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八王子国際協会 第 34 号 2014 年 2 月 28 日 
 

 

  

 (１)八王子の国際化と「八王子多文化共生推進

プラン」の策定・実施 

八王子市は、人口 56 万、外国人居住者 9,000 人

超、留学生約 3,100 人を有する国際都市であります。

また、近年、高尾山には多くの外国人観光客が訪れる

など、本市を訪れる外国人は年々増えています。 

市ではこれまで国際化推進施策を積極的に取り組

んでおり、当協会も、2008 年７月の設立以来、国際

交流という視点に加え、外国人市民を地域の一員とし

て迎え、多文化共生社会を目指すことを目的として、

さまざまな役割を果たしてきました。 

本年４月から、国際化推進の基本方針となる新たな

「八王子多文化共生推進プラン」（期間：平成 25 年

から 10 年間）が策定され実施されています。このプ

ランは、本市における多文化共生に関するさまざまな

施策を平成 25 年（2013 年）度からの八王子ビジョ

ン 2022（新基本構想・基本計画）の部門計画として 

 

 協会の今後のあり方プロジェクト委員会において

は、当協会の組織体制のあり方に関して、調査・検討

を重ねました。 

その結論として、ここに、当協会の法人化を進め、

将来の公益財団法人化も視野に入れた「一般財団法

人」の設立を目指すことを提案します。 

 

体系化し、市民、企業、大学、行政、関係団体などが 

それぞれ主体となり、連携・協力して「多文化共生の

まちづくり」を推進していくための基本指針となって

います。 

そして、基本理念として「国籍、民族、文化の違い 

を互いに認め合い、助け合い、活かし合いながら、共

に暮らす多文化共生のまちづくり」を掲げています。 

このプランの中で当協会に対しては、市民協働やボ

ランティア活動の推進などといったこれまでの役割

を発展充実させることに加え、多岐に亘る施策の 

推進や、市民、企業、大学、行政、教育機関等の関連 

団体との連携強化を担う中間支援組織としての役割

を求められています。 

このような期待に応えるべく、現在の任意団体とし

ての当協会においてその重責を担うことは、役員、会

員や事務局スタッフといった個人個人への過度な負

担となるおそれもあります。その対策として、組織と

して活動の受皿となることができるよう基盤を固め

る必要性があり、具体的には、法人化といった組織体

制強化の必要性があるものと考えます。 

また、昨今では公的機関や民間からの補助金、助成

金も法人化が義務付けされることが多いという事情

も存在します。 

(２)新公益法人制度の開始 

新公益法人制度は、社会が大きく変化していく中

で、時代に合わなくなったこれまでの制度の問題点を

解決し、多様化する社会ニーズに十分応えるべく、社

会が求める多様な公益活動を、民間の非営利部門が自

発的に行えるように再構築したもので、平成20年12

月１日に施行されました。 

新制度では、これまでの監督官庁の許可制から、（一

般社団法人・一般財団法人であれば）法務局での登記

のみでも法人設立が可能となり、行政庁から公益認定

基準を満たすと認定されれば公益法人となることも

できます。  

また、財団設立のために必要な最低基金財産額もか

つての最低 5 億円から 300 万円に引き下げられるな

ど、国策として新規参入の機会を促す制度改革であ

り、当協会のように公益活動を行う任意団体において

は、法人として参入する機会が到来したということも

言えるのではないかと思います。 

このように法人設立のためのハードルは以前より

かなり下がっております。 

１．提案内容 

２．提案理由 
 

八王子国際協会は昨年、設立 5 周年

を迎え新たな飛躍を期し組織体制の見

直しの検討を進めてまいりました。 

昨年9月24日開催の理事会で従来の

任意団体から法人化への移行の提案が承認されまし

た。以来、委員長会議、団体ネットワーク会議、個人

会員懇談会等で趣旨説明した資料を下記のとおり掲

載いたします。会員皆様のご理解のほどお願い申しあ

げます。 

今後の取り組みについては会員皆様の総意を得て

法人化の実現に向けて行政当局に提案し、要望してま

いる所存です。 
八王子国際協会 理事長 岡添 健介  

平成 25 年 9 月２４日  
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当委員会において、三鷹市、町田市、港区、武蔵野

