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東京都は 2020 年の東京五輪で、東京を訪れる旅行

者は 1,500 万人に達すると予測、『世界一のおもてな

し都市・東京』をキャッチフレーズにおもてなしガイ

ド通訳の育成に取り組みはじめました。語学ボランテ

ィアの登録の多い八王子国際協会にも協力支援の要請

があり、受け入れ体制が始まりました。 

 即戦力として期待できるのは、『東京で暮らす外国人』

ではないかと、ウェスマン・デレックさん（アメリカ）

は考え、マッシモ・スッチさん（イタリア）、岡本麗さ

ん（中国）等の協力を得て、『東京五輪おもてなしチー

ム』を結成しました。 

デレックさんは、故郷のソルトレイ

クシティで開かれた 02 年の冬季五輪

でボランティアをした時に、外国人旅

行者を案内する通訳が全く足りないと

いう経験をしました。第二の故郷であ

る東京に同じ失敗をしてほしくないと

いう強い思いを持っています。また、

日本人と結婚し、今は八王子で医療ボ

ランティアとして活躍中の岡本さんは、

「東京五輪を見に来た中国人を、中国

人の私がもてなせたら最高！」と話し

ます。八王子在住６年のスッチさんは

「1964 年の東京五輪の時、八王子で

行われた自転車の個人ロードレースで

金メダルを取ったのはイタリア人です」、

『外国人と仲良く暮らす』それは互い

の心の距離を縮めるための言葉と信じ

ています。 

 大学が多くあり、留学生や外国人の

数が 98 か国、9,400 人と多摩地区で

最も多い八王子への期待度は高いとみ

られます。第一歩として、この３人で

『東京五輪おもてなしチーム』を結成、

今後協力者を募りボランティアの輪を

広げていきます。 

 

 

 

 ３人は口をそろえ「高齢化など日本の問題は、この

国で暮らす外国人にとっても他人事ではない。手を携 

え合うことが大切。東京五輪から始めよう」と話して

います。     （文責：広報委員長 塚本 回子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 27 年１月６日(火曜日) 

日本経済新聞夕刊に掲載された記事 

（読みたい方は国際協会にコピーがありますので 

お尋ねください） 

東京五輪おもてなしチーム結成！ 

‐日本経済新聞に掲載された記事を要約してお知らせします‐ 

八王子国際協会 第 40号 2015年 2月 28日 
年 8月 31日 

 

2020東京五輪･ﾊﾟﾗリﾝﾋﾟｯｸで “おもてなし” 
 期待される八王子国際協会 ＊～在留外国人とともに～＊  

 

東京都は、「外国人おもてなし語学ボランティア」トライアル講座

を主催、3 会場《八王子会場、小金井会場、港会場》で実施しまし

た。次回開催も予定されています。 
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外国の何かを知っている！ 

日本と海外の国々は、どこが違う？ 

八王子と世界を比べてみれば・・・ 

常識ってどこでも通用するもの？ 

価値観の「ものさし」はどこに？ 

異文化理解は楽しい！ 

手をつなげばみんな仲良し！ 

 こんな風に呼びかけた国際理解講座は、「おもしろそ

うですね」と興味津々で集まってきた受講者が 43 名。

「楽しいお話を聞くのかと思ったら、えっ私が話すの？」

という反応もあり、それだけで異文化体験は十分です。

浦氏の巧みなファシリテートで、参加者はワークショ

ップに魅了されました。 

 

