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市民のための 国際理解講座①
カルタ・紙芝居で学ぶ「移民の歴史と多文化共
企の自然と歴史を歩く『ハイキングのつどい』に意見
が一致し、委員４人で下見に出かけました。
当日 10 月 25 日（土）は初秋の快晴に恵まれ留学
「留学生八王子ふるさとプログラム」は、八王子で

生 11 名とファミリー10 名で楽しい交流を持つことが

学ぶ留学生とファミリーが交流することによって、お

できました。ファームでは生まれたばかりの赤ちゃん

互いの国を身近に感じ、留学生には八王子を「第二の

牛との対面、バターの手作り体験、濃厚なミルクアイ

ふるさと」のように思ってもらいたいとの想いで、イ

スクリームをいただくなど、牛の尊厳と恵みを改めて
感じる一瞬でした。

ベントを企画し、楽しんでもらっています。
その交流を通して、ホームビジットなど留学生とフ
ァミリーが一緒に過ごし、日本文化に親しむことを期
待しています。
今年度は５月 31 日（土）に高尾の森わくわくビレ
ッジで「BBQ パーティ」を開催し、4 か国の留学生
11 名、ファミリー13 組が参加。薪割りや食事の準備
を一緒に行ない、気が合ったところで食後にはゲーム
を楽しむなど、和やかなひと時を過ごしました。
10 月 25 日（土）には、
「ハイキングのつどい」で、
磯沼ミルクファームの見学・湯殿川から片倉城跡を散
策し、秋の八王子を楽しみました。
1 月 31 日（土）には、日本料理交流会を予定して
います。調理師専門学校のご協力で、本格的な日本料

その後、湯殿川沿いに「片倉城址」まで散策し、
城址跡の広場で留学生と昼食を摂り、一人ひとり思
いを語りました。青春を外国に託した彼らの瞳の奥
には、壮大な夢がありました。私たちの活動も、地
球市民として着実に歩み出しています。

理に触れる交流です。国と国にはいろいろな事情はあ

留学生八王子ふるさとプログラム委員 平野吉三

りますが、このようなプログラムを通して個人と個人

市民のための 国際理解講座
カルタ・紙芝居で学ぶ「移民の歴史と多文化共生」
生」
実施日：平成 26 年 12 月 14 日(日)13：30～16：30

の繋がりを大切にし、ファミリーと親しくなるととも
に八王子を好きになってくれることを願っています。
留学生八王子ふるさとプログラム委員長 林田 房子

場

秋のイベント

ハイキングのつどい

所：学園都市センター第３・４セミナー室

100 年以上も前に政府に推奨されて遠い国
（ハワイ・

実施日：平成 26 年 10 月 25 日(土)
場 所：磯沼ミルクファーム

カリフォルニア、カナダ、ブラジル、ペルーなど）に
移民した人たち、今 U ターン移民となっているその異

八王子地域にある 23 の大学等では約 3,000 人の留

国で生まれ成長した２世３世４世の日系人や、様々な

学生が言葉や生活習慣の壁を越え、将来の夢や希望に

政情や事情で日本に移民してきた人たちなどの置かれ

燃えながら貴重な体験を重ねています。限られた地域

た状況を理解しました。また受入国の在り方を考える

の中での目新しい企画・立案には、担当委員のアイデ

といった、これまでの「国際理解講座」とは異なった

アが何よりも求められるところです。

目線で学びました。講座の内容は、絵や物語で馴染み

今秋の企画にも委員が何度か集まり話し合って、地

やすいカルタや紙芝居に置き換えて理解しやすくした

元の牧場「磯沼ミルクファーム」の見学・体験と小比

ものです。最後に、学んだことをもとにカルタを作っ

企

て発表しました。学生も受講して 24 名の参加でした。

予告
国際理解講座
異文化を知れば日本がわかる

楽しみながら学ぶ

平成 27 年１月 25 日(日)１３:３０～１５:３０
会場：東急スクエアビル 12F 第５セミナー室
講師：浦 輝大 （JICA 多摩地区デスク）

湯殿川沿いを散策
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実施日：11月9日(日)

