

「外国人支援センター」を設置し、外国人市民の避

難場所となる市内18か所の市民センターと連携し、

協会の語学ボランティアの機動的な活用を図りなが

ら、支援を行うものです。すでに、協会内に防災無

線を設置し、具体的な準備を開始しています。 

 

 

 

 

 

 

 

先般、東京都は首都直下型の被害想定を見直し、

大きな関心を呼びました。外国人市民は言葉の問題

などからどうしても情報弱者となりやすく、どのよ

うにして的確な情報を外国人市民に伝達し、支援を

実行できるかの観点から、本スキームを検討してま

いります。 

 

 

 

医療ボランティア委

員会では、医療カード

を作成しました。医療

カードは、右の表記を

表裏に印刷した、ポケ

ットに入る名刺大サイ

ズです。市内の外国人

市民のために役立ちた

いと願っています。 

お知り合いの外国の

方に、是非ご紹介くだ

さい。 

 

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは？ 

～理解と支援～ 

３月 17 日(土)、東京第三弁護士会多摩支部 DV

法律相談員の露木肇子氏にお話を伺いました。語学

ボランティアが外国人相談の通訳時などに外国人に

関わる問題の一つとして、ＤＶを理解し、対応、支

援できるようＤＶについて実態、実例等を紹介しな

がら話していただきました。20 名の方々が参加され、

熱心に耳を傾けていました。 

 

    

 

医療ボランティア委員会・広報委員会が連携 

３月 22 日（木）午後、長房ふれあい館で中国か

らの帰国者に日本語を教えている「迎春花の会」を

訪問しました。今回は国際協会で新しく始めた医療

ボランテイア活動の紹介が主な目的です。医療ボラ

ンテイア委員会から内堀委員長、事務局から古川さ

ん、そして通訳として語学ボランテイアの荻原さん

に参加いただきました。 

 内堀さんから活動の内容、申込方法、費用等の説

明を行いつつ、随時、質疑応答を行いました。 

・迎春花の会会員には中国残留孤児の方が多く、受

診時、市健康福祉総務課から通訳の支援がある。 

・都合により支援を得られない時、間に合わない時

は 友人・知人・子供等に頼っている。国際協会か

らの通訳派遣も必要となる。 

・日本語教師の大島先生も簡単な治療、検査には同

行する事がある。 

・緊急の場合の対応ができていない。国際協会の活

動で緊急対応ができれば助かる。 

・保健福祉センター、保健センター等のサービスを

利用する場合の支援が可能。 

・通訳派遣が有料であることには否定的な反応であ

った。 

上記の質問や意見が出されました。 

今回訪問したグループは市からの通訳応援をすで

に受けている団体で、緊急時を除いては不安が解消

されており、国際協会への要望も他の外国人コミュ

ニティとは異なるレベルでした。 

    報告：広報委員会     杉山 光右 

防災・災害対応プロジェクトの活動 

医療カード作成について 

 

 

 

 

〒192-0083 八王子市
はちおうじし

旭町
あさひまち

9-1東
とう

急
きゅう

ス

クエアビル 11F 

中国コミュニティを訪問 

設置された防災無線 

語学ボランティアを対象に研修会 
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平成 18 年に八王子市が台湾・高雄市と海外友好

都市として友好交流協定を締結して以来、両市間で

教育・文化・スポーツなど様々な分野で交流が行わ

れてきました。この度、幕張メッセで開催された  

「ＦOODEX JAPAN 2012 国際食品・飲料展」

への出展に合わせ、高雄市から陳市長、市議団 12

名ほか、総勢 34 名の訪問団が、3 月 5 日に八王子

市に来訪されました。 

歓迎レセプションでは、石森市長、八王子市の市

議や関係者も駆けつけ、交流を深めました。 

また、八王子国際協会から理事、委員長、事務局

の４名と、語学ボランティア 6 名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北野学習教室で学ぶ児童・生徒の数は現在 21 名

です。２年前に学習教室を始めたとき、恥ずかしそ

うに集まった子どもたちも、今ではこの教室がすっ

かり居場所となりました。特に、お楽しみ会のとき

はいつもより元気いっぱいです。３月 11 日（日）、

「親子のお楽しみ会」を開催、学習者のお母さんた

ちが子どもたちや支援者に自国の料理を教えてくれ

ました。メニューは、ペルーのコロッケ「パパレイ

ジェナ」、ほうれん草と鶏肉の入ったご飯「アロー

ス・コン・ポヨ」、お菓子「アルファ・フォル」。ス

ープとして日本の豚汁を添えました。 

 子どもたちも野菜を切ったりお皿を用意したりと、

作って食べてお話をして、楽しい時間を過ごしまし

た。 

実は、１年前に計画したのですが、大震災の発生

で中止になったため、親子での交流は今回初めての

試みとなりました。ちょうど１年前の東日本大震災

の日にあたり、午後２時 46 分には子どもたちを含

む全員で、黙とうをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『お父さんお帰りなさいパーティ』で当協会を紹介 

「お父さんお帰りなさいパーティ」は市民活動支

援センターが主催。3 月 24 日(土)当日は、八王子国

際協会のほか八王子市内のボランティア団体が多数

参加し、広報活動をしました。 

 

 

 