★講座参加者の声★ 
Ｎさん：参加者の皆さんがとても活発に話され、異文

化に理解のある方の集まりだと思いました。こう

いう講座に初めて参加しましたが、楽しかった。 

Ｋさん：とても楽しかった。異文化の事は今まであま

り考えたことがなかったです。 

Ｓさん：ワークショプが良かったです。皆さんの自由

な発想を聞けて楽しかった。 

Ｈさん：こういう講座は繰り返し受ける必要があるし、

講義だけでなく自分で肌で感じることも大切。自

分はいつでも未完成であることを自覚しなければ

ならない。 

Ｋさん：教科書にない生の言葉を聞けて、本当に良か

った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

I さん(学生）：色々な人の自己紹介を聞いて、その体験

の中に多くの“生き方”を感じた。自分の生き方

を考えさせられた。 

A さん：この講座を図書館で知った。この講座で多く 

 
の人がいろんな意見を持っていることを聞き、改

めて人々が異なる面を持っていることに目を向け

ることに大切さを感じた。 

N さん：初めて参加して、大勢の人の活発な意見を聞

いた。問題提起が上手で、身近な事柄を通しての

話し合いで、とても話しやすかった。 

L さん（中国の女性）：日本に来て少し状況が落ち着い

てきて、これに参加した。とても、心を動かされ、

これからは積極的に関わっていきたいと思った。 

 

 

 

  
 

 

「八王子市多文化共生フォーラム」は、八王子市の

主催により、平成 27 年 1 月 15 日(木)午後７時から、

学園都市センター12階のイベントホールで開催されま

した。   

フォーラムのテーマは「外国人と共に暮らすために

～心と心がつながるおもてなし～」。最初に石森孝志八

王子市長が八王子市における多文化共生に寄せるおも

いを込めたあいさつをされて開会となりました。 

第１部では、帝京大学経済学部観光経営学科教授の

河野正光氏が、『「お・も・て・な・し」の実践 ～外国

人との共生と相互理解で楽しい生活を～』という演題

で講演されました。プリンスホテル取締役などを歴任

された経験から、「おもてなし」をキーワードとして、

ユーモアを交えながら日本と海外での物事の捉え方の

違いを話されました。 

 

 

 

 

 

 

第 2 部はパネルディスカッション。航空会社などで

長い勤務経験を持つブータンの衣装で場の雰囲気を醸

し出した片山邦夫さん、中国出身で在日２年目の留学

生の楊潔氷さん、イタリア出身で在日期間約 20 年の

イタリア語講師のマッシモ・スッチさん、八王子国際

協会サポートデスク相談員の児野美晴さんの４人のパ

ネリストにより、河野氏がモデレーターとして進行、

多文化共生についての考えや日本のおもてなしなどに

ついて意見が出されました。 

あいにくの荒天にもかかわらず約100名の方々が参

加した会場は、登壇者の発言に笑ったり頷いたり熱気

にあふれ、フォーラムは成功裡に終了しました。八王

子国際協会も企画・運営でフォーラムの開催に協力し

ました。 

実施日：平成 27 年 1 月 25 日(日) 

場 所：学園都市センター 第５セミナー室 

 

 

講師：浦 輝大氏
(JICA 多摩地区デスク) 

インタビュー取材：塚本・白石（広報委員） 

八王子市多文化共生フォーラム 

 グループワークで、参加者は 
「気づき」と「発想」を発見！ 

ネパールと日本の生活を比較する 
「レヌカの学び」で 

ステレオタイプの先入観を払拭！ 

楽しみながら学ぶ国際理解講座 

～グローバルスタンダードはどう決める？～ 

～  
 

実施日：平成 27 年 1 月 15 日(木)  

場 所：学園都市センター イベントホール 

主 催：八王子市 

登壇者の方々 

 

八王子市 

からの 

委託事業 
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着付け教室 

 
 

        

参加者が着物に興味を持ち、熱心 

に練習をしているのを見ていると、着付けをやってき

て良かった。これからも“和の心”を持ち続け、着物

の魅力や伝統を守ることの大切さなどを伝えたいと思

います。       （着付け講師：樋口 ガブリエラ） 

 

 

 