今年も多くの方々でにぎわい、盛況のうちに幕を閉じました。
来場者は約 1,200 名、16 か国約 70 名の外国人ボランティアが参
加しました。皆さま思い思いにフェスティバルを楽しんでいただけたの
ではないかと思います。お手伝いくださったたくさんのボランティアの
方々、お疲れ様でした。
国際交流フェスティバル委員長 渡辺 裕介

応援に駆け付けてくれた
松姫マッピーとダンスの子
どもたちは、フェスティバ
ルを一層華やかにしてくれ
ました。

ステージの司会を務めて 当日はあいにくの天気で
したが、外とは打って変わって会場は活気にあふれて
いました。特に私が担当しましたステージパフォーマ
ンスやお国自慢スピーチでは、自分の国のことを知っ
てもらいたい！もっと楽しませよう！という出場者の
皆さんの姿がとても輝いていました。ボランティアの
方々の協力により、試行錯誤してきたものを形にする
ことができたことを、とても嬉しく思います。至らな
い点もあったかと思いますが、来場者の皆さんの間で
の交流を促す機会になっていたら幸いです。
フェスティバル委員：八巻 志保
（CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会）

オープニング 岡添理事長よりあいさつ

JICA 講演会

八王子市から青年海外協力隊とし

て、アフリカのマラウイで２年間活動された原島愛美
さんが、マラウイの文化、生活とボランティア活動の
報告を行いました。

原島さんのご両親も参加してい

ただき、
「昔から言い出したら聞かない娘で困っていま
すが、こうやって報告を聞くと娘のことを誇らしく思
います。
」とコメントされて、会場は暖かい雰囲気に包

イタリアのダンス

まれました。

マラウイでの活動

フィナーレ！ テーマソング『きずな』をみんなで歌う

異文化交流ブースに出店して

浦

輝大（JICA 多摩地区デスク）

原島さんの講演

国際交流フェステ

ィバルに参加して、今年で 4 回目になりました。初め

娘はいろんな人に出会って、ほかの幼稚園のバレー

はたくさんの参加者と同じテーブルで中国の方とブー

ドを見たり、ゲームも体験できました。歌を聴いたり

スを出しました。お互い日本語の教室で隣り同士で仲

意味が分からないダンスにもなぜか手をたたきながら

良くになり、それぞれの国の物を紹介できて楽しかっ

踊っていました。他のブースに行って、ディスプレー

たです。私の国、フィリピンの飾り物を持ってきて、

を見て、さわって、楽しんだようです。帰りに、
「ママ、

アットホームな雰囲気にしたかったのです。その気持

楽しかった～また行きたい！」と言ったので連れて行

ちをフェスティバルに来る皆様にもシェアしたかった

って良かったと思いました。

です。フェスティバルに参加して、私達の国をお世話

今年また娘といっしょに参加ができました。今回は

になってる日本の皆様にもっと知ってもらうために紹

私の国を見せるより、他の国の人と触れ合い、それぞ

介するのが目的でした。

れの文化や習慣を見て学んでとても良い経験でした。

それから何年か子育てに忙しくなって、やっと昨年、
3 歳の娘を初めてフェスティバルに連れて行きました。

今年も親子ともども楽しかったです。一日で世界を回
った気分になりました！
馬場 ハナホープ（フィリピンのブース）
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異文化交流とお国自慢スピーチに出場して

フェスティバルで催したイベントの様子

昨年と比べて今年のフェスティバルの方が面白かった
と思います。みんなは自分の国の物やきれいな服や写真
などいろいろ工夫してよく準備し紹介しました。母国の
多様な服を着てとても綺麗です。ダンス
や音楽も面白かったです。私が気に入っ
笑顔の写真展

たのはイタリアとタイの歌です。楽しく

八王子市友好都市の展示

交流できたからとても嬉しいと思います。
来年はベトナムの伝統的な音楽や遊び
も紹介させてください。
スピーチは単純に作文を読んだだけで
す。褒められるとは思わなかったです。
お国自慢スピーチ