市の各協会につき視察・取材調査を行いました（その

調査内容に関する研究会も行いました）が、例えば、

港区では、法的にも財政的にも安定し活動も継続して

行うことができる、といった法人化につき肯定的な意

見を得ました。また、武蔵野国際協会法人化対策委員

会の調査報告によると、法人化により行政依存から自

主自立による運営が可能として、法人化のメリットを

強調する意見が多く出ていました。 

一方で、今回の公益法人制度の改革で基本財産が

300 万円で設立できるようになり今後一般財団法人

化が増える可能性があるとの港区での談もあり、近隣

地域における法人化の検討が加速されることも考えら

れます。 

この点からも、当協会において法人化の検討が必要

であるものと考えます。 

 

(３)経営基盤の安定化 

法人化により、行政以外の幅広い層からの寄付金や

助成金等の資金援助を受け、独自財源確保への道が開

けるものと期待されます。 

 また、将来、税制面での優遇措置が得られる公益認

定を受け公益法人化することで、寄付金に加え外部か

ら事業委嘱、共催等を受けることが可能になります。 

因みに、既に法人化している港区、町田市、三鷹市、 

武蔵野市の各協会では、指定管理者として公の施設の

運用管理によって安定的収入を得ています。 

 

(４)「八王子市多文化共生推進プラン」の推進に寄与 
 多岐に亘る推進プランを推進し具現化する中間支

援組織として当協会の組織基盤や財務基盤の強化は、

組織機能の発揮という点で不可欠と考えます。 

(１)設立時財産の確保 

一般財団法人の設立を前提とした場合、当協会には

必要となる基本財産額（300 万円）が不足するため、

拠出財源を確保する必要があります。 

 

(２)公益認定へのハードル 

例えば、一般財団法人の場合など、当面は税制面で 

のメリットは限定的であり、法人化の意味がないとの

世間の評価もあります。 

 将来、公益認定を受け公益法人化することが必要で 

すが、そのハードルはかなり高くなります。 

 

(３)活動内容の制約等 

事業計画や収支予算等の厳守や、事業内容における

定款の制約等を受けることになります。また、厳正な

事務処理や、正規の簿記会計の原則に基づいた経理処

理が必要となるなど、これまでの活動内容からは、よ

り制約的なものとなることが予想されます。 

そして、法人内部の管理体制（事務局機能の向上、

人的予算等含む）強化も必要となります。 

加えて、一般財団法人の場合には収益事業を行えば

税務申告義務が生ずることになります。また、NPO 法

人、公益社団法人、公益財団法人の場合には、監督官

庁宛に毎年の定期報告が義務付けられるなど、法的な

義務（制約）も増すことになります。 

 

(４)コスト負担 

法人設立のためのコスト（基本財産、定款認証や登

記費用など）や、上記名義変更を行う上での一時的な

コスト等の負担が生じます。 

  

（ 注：原文の一部を修正・削除してあります。）  

 

 

(１)法的責任体制等の確立 

 任意団体では活動の法的責任について理事長個人

が負うものとなっていますが、法人化により、法的責 

任は先ず法人に帰属することになります。また、任意 

団体では各種の契約等は理事長個人名義にて行うこ

とになりますが、法人化により法人名での登記や契約 

が可能となります。 

当協会のような団体規模のさまざまなリスクを個

人が負うのは非現実的であり、法人化により個人責任 

への依存からの脱却を図ることができます。加えて、 

団体として権利主体となることで事業拡大に必要な

契約が可能となります。 

 

(２)社会的信用度 

一般ないしは公益財団法人といった法人名を得る

ことによって、外部に対する社会的信用度が高まるも

のと思われます。 

 