 ふるさとプログラムでは、新年度にあたり交流を

するファミリーと留学生を募集中です。昨年は大震

災の発生の影響からか留学生が少なく、こじんまり

とした活動になりましたが、今年は、より多くの方々

が参加して下さることを、願っています。 

参加者の申込書をもとに紙上マッチングでペアを

決定、５月 13 日（日）午後１時 30 分～「マッチ

ングと参加者説明会」を行ない、顔合わせをします。

同日は、これまでに参加した留学生やファミリーの

体験談も披露する予定です。 

ご興味のある方は、このプログラムにご参加くだ

さい。また、お知り合いの方にもご紹介ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北野学習教室お楽しみ会 

台湾・高雄市政府訪問団 

八王子市を訪問 

留学生八王子ふるさとプログラム 

平成 24 年度八王子国際協会総会開催
のお知らせ 

八王子国際協会では、平成２４年度総会を 

下記のとおり開催いたします。 

後日、総会案内を送付いたしますので、 

ご出席くださいますようお願いいたします。 

 

日時：平成 24 年 5 月 27 日(日)13時 30分 

会場：学園都市センター12 階第１セミナー室 

歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
の
様
子 

親子の参加で、終始笑顔と笑い声があふれた会場内 
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サポートデスク相談 

２月 相談件数  29件 

（日本語教室紹介、学校教育、住宅、翻訳、

医療通訳 など） 

     相談者数 29人  

（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・コンゴ 

イタリア・インドネシア・トルコ・イランなど） 

３月 相談件数  43件 

（日本語教室紹介、ビザ、起業、外国人雇

用、医療通訳、翻訳 など） 

      相談者数 43人 

（日本・中国・フィリピン・ペルー・ドイツ 

ネパール・エクアドル・スペイン・インドネシ

ア・オーストラリアなど） 

行政書士による外国人個別相談 

３月 10日 相談件数２件、相談者数２人 

 

理事会での決定事項等をご連絡 

平成 24年３月の理事会で審議決定及び報告した事

項をご連絡します。 

○24 年度は学習支援プロジェクト委員会が、運営委

員で構成される学習支援委員会に移行し、従来どお

り北野学習支援教室の運営、支援者の研修、高校進

学ガイダンス等を担当することとした。その他の委

員会は 24 年度も継続することとした。 

○広報委員会では、当協会リーフレットの在庫がご

く僅かになったこと、4 月から会費が変更になるこ

とから、リーフレットを改訂することとし、そのた

めの予算の変更が承認された。 

○地球市民プラザ会議室利用基準、経理業務規程、

就業規程の改定が承認された。 

 

 

 

 

                        

 語学シリーズ（初めてのフランス語、スペイン語） 

  ５月 10日(木)～７月 12 日(木)午後 全 10回 

 行政書士による外国人個別相談 

 ５月 12日(土)  14：00～17：00 

 ６月 ９日(土)  14：00～17：00 

 留学生八王子ふるさとプログラムマッチング 

  ５月 13日(日)   13：30～15：00 

 世界の人とふれあいタイム「エクアドルの話」 

 ６月 24日(日)   13：30～15：30  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◉日本語学習 

  生涯学習センター（クリエイトホール） 

  Tel：042-648-2232 

 八王子にほんごの会 

  URL：http://nihongonokai.com/jp/  

 八王子国際友好クラブ

URL:http://hiug.jp/hifc/ 

  日中友好語学学習会  Tel：042-643-1451 

◉子どもの学習支援 

北野学習室（八王子国際協会） 

 Tel：042-642-7091 

世界の子どもと手をつなぐ学生の会（CCS） 

  URL:http://www.ccs-ngo.org/ 

 多文化学習室八王子（TGH） 

  Tel：080-1282-0797 

◉子どもの日本語支援 

八王子にほんごの会 

 URL:http://nihongonokai.com/jp/ 

◉外国人のためのパソコンの相談・学習支援 

  情報ボランティアの会（八王子） 

   URL: www.ivh-jp.org  

◉アジア･ディスカッション･フォーラム 毎週火曜日 

 アクティブ･イングリッシュ    毎週木曜日 

  アジア青年会 Tel：090-3877-3574 

◉医療相談 

[なんでも相談室] 

(初回無料、２回目以降１回2,100円/30分･要予約) 

社会福祉士、精神保健福祉士が医療や介護の問題等

に対応。なお、引きこもりに関する専門相談は初回

より有料です。 

[多文化精神科外来]（毎週月曜日・要予約） 

精神科医師による多言語精神科外来診療で、英語･ 

フランス語･中国語に対応可能です。 

※中国語はすべての診療科で通訳可。 

問合わせ： 

医療法人社団ＫＮＩ北原ライフサポートクリニック 

 JR 八王子駅南口サザンスカイタワー八王子１階 

Tel：042-655-6665 

 

 

今後の活動予定（平成 24年５月～６月） 

 

八王子国際協会  (愛称)地球市民プラザ八王子 
からのお知らせ 

発行･編集:八王子国際協会  

(愛称)地球市民プラザ八王子 
〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 

八王子スクエアビル 11 階 
TEL & FAX： 042-642-7091 （日・祝日を除く） 
URL: http://hachiojikokusai.world.coocan.jp/ 
Mail: koko-8@nifty.com 

サポートデスクだより 

各 種 情 報 
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