団体紹介ブース

イエン オアン ディェプ (ベトナムのブース）

フェイス＆ハンド・ペイントをやって
フェイス＆ハンド・ペイントでは、
来場者の顔や腕に様々な絵を描きまし
た。企画の段階ではお客さんが集まる
か不安もありましたが、
蓋を開ければ、
キルギスの踊り

行列ができるほどの大盛況！老若男女

インドの音楽

腹話術ター坊と
国際漫才

を問わず、幅広い方々に楽しんでいた
←フォルクローレの演奏(東京造形大学）

だけました。特に子どもたちには人気で、中には自分で
自分の腕に絵を描く子もおり、色とりどりの絵が、フェ
スティバルをより一層盛り上げました。異なる文化的バ
ックグラウンドを持つ子どもたちが、顔や腕に描いてあ
る絵をきっかけにして仲良くなっている様子も見られま
した。

よさこい
ソーラン

船橋 諒（CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会）

世界の遊びコーナー

ステージを楽しむ人々

中高生によるお茶席
チェロの演奏体験
(東京純心女子中・高等学校）

すわってヨガ体験

当日の模様は、J：ＣＯＭ八王子の生中継をはじめ、
ニュース番組で報道され、読売新聞多摩版には“いち
ょう祭り国際交流に力”の記事掲載などの広報活動に
努めました。
今年の「八王子いちょう祭り」は第 35 回記念事業
として 11 月 15 日（土）、16 日（日）の２日間にわ
たり開催されました。テーマは「世界に発信！世界の
人と国際交流」でした。両日とも晴天に恵まれ、過去

2020 年に東京でのオリンピック・パラリンピック
の開催が決まりました。今後はスポ―ツを通して国際
交流の祭典が行われます。八王子国際協会の活躍の場
も広がります。

00 春田 博 (事務局)

最高の約 52 万人の来場者で賑わいました。
①外国人市民や留学生による民族音楽・舞踊等のステ
ージパフォーマンスを式典会場で披露しました。
②祭典広場での多言語による案内放送に留学生の活躍
がありました。
③祭典ポスター、チラシ、ホームページの多言語化等
アリランチャンゴ民族打楽器の演奏

国際色を彩る提案もいたしました。
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＜最近の活動から＞
今年 8 月、ネパールのカトマンズにある本田明美さ
ん経営の「おしん日本語学校」
（Oshin Japanese
八王子国際協会は、個人会員、賛助会員のほか、団

Language School）を訪問し、100 人ぐらいの学生

体会員で構成されています。８つの団体会員はそれぞ

の前で英語でスピーチしました。その中で、日本に甘

れ特色を持って活発に活動をされています。前号に引

い気持ちで来ないように、①契約社会である日本は厳

き続き、第５回は「アジア青年会」です。代表の徳田 陽

しいこと。②自分の国の現状（クラクションなど騒音

平さんにお話を伺いました。

が絶えず、また交通戦争さながらの交通事情）に目を
向けて、改善する努力をするべきで、少人数からでも
実行できることがあるのでは・・と提案してきました。

アジア青年会

このスピーチは日本にいるネパール人学生、実業家の
間にも効果がありました。

Asia Youth Committee
＜会の設立の目的と経緯について＞
ボランティア活動のきっかけは 21 年前、88 才の亡
き父の教えにあった「旅人をもてなしなさい」の言葉
でした。アジア青年会としての活動は 2007 年 9 月に
始まりましたが、外国人が年々増加している中、受け
入れる側は十分に対応できているとはいいがたいのが