法人格を取得している国際交流団体は、全て一般な

いし公益財団法人であり、（一般・公益）社団法人や

NPO 法人は皆無でした。これは、行政が主体となっ

て設立されている組織であることが理由であると考

えられます。そして、既に公益財団法人化している国

際交流協会が６団体もあります。 

 

(３)都内各国際交流協会の動向 

都内の国際交流協会は当協会を含め 20 区市に存在

します。（「東京都国際交流委員会」ホームページより） 

 ≪内訳≫   

任意団体 
八王子市、日野市、多摩市、調布市、国分寺市、
狛江市、小平市、東村山市、中央区、中野区、 
杉並区、荒川区        （計 12 団体） 

一般財団法人  町田市、港区         （計２団体） 

公益財団法人   武蔵野市、三鷹市、新宿区、品川区、目黒区、 
板橋区                   （計６団体） 

 

３．法人化のメリット 
 

４．法人化の課題 
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2014 年２月 18 日（火）個人会員懇談会が開催さ

れ、前八王子市長の講話と、八王子国際協会法人化に

ついて、春田事務局長より説明を行いました。 

  

黒須前八王子市長は第 2 の人生であった 33 歳から

の 37 年間の政界生活を卒業し、第 3 の人生を楽しん

でいるとのこと。市長として八王子ゆめおりプランや

ごみの収集有料化などつねに市民との協働を実践さ

れ、様々な工夫や経験をベースに数々の改革を行って

きたことのエピソードをまじえたお話に引き込まれる

ように楽しく聞かせていただきました。また国際交流

課（現在の多文化共生推進課）を設置されたり、中国

（泰安市）、韓国（始興市）、台湾（高雄市）との友好

交流協定を結ぶなど国際人としても活躍されているこ 

とを感じました。そして最後にまとめられた、 

①めちゃ前向き 

②好奇心が強く、新 

しいことへの挑戦 

③健康に留意して 

のような気持ち          そのような気持ち 

をもちつづけたい 

これらは今日のお話 

の内容にマッチして

おり、黒須さんの信条であると確信するとともに、現

在取組んでおられる社会貢献事業が実現されることは

間違いないだろうと思いました。     

 

講師：前八王子市長、NPO

法人八王子･台湾友好交流

協会理事長 黒須 隆一氏 

 

 

  

＜キャロリンさんの経歴とお二人の出会いは＞ 

 キャロリンさんは、オレゴン州の大学の家政科とジ

ャーナリズム学科を卒業し、アラスカでエスキモーの

小学生に勉強を教えたり、アメリカ政府の平和活動の

一環でイランで２年間栄養士として従事されたそうで

す。 

 働きながらハワイ大学の大学院で、第二外国語英語

（母国語が英語でない人へ教える英語）の教師の資格

を取りました。その大学で、経済学の博士コースで勉

強中のご主人との最初の出会いが大学の寮のカフェテ

リアだったと伺いました。 

 

八王子国際協会の語学シリーズ「時事英語を学ぼう」

の講師であるキャロリン・オバラさんのインタビュー

は英語で実施し、何度かメールで内容を確認し、その

都度丁寧に対応して頂きました。 

＜ご家庭の構成を教えてください＞ 

キャロリンさんは生粋の米国人で、ご主人は日系パ 

         ラグアイ人という国際派カップ 

         ルです。日本生まれの息子さん 

は放射線関係のドクターをして 

います。ご主人は以前は国際協 

力事業の一環で、海外の農業支 

援のスーパーバイザーをされて 

いたそうです。 

 