留学生スピーチ大会の様子

現状で、困難な問題を抱えながら日々生活している貧

＜活動での悩み、要望について＞

しい外国人留学生への援助活動が主な目的です。

ＰＲ力が足りないのが悩みです。ネパールやインド

＜会員数や、活動内容について＞

の料理店、中華系のお店にチラシを置かせてもらって

会員数は 50～60 人います。出入りがあるため、数

います。また、八王子市、福生市、日野市にある日本

は確定できません。英語教室などの受講者は全員が会

語学校 5 校(約 1,000 人の学習者)にポスターを掲示し

員です。

たりチラシを配布したりしています。

具体的な活動としては、①自転車リサイクル。駅前

当会は支援を必要としている在日外国人のための福

に放置された自転車や、大学などからもらい受けた自

利厚生を草の根的に活動していますが、行政には補助

転車を警察で盗難車ではないことを確認した上で修繕

金などで支援協力を要望します。

し、格安で提供します。バス利用にお金がかかるため、

･･･徳田さんにインタビューして･･･

留学生にとって自転車は必需品です。②引越し手伝い(経

以前支援して、現在は帰国されたベトナムのリンさ

費程度の有料)。不要になった家具などを処分する手伝

んから年賀状をもらい近況を知らせてくれたことや留

いで、月に 1～2 件あります。他に、家電製品（冷蔵

学生のための加藤登紀子コンサートに協力し会員との

庫、扇風機、洗濯機、掃除機、ヒーターなど）や家具

交流ができたことなど、話題は尽きず、終始にこやか

（ベッド、机）や衣類、布団などを提供します。③ア

にインタビューにお答えいただきました。

ルバイト・アパートを紹介。不動産業者とのトラブル

報告者：取材

がないように配慮します。日本語で十分伝えることが

白石 愛子

2014 年 10 月

図書係からのお願い

できない場合、英語で対応します。④英語・日本語学
習 指 導 。 そ の 活 動 の 一 つ と し て 毎 年 、 11 月 3 日

図書整理をしました。以下の本が見当たりません。
・多言語・多文化ブックレット

に行われる「留学生スピーチ大会」は交流が生まれる
大きなイベントです。他に地域のお祭りや八王子国際

・地域の日本語教室のための活動案集
～災害に備えるために～
・市民学習 実践 ハンドブック
・中国からの帰国者のための生活日本語
・日本語の教え方 ABC
・韓国語会話・今すぐ話せるタイ語入門
・初めての中国語
・ニューイクスプレスブラジルポルトガル語
・高尾山の花名さがし
・医療用語集・よくわかる法律用語辞典

協会の防災訓練に外国人に呼びかけて参加しています。

防災訓練

広報委員

中央大学のフランスからの留学生と

心当たりの方は八王子国際協会へお知らせください。
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防 災 訓 練
片倉台自治会

留学生のための

実施日：平成 26 年 11 月 29 日(土)
場 所：クリエイトホール

実施日：平成 26 年 10 月４日(土)
場 所：片倉台小学校

防災訓練

就職支援セミナー

留学生のための就職支援セミナーがクリエイトホー

晴天の中、北野台自治会と市立片倉台小学校の共催

ルの視聴覚室で開催されました。

による総合防災訓練が実施されました。若干少なめと

最初に、東京外国人雇用サービスセンター（ハロー

はいえ総勢 1,096 名の参加者でした。八王子国際協会

ワーク新宿）の花崎琢也指導官より、日本の企業に就

から外国人 12 名、大学生（含む留学生）５名、スタ

職するにあたっての心構えなどの講義後、同センター

ッフ４名が参加しました。煙体験はしご車体験、消火

による個別相談が行われました。続いて、NPO 留学協

器訓練など日本流の各種防災訓練を体験しました。今

会より、日本の企業に就職した元留学生 3 人を囲んだ

回のテーマの中に名簿チェックによる避難者の安否確

新しい形式の懇談会が行われ好評でした。午後はサイ

認があり八王子国際協会は事務局が担当しました。

バーシルクロード八王子の甲谷勝人代表より、日本企
業の特色や八王子市内に本社を持つ会社の実例の話な
どがあり、留学生の興味津々の表情が印象的でした。
八王子市役所企業支援課の多田航主任からは、
「国際
化している八王子の企業とその仕事」と題するレクが

消火訓練

あり、最後に八王子市内の優良企業 2 社（コスモ計器

防災訓練の説明用のパネル

八王子市
総合防災訓練

＆栄鋳造所）の紹介が、それぞれ古瀬智之代表取締役、

実施日：平成 26 10 月 19 日(日)
場 所：市立館小中学校

鈴木隆史代表取締役より行われ、一日が終了しました。
参加者は 21 名でしたが、みんな熱心にメモを取る姿

午前９時、多摩地域を震源とするマグニチュード 7.3

が印象的でした。

規模の大地震が発生、八王子も震度６強から７を記録
し、建物内の逃げ遅れ、エレベーターでの閉じ込めな
どの被害が発生、このほか道路の損壊、交通機関、通
信、電気、ガス、水道などの施設にも被害が発生した
という訓練想定です。八王子国際協会から留学生７名、
就職セミナーの様子

日本人大学生６名、スタッフ６名が参加しました。

留学生のための

避難所ではどうしたらよいか、防災器材などを活用
した救出救助方法とはどのようにするのか、一人では

12 月３日（水）

何もできないのだから、人との連携の強化訓練、災害

企業めぐり
8：30～15：30

内視鏡などの医療器具やカメラなどの世界的メーカで

時に要支援者にどのように接したらよいのかの訓練。

あるオリンパス八王子事業場内のオリンパス技術歴史

八王子国際協会の場合は語学ボランティアと外国人が

館「瑞古洞」を見学し、創業から現在に至るまでの技

連携を取りあって避難するための訓練でもあります。

術開発の変遷について説明を受け、実際に病院などで
使用されている最新の内視鏡やカメラなどを見せてい
ただきました。第 2 の見学先であるコスモ計器では、
就職支援セミナー受講後に就職した元留学生や外国人
社員により、工場内の各所の案内と説明があり、留学
生は生産現場の緊張感を感じていました。午後からは
最後の訪問先である栄鋳造所を見学し、金型産業のも
のづくり現場を体験するなど、貴重な一日でした。

八王子市総合防災訓練の参加者

北野町会
防災訓練

〈セミナー アンケートより〉 このような場を留学生ひ
とりで探してくるのは非常に難しいことであり、来てよか
ったと思いました。日本の就職状況や日本企業の文化をよ
く説明してもらい大変勉強になりました。

実施日：平成 26 10 月 26 日(日)
場 所：北野事務所駐車場

晴天の中、北野地区自治会の皆さんと訓練が行われま
した。八王子国際協会から、留学生 13 名スタッフ４名
が参加して、昨年同様にぎやかに進められました。

〈企業めぐり アンケートより〉 日本の最先端技術開発
の素晴らしさや海外営業の展開に興味を持ちました。また
いろいろな国の人々が集まって楽しそうに仕事をしている
姿を見て、すごく感じが良くて感動を覚えました。社長も
社員も笑顔で親切に接してくれました。

北野地区は特に外国人が多く、生活習慣の違いによる
トラブルが起きないようにと、入口では館清掃事務所よ
り、ごみ分別回収について説明を受けました。
報告者：防災・災害対応委員 正国 秀子
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休憩時間はミャンマーのお菓子とお茶をいただきな
がら交流を楽しみました。
Q＆A では、お墓についての質問がありました。パゴ