＜来日のきっかけについて＞ 

 キャロリンさんは若い頃から海外経験が多く、日本

への興味を持っていましたが、ご主人との出会いから

更に日本への思いが深まり、第二外国語英語の教師の

スキルを活かす為に、名古屋のインターナショナルス

クールの教師として来日し、高校生に英語を教えまし

た。 

＜お子さんの日本での教育について＞ 

 お子さんは名古屋生まれで、武蔵境の公立小学校と

中学校で教育を受けました。キャロリンさんは日本の

小学校教育は素晴らしいと感じたそうです。特に、音

楽や美術など、ご自身のアラスカの小学校の教師時代

と比べて、日本では全員が等しくやれるように指導す

るところに感心したそうです。 

 
＜日本での生活について＞ 

 キャロリンさんは初来日から 30 年日本で暮らして

おり、八王子での生活も 11 年になります。日本語は

得意ではありませんが、日本での暮らしは、安全で快

適ですし、ご近所の人や生徒さん達とも良好な関係が

出来ています。八王子は、美しい場所が多く、空気も

きれいで、静かで、散歩をしたり、買い物をしたり、

大変気に入っています。趣味は読書や、和紙を使った

人形作りやちぎり絵です。 

  

 
＜日本での 

英語教育の指 

導について＞ 

 キャロリン 

さんは、現在、 

八王子の幾つか 

の大学で英語を 

教え、夜間コースでは、英語プレゼンテーション教科

の授業を持っております。多忙ですが、英語の指導を

通じて人々と触れ合う事を楽しみにされ、生徒と同じ

立場に立って、各々の知識をベースにしたディスカッ

ションを大切にしています。彼女の人生経験と読書好

きが知識の幅を広げている様です。八王子国際協会の

「時事英語を学ぼう」について、「同年代の人達と率直

に意見交換ができ、楽しい」と、語っていました。 
（報告者：広報委員 中西 隆） 

（報告者：会員 東 陽一） 

 

個人会員懇談会の様子 

黒須 隆一氏 

キャロリンさん 

語学シリーズの講座の様子 
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実施日：平成 26 年 1 月 24 日(金) 
場 所：第５セミナー室 

 

今年度、多文化共生推進課からの委託事業の一環と

して、国際理解教育の講座とワークショップを開催い

たしました。 

この講演会は中央大学教授の森
もり

茂
も

 岳
たけ

雄
お

氏に講師を

お願いし、実際に小・中学校で国際理解教育を実践さ

れる教員の方々を主に対象として、国際理解教育のめ

ざすもの、カリキュラム開発に必要な視点等を学ぶ機

会になるようにとの目的で行われました。 

グローバル化が進展する中で、地域社会では身近に

外国人が生活しており、学校においては、同じクラス

で外国にルーツがある子どもと一緒に学んでいる現状

があります。現実に多文化共生社会が進んでいる環境

の下、学校での国際理解教育を推進し、子どもたちに

多様な視点を持たせることには大きな意義がありま

す。 

 
森茂氏の講演 

では、これからの 

国際理解教育にお 

ける２つの課題が 

提示されました。 

①地球的視野か 

ら問題を捉え、相互依存を理解し、地球市民として意

識を持って行動につなげること。 

②多文化社会の中で、異なる文化を受け入れ、尊重し、

平和に共生できる態度の育成。 

後半のワークショップでは、国際理解教育実践のた

めの活動案を、出席された小・中学校の先生方に４つ

のグループに分かれて作成してもらいました。 

作成の前のカリキュラム開発の事例や、役に立つ教

材の紹介などがヒントとなり、短時間の中での活動案

作成、発表もできました。 

 

た国際理解教育プロジェクト委員会としては、今回、

小・中学校の教員の方々に出席して頂けたことで、大

変有意義な講演会となったことを嬉しく思いました。 

 国際理解教育プロジェクト委員会 
 委員長 清水 久美子 

実施日：平成 26 年 2 月 2 日(日) 
場 所：萠愛調理師専門学校 

 

ワークショップの様子 

森茂氏 

萠愛調理師専門学校のみなさんと 

日本料理を 
堪能 

応募者 24 名（日本人 21 名、外国人留学生３名）、 

うち書類審査で選考された 14 名（日本人 11 名、外

国人 3 名）が、“Internationalization”(国際化につい

て)というテーマで熱弁を奮いました。審査の結果、優

勝は金  春華さん（中央大学）、演題は“You are 

Unconscious Of…”(無意識の…）。準優勝は藤川 翔さ

ん（法政大学）、演題は“You Should Fly Higher.”(も

っと羽ばたくべきだ。)、３位は関口  

燿子さん（中央大学）、演題は 

“Doubt the Existing World.” 