「ミャンマーの話」

ダはたくさん建てられています。個人の墓を作る考え

実施日：平成 26 年 11 月 30 日(日)
場 所：学生交流室・国際交流室

はなく、ミャンマーの宗教観には「死ぬと、魂が違う

今回のゲストスピーカーはヤンゴン出身のキョー ミ

世界に行って、体は物質としてとらえる」そのため火

ンさんで、2 度目の登場です。前回 2006 年３月には

葬が一般的で、地方では土葬が多いです。国の代表と

ミャンマーの軍政下での実情について話しました。キョ

か、尊敬されている人はお墓を作って後世に伝えるこ

ー ミンさんは 2000 年に来日し、コンピューターネッ

とはあります。また、
「ファミリーネームがないが家系

トワークの専門技術を修得し、現在アップルの認定技術

意識について」との質問に「家系意識は強くないが、

者として日本企業に勤務しています。その傍ら、日本と

個人番号で一人ひとりが特定されていて、一般的に戸

ミャンマーの文化交流の懸け橋としての役割を担いたい

籍証明書は広く使われています。」と答えました。
長女のハン 二 トンさんが飛

と、ミャンマーの日本企業で働く人たちの日本語支援、
図書館事業や NGO と共にミャンマーの農業支援などの

び入りでスピーチした中で、12

活動をしています。

年前、12 才の時、先に来日して
いた父に呼び寄せられ、母と妹

現在、神奈川県在住です。いっしょに参加した、奥さ
んのドミン キューさんと伝統的な民族衣装のすてきな

と一緒に来日し、当時から無償

長女のハン 二 トンさんを紹介してくださいました。

で日本語を教えてくださった日
本のボランティアの方たちにお
礼が言いたいと話しました。ま
ハン ニ トンさん

た、ハン ニ トンさんは幼いこ
ろ４～５回マラリヤにかかり、元気になれたのは比較
的裕福だったため、入院させてもらえたからとも話し、
ミャンマーでは経済的な面と医療の格差で助からない
人もいるため、自分の力でその格差を何とかしたいと
キョー ミンさん

ミャンマーのお菓子とお茶を楽しむ

いう思いがあるそうです。放射線検査技師の国家試験

ミャンマーの歴史と政治について、60 年に亘るイ

に合格して大学病院に勤務でき、日本の先端医療と技

ギリスの植民地時代、それから、日本の支配下時代に

術を学んで、いつかミャンマーに持ち帰って、技術者

対して、農民や学生の反対運動のための AFPFL (Anti-

だけでなくて、ミャンマーの人たちの教育もやってい

Fascist People’s Freedom League)組織の結成後、

きたいために頑張っているとも語りました。

1947 年７月 19 日にアウンサン総裁が暗殺されまし

「日本の価値観がすごいのは自分自身で切り開いて

た。翌年 1948 年１月４日にビルマ連邦として独立が

やっているところです。ミャンマーが海外から援助を

成立しましたが、一部の民族反乱が続いて、軍人と少

受けることで、国のカラーが失われることに不安があ

数民族間の内戦状態は現在まで至っています。1988

ります。ミャンマーにしかできないことをもっと出し

年、全国民の民主化デモが発生し、26 年間続いた社

た方がよいと思います。」と話し、ハン ニ トンさん自

会主義政権が崩壊しました。

身のアイデンティティについて、
「価値観、考え方は日

1990 年に実施された総選挙で、アウン サン スー

本の影響が強いこともあり、いつも迷ったりして、答

チーさんが率いる国民民主連盟（NLD：National

えはでないかもしれないが、きっと日本半分、ミャン

league for Democracy）が勝利しましたが、当時の

マー半分だと思う」そうです。
「夢は何語で見ますか？」

軍事政権からの明け渡しがなかったため、新政権を作

の質問に、就職の面接試験でも同様の質問があり、
「日

ることができませんでした。1992 年〜2005 年軍事

本語で見ます」と答えたそうです。

政権は ODA などの海外からの援助がなく、結局、国

親子二世代のお話は大変好評でした。

の資源を売り続けてきたが財政悪化に陥り、だんだん

アンケートには「キョー ミンさんは大変しっかりし

弱体化してきました。2005 年からは経済開放、外貨

た話をされ信念を持って活動されているのに敬意を表

投資の受け入れ拡大など政策変更により経済が好循環

します。お嬢さんの素晴らしいスピーチに感激しまし

し、政府が東南アジア諸国連合の議長を務め、ミャン

た。
」とありました。

マーは民主化路線のスタート時点に立っています。

。※次回：平成 27 年 2 月 1 日(日)｢アゼルバイジャンの話｣

年間行事のダジャン、ダディンジュや観光地など、

です。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

また、ミャンマーの農民が八王子の磯沼ミルクファー
ムや農家を見学したことを映像で紹介しました。

世界の人とふれあいタイム委員長
-6-
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国際理解のための

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催

語学シリーズ

もあり、市民の方々の医療通訳への関心も高まってい
ると思われますので、来年３月に更に内容を充実させ

９月 25 日(木)、26 日(金)にスタートした秋期講座

て今年度２回目の自前講座の開催を予定しています。

『初めてのフランス語２』、
『初めてのドイツ語３』、
『時

医療ボランティア委員長

内堀 晴雄

事英語を学ぼう』、『初めてのポルトガル語１』は終了
しました。季節が夏から銀杏並木の黄葉へと変わる時

外国人のための無料専門家相談会 研修会

期でしたが、会場の空調なども適切でした。

～外国人相談における法律の基礎知識・事例研究～

冬期講座は『初めてのフランス語３』、『初めてのイ

実施日：平成 26 年 12 月 13 日(土)
場 所：学生交流室・国際交流室

タリア語１』、
『時事英語を学ぼう』の３講座全 10 回
シリーズをこれまで通りの会場（シミズパーク 24）で、
1 月 15 日(木)、16 日(金)にスタートします。受講者

研修会の講師を多摩パブリック法律事務所の栗原亮
介弁護士にお願いしました。

のみなさんが魅力ある講師の方々と楽しく好きな言語

まず、法律相談通訳の役割や難しさ、注意事項など

を学びながら、その国の文化を感じていただければと

を伺いました。それから外国人の法律相談には日常生

思います。

語学シリーズ委員長

森田 ゆう子

活（衣食住・普段の生活における困りごと）、家事事
件（離婚・認知など）、労働問題（賃金未払い、解雇

日本語ボランティア

ステップアップ講座

など）在留資格（在留資格の更新・変更など）が多い
ということで、事例を交えながらよく使う言葉を教え

10 月 25 日(土)～11 月 29 日(土)全 4 回のコース

ていただきました。最後に「だれでも緊張します。う

が終了しました。テーマは多文化共生推進を目指して

まく聞き取れないこともあります。わからない言葉は、

「やさしい日本語」でした。受講者はすでにボランテ

聞き返しましょう。そして、真剣に、楽しみましょう。」

ィアを始めている方々を含め 28 人。

とエールを送っていただきました。24 名の参加者から

「やさしい日本語」は外国人の日本語学習に役立つ

は「わかりやすかった。大変参考になった」などの感

ものですが、受講者には、“我々が日ごろ外国人といっ

想が寄せられ、法律の知識や法律用語訳語や言い回し

しょに暮らす上でも日本語をもっとわかりやすくした

の研修、相談会で実際に起こった事例の研修・検討な

方がよい”など肯定的に受け止められたようです。ま

ど今後の研修内容の提案もありました。

た「やさしい日本語」は行政の難しい文書の改善にも

外国人のための無料専門家相談会委員長

寄与するのではないかとの声もありました。
講座最終日にはボランティア未経験者全員から「今

光

外国人のための専門家相談会

後日本語ボランティアをやりたい」という希望があり、
早速、実際の日本語教室を見学したいとの申し出もあ

平成 27 年 2 月 8 日（日）13：00～16：00
会場：学園都市センター 11F ギャラリーホール

りました。

サポートデスク

八王子国際協会では今後も地域に住む外国人の日本
語習得の促進と、そのためのボランティア活動に多く
の市民が参加してくださることを願っています。
日本語ボランティア講座委員長

森屋

サポートデスク相談実績
10 月

相談件数

１９５件

（日本語教室紹介、ボランティア、離婚、帰化、荷
物の紛失、運転免許、大学進学、手術にあたって
注意事項説明、医療通訳、通訳、翻訳等）

田中 卓

医療通訳ボランティア研修会

相談者数

１９５人

（日本・中国・フィリピン・ペルー・ブラジル・
アメリカ・タイ・セネガル・コロンビア・ネパール・
パキスタン・ロシア・ベトナム・スーダンなど）

医療ボランティア委員会は 11 月 23 日(日)に医療通
訳ボランティア講座を開催しました。

11 月

相談件数

２２６件

（日本語教室紹介、ボランティア、就労、ビザ、
生活保護、アパート探し、学習支援、離婚、定住、
カードのサービスについて、交流、語学学習、
医療通訳、通訳、翻訳等）