(既存の社会を疑え。)でした。 

花輪 宗命審査委員長（大東文化大学 

教授）、審査委員のキム･サノ氏（青山 

学院女子短大 

講師）および 

ロバート･ 

マーロウ氏 

（翻訳家） 

より講評が 

ありました。 

 

開催日：平成 25 年 12 月 15 日(日) 
場 所：クリエイトホール視聴覚室 

終了後のアンケ

ートでは、身近な問

題から世界とのつ

ながりに目を向け

る視点や相互依存

の関係を理解でき

た、また、アウトリ 

 ーチ教材（国立民族学館物館、開発教育協議会等の教

材）の存在を知り、今まで以上に国際理解教育に取り

組みたいという意欲的な意見も書かれていて、企画し 

 

表彰式 

審査員と入賞者を囲んだ出場者の皆さん 
出場者、主催者のみなさん＊ 

今年度最後の交流会は萠愛調理師専門学校の協力で

「日本料理」を楽しみました。ちょうど節分でもあり、

留学生は恵方巻を自分で巻き、今年の恵方を向いて丸

かじりする経験をしました。 

調理師の勉強をしている学生たちによる出汁巻き玉

子やかつらむきの実演に、留学生たちは目を丸くして

見入っていました。本格的な会席料理に舌鼓を打ちな

がらの交流は、日本人のファミリーにとっても楽しい 

ものでした。参加者は留学生が 

8 名、ファミリーとスタッフが 

9 名でした。 
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イランの地図で確かめる来場者 

「ヒヤシンスのようなナビーさんが伝える 

歴史ある、美しいイランの最新情報・・・」 

平成２６年２月２日(日)実施 

 

 
今回のスピーカーはイラン・イ 

スラム共和国のテヘラン出身で

す。ニックネーム：ナビーさんは約２０年前、7 歳の

時、家族と来日し、現在は八王子市在住でエンジニア

です。ナディさんの両親、弟、友人、コミュニティー

のファミリーや幼いころから親しくされた近所の日

本の方も参加され、アットホームな雰囲気の中で「ふ

れあいタイム」は始まりました。 

 

宗教上、イラン国内では酒と豚肉は食することはで

きません。一部の人が、国外ならよいと、羽目をはず

す話がきかれることもあるそうです。 

羊の肉を使ったキャバーブや、日本では珍しい甘い

レモンや、くだものとしてのキューリがあります。ナ

ディさんの弟は、「ザクロに塩をかけると味が変わり

美味しいですよ」補足しました。 

 

「黒色のチャドールのイラン女性」をイメージする

人は多いですが、今どきのイランの若い女性はフェイ

スブックに自身のおしゃれな画像をアップしたりする

そうです。インターネットの厳しいアクセス制限のフ

ィルタを突破するソフトが開発されたりしているのが

現状とのことです。 

 