今回で６回目となりますが、過去５回は外部の団体
に講師の派遣を依頼して開催してきました。今回は当
委員会のメンバーで医療通訳養成に豊富な知識と経験
をお持ちの中村春木さんに内科の講義と糖尿病のロー

相談者数

ルプレーイングの教材の提供をお願いして、我々の力

（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・アメリカ・
台湾・ベトナム・タイ・セネガル・バングラディッシュ・
エジプト・インドネシア・エクアドルなど）

による自前の講座といたしました。今回も過去の講座
と同様、対象は一般市民の方、協会の語学ボランティ

2２６人

行政書士による外国人個別相談

ア、医療通訳ボランティアに登録している方々を対象

11 月

にいたしました。当日は３連休の中日であったにもか
かわらず、47 名の方々に参加していただきました。
-7-

9日

相談件数２件、相談者数２人

12 月 13 日

相談件数４件、相談者数４人
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理事会報告 (平成 26 年 12 月)

各

平成 26 年 12 月 18 日(木)の理事会で審議・議決した
事項をご報告します。
・規約等見直しの検討事項について提案があり、審議の結
果、規約等見直しプロジェクト委員会でさらに検討し 5
月総会に上程すべく作業を進めていくこととした。

種 情

報

 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

今後の活動予定（平成 27 年 1 月～2 月）

 八王子にほんごの会
http://nihongonokai.com/

行政書士による外国人個別相談
１月 10 日(土)
14:00～17:00

 八王子国際友好クラブ (HIFC)

語学シリーズ（全 10 回）

 日中友好の八王子で日本語を学習する会

http://hiug.jp/hifc/

１月 15 日(木)～３月 26 日(木)

（日中友好語学学習会）

（２月 19 日は休講）

初めてのフランス語３
初めてのイタリア語１

Tel: 090-1118-6098

13:00～14:50
15:00～16:50

 児童･生徒の学習支援

１月 16 日(金)～３月２０日(金)
時事英語を学ぼう
13:00～14:50

 北野学習教室
（八王子国際協会）
 八王子駅前学習教室 （八王子国際協会）
Tel: 042-642-7091
 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会
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/
 虹の橋
Tel: 042-625-3186

八王子市多文化共生フォーラム
１月 15 日(木)
19:00～21:00
楽しみながら学ぶ国際理解講座

１月 25 日(日)
13:30～15:30
Facebook コミュニティグループオフミーティング 着物を着よう
１月３０日(金)
10:00～12:00
外国人のための無料専門家相談会 シミュレーション
１月 31 日(土）
10:00～1２:00
留学生八王子ふるさとプログラム
１月 31 日(土）
11:00～15:00
世界の人とふれあいタイム「アゼルバイジャンの話」
2 月 1 日(日)
13:30～15:30
学校教員向け国際理解講座
２月６日(金)
18:30～20:30
外国人のための無料生活相談会
２月８日(日)
13:00～17:00

 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。

八王子市多文化共生フォーラム

所在地：八王子市左入町 461

外国人と共に暮らすために

Tel: 042-692-3332

～心と心がつながるおもてなし～

 英語・中国語は北原国際病院にて行っています

日 時：平成 27 年１月 15 日(木)19:00～21:00

所在地：八王子市大和田町１-７-23

会 場：八王子市学園都市センター イベントホール

Tel: 042-645-1110

第一部：講演：「お・も・て・な・し」の実践
講師：河野正光（帝京大学経済学部観光経営学科教授）
第二部：パネルディスカッション

会員数報告

団体会員

賛助会員

会員総数

295

8

団体 4・個人 2

309

<賛助団体会員>

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下さい。
問合せ： Tel: 042-645-1110

（平成 26 年 12 月 1 日現在）

個人会員

診療日：火・土曜日

編集･発行：八王子国際協会
〒192-0083

医療法人社団 KNI 北原国際病院
（株）J:COM 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

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
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