昨年 10 月、10 年ぶりにナディさんはイランを訪

問したとき、改めて、ドーム状になったバザールの

400 年前の建築技術の高度さにビックリしたそうで

す。日中４０度を超える季節でもバザールの中は涼し

く、雪がたくさん降る冬は比較的暖かいとのことです。 

Q&Aでは、 

イランの教育 

について、小 

学校から落第 

があるため、 

塾通いの子ど 

もも多いとの

こと。高校ま 

では男女が別々で、大学に入ると共学になります。結

婚前の男女交際は禁じられており、バスの中で、注意

をされても恋人たちは動じない様子なので、運転手も

それ以上は言わないのが現状です。 

女性は基本的には働いていませんが、職業としては

医師や弁護士で、美容師は高収入とのことです。 

徴兵制については、18 才から 2 年間義務があり、

外国に暮らしている場合は、お金を払うことで免れる

こともあります。 

主なイランの収入源は、ガス、石油の輸出で、燃料

が豊富で、安いため、ちょっと出かけるのに車やタク

シーを利用します。裕福な人は高級車を何台も所有し、

盗難が横行していることもあり、防犯ブザーの警報音

があちらこちらで鳴りやまないそうです。最後に日本

についての率直な感想はの問いに、「日本では最初に 

イランのどの家も３ｍ位の塀があり、家の中は広く

サロンのようになっていて、人を家に招いて食事をす

る習慣があり、料理は山盛りの大皿でおもてなしをし

ます。男女はフロアごとに分かれて、女性は男性の目

を気にせずに好きな恰好でゆっくり食事をすることを

好まれるようです。 

 

猫の形をしたイランの 
地図とナディさん 

タブリーズは絨 毯
じゅうたん

の産地として歴史があり、高価な

絨毯は①たくさんの色使い②目が細かい③染色の数が

多い④デザインがよい⑤有名な工房での制作といった

５つのポイントだそうです。 

年に 1 度、国を上げて、亡くなった方への追悼があ

り、それは 2 週間ぐらい続き、各町内のモスクを拠点

として、大音量のコーランの祈りをする行列が夜にな

ってもあり、近所の家庭から食事などを振り舞い、こ

の時期は「お腹を空かせた人はイランにはいない」と

いうぐらいで、そのおもてなしの文化は、日本では見

られない光景だそうです。 

 １９８９年から９１年、イランからビザ無しで日本

に入国が出来きた時期、多くの出稼ぎ労働者の単身者

が多い中で、ナディさんのご家族のようにその後、日

本に残った家族は少なく、イランでは話題になったそ

うです。イランでは日本のイメージは「おしん」や「北

の国」だったため、来日して違いに驚いたそうです。

イラン人は「おしん」のようにがんばった日本人をイ

メージし、日本人は「イランイラク戦争で大変だった

でしょう」とイランの方へ親切にしたそうです。イラ

ンの人は「日本語が解らなくても助けてもらった恩を

忘れない」と、良好な関係をなつかしく話されました。 

 

文系、理系に分けているが、非常にもったいないと思

う、幅広く仕事を知ったうえで分けて欲しい」と答え

ました。また、ナディさんは 7 年前まで「CCS 世界

の子どもと手をつなぐ学生の会」で子ども学習支援の

活動をされていました。彼女自身が学童期に勉強でお

世話になったからと話していました。アンケートは大

変よかったと多くの感想が寄せられました。 次回は 

4 月 20 日 10 周年記念懇親イベントを予定しています。 

世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉 
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サポートデスク相談実績 
1２月 相談件数 133 件 

（日本語教室紹介、ボランティア、労働、離婚、
ビザ、病院案内、国際理解教育、通訳、医療通
訳、翻訳等） 

    相談者数 133 人  
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ブラ
ジル・オーストラリア・スリランカ・イラン・
ブルガリア・ネパール・サウジアラビア・イン
ド・ウガンダ・インドネシア・コンゴなど） 

１月 相談件数 １５５件 
（日本語教室紹介、ボランティア、労働、年金、
学習支援、金銭トラブル、国際理解教育、ホー
ムステイ、通訳、翻訳等） 

      相談者数 １５５人 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ウ
ガンダ・ドイツ・イラン・オーストラリア・コ
ンゴ・インドネシア・イギリス・インド・フラ
ンス・スペイン・スリランカなど） 

行政書士による外国人個別相談 
１月 11 日 相談件数１件、相談者数１人 
２月  8 日 相談件数０件、相談者数０人 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 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 

 生涯学習センター 南大沢分館 
 Tel: 042-679-2208 

 八王子にほんごの会 
 http://nihongonokai.com/ 

 八王子国際友好クラブ (HIFC) 
 http://hiug.jp/hifc/ 

 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） 

 Tel: 090-1118-6098 
 児童･生徒の学習支援 

 北野学習教室 （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) 
 http://www.ccs-ngo.org/ 

 八王子にほんごの会(子どもの日本語支援) 
 http://nihongonokai.com/ 

 その他 
 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) (IVH) 
 http://www.ivh-jp.org 

 アジア･ディスカッション 
   アジア青年会 (AYC) 

Tel: 090-3877-3574 
 

[ 医療相談 ] 

１．多文化精神科外来 

♦英語・フランス語は北原リハビリテーション病
院にて行なっています。 
所在地：八王子市左入町４６１ 
Tel: 042-692-3332  診療日：火・土曜日 

 ♦英語・中国語は北原国際病院にて行なっています。  
所在地：八王子市大和田町１-７-２３ 
Tel: 042-645-1110   診療日：金曜日 

２．なんでも相談室 

ライフサポートクリニックでの無料相談は終了
となりましたが、なにか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。 
問合せ： Tel: 042-645-1110 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後の活動予定（平成 26 年 3 月～4 月） 

 

 
編集･発行：八王子国際協会  

 
〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 

東急スクエアビル 11階 
 

TEL & FAX：042-642-7091  
URL： http://hachiojikokusai.world.coocan.jp/ 
Mail： koko-8@nifty.com 
 

各 種 情 報 
 

 行政書士による外国人個別相談 
3 月  8 日(土)      14:00～17:00 
4 月 12 日(土)      14:00～17:00 

 
 語学シリーズ「時事英語を学ぼう」は３月 2５日、 

「ステップアップ  スペイン語」「初めてのドイツ語」 
は３月 2７日にそれぞれ終了します。 

  
 国際理解講座 

「あなたの隣に外国人が住んでいたら」  
3 月 2 日(日)       13:30～15:30 

 医療通訳ボランティア研修会 

「医療通訳ボランティアを経験して」 
 ３月 21 日(金)      13:00～16:30     

 講演会 「多文化の学校で今」 
 ３月 22 日(土)       13:30～15:30 

   
 「世界の人とふれあいタイム」10 周年記念懇親イベント   

４月 20 日(日)      13:30～15:30 

 平成 25 年 12 月１８日の理事会で審議・報告した事項
をご報告します。 
 ・規約の「会員の資格の喪失」、経理業務規程の改正

について審議された。 
 ・予算の一部流用について審議された。 
 ・上期収支決算、年度収支決算見込みが報告された。 
 ・各委員会の活動状況が報告された。 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

334 7 団体 4・個人 5 350 

 

会員数報告 （平成 26 年 2 月 1 日現在） 

 

<賛助団体会員>  医療法人社団 KNI 北原国際病院 

（株）JCN テレメディア八王子 
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 

 
 

年会費納入を平成 26 年 3 月 31 日(月)までにお

願いいたします。詳細は別紙をご覧ください。 
※ご不明な点がございましたら、 

事務局までご連絡下さい。 

理事会報告 (平成 25 年 12 月) 

2月9日(日)12:30～16:00 東急スクエア11Fギャ

ラリーホールにおいて開催されました。 

相談者は 8 組(10 人）、相談件数 9 件でした。 

大雪の影響で交通機関が混乱していたにもかかわらず、 

専門家・相談員、通訳、そしてスタッフの皆さん、朝早く

からご協力ありがとうございました。御礼申し上げるとと

もに深く感謝いたします。 

 

 

 

 

外国人のための無料専門家相談会  

平成 26 年度年会費納入のご案内 

mailto:koko-8@nifty.com
file:///I:/☆HP/☆hachiojikokusai.world.coocan.jp/20120203sinki/top/inframe/iryo-tsuyaku-volunteer-kenshukai-20140321.pdf
file:///I:/☆HP/☆hachiojikokusai.world.coocan.jp/20120203sinki/top/inframe/gakushu-shien-tabunkano-gakkou-20140322.pdf