員が感動いたしました。 

特に、卒業を控えた学生さんたちの素晴らしい成長ぶりに、貴校の暖かいご指導があったものと拝察させて 

東京都国際交流委員会と東京都外国人支援ネットワー

クは、都内各地で毎年｢外国人のためのリレー専門家相

談会｣を順次開催しています。日本に居住する外国人の

増加、多様化に伴い、外国人が日本で生活上抱える問

題も多様化、複雑化してきています。これらの外国人

の問題に対応するため、2002 年からこの相談会が実

施されています。今年度は都内各地で 17 回の相談会

が開催され、外国人なら誰でも、どこの場所の相談会

でも相談できる体制になっています。 

｢外国人のための無料専門家相談会委員会｣(平成 26

年度の委員 10 名)では、この専門家相談会を開催する

にあたり３回の委員会を開催し、後述の前年度の相談

会終了後のフイードバックの意見、外国人相談者のア

ンケートを参考に、今年度の相談会をより充実したも

のにするため議論、検討を重ねて、何点かを改良、見

直しをして、今年度の相談会を開催しました。 

当日の相談体制は専

門家(弁護士、社労士、

行政書士)６名、相談員

(行政関係)４名、通訳

14 名、各担当スタッフ

19 名(うち通訳兼務４

名含む）の総勢 39 名

でした。 

１月31日(土)に実施したシミュレーションの成果も

あって、各担当間の連携もスムーズに行われて、相談

会は無事終了しました。 

 今回の相談会には、冷たい雨にもかかわらず、外国

人の相談者は 17 組(21 名)、相談案件 20 件、国籍は

中国６名、フィリピン４名、その他７名、専門家相談

案件は弁護士７件、行政書士８件、社会保険労務士３

件、その他 2 件でした。弁護士の相談案件が増えてき

ている印象を受けました。 

 終了後、専門家、相談員、通訳、担当スタッフ全員

参加して恒例の当日の相談会についてのフィードバッ

クミーティングを開催し、全員から意見、要望、感想

を述べてもらいました。外国人の相談者からもアンケ

ートとして、相談会についての意見、感想を提出して

もらいました。これらの意見、要望、感想を、来年以

降の相談会を充実するために、役立たせるよう委員全

員で努力していこうと思います。 

この相談会は我々の近くに生活する外国人が今どん

な問題で悩み困っているかを、我々(日本人)が直接当事

者の立場で認識ができ、市民ボランティアとしても、

行政と協働で共通の課題に取り組むことができる市民

活動の場であります。国際協会の会員並びに語学ボラ

ンティアの皆さん、通訳として、担当スタッフとして

相談会に参加しませんか。 

（外国人のための無料専門家相談会委員長 森屋 光） 

  

 

 

 

留学生とファミ

リー、そして調理

師を目指す学生と

の交流を、今年も

行いました。 

 

専門学校の学生のデモンストレーションで刺身や日

本料理がきれいに盛り付けられていきます。留学生た

ちは日本のお造りに触れることができて、歓声を上げ

ていました。まわりで見ていた日本人ファミリーもみ

んな感動して、改めて日本料理と日本文化の奥深さを

感じることができました。 

学生たちの生き生きした笑顔での歓迎に、参加者全

員が感動しました。特に卒業を控えた学生たちの素晴

らしい成長ぶりに、学校の暖かい指導があったものと

拝察しました。留学生たちもきっと日本での最も良い

思い出のひとつとなったと思います。（参加者：梶田 廣） 
 

 

 

 

 

金 

 

一週間の疲れを感じる金曜

日の夜にもかかわらず、市内

小・中・高の先生方 7 名が参

加しました。 

教員経験のもとに研鑽を重ねる帝京大学教授の中山

京子氏は、現場の先生からの体験や悩みをうまく引き

出し、ワークショップを進めていきました。 

 参加者の先生方は、課題を共有し授業における課題

や問題の取捨選択の仕方へのアドバイスを得て、充実

した笑顔になりました。 

ｺﾐｭﾆﾃｨ ｸﾞﾙｰﾌﾟ 研修会 

～着物の着付け教室～ 
 実施日：平成 2７年 1 月 30 日(金)  

場 所：学園都市センター 和室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留学生八王子ふるさとﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 

外国人のための無料専門家相談会 

実施日：平成 2７年 1 月 3１日(土)  

場所・協力：萠愛調理師専門学校 

 

 

実施日：平成 2７年 2 月８日(日)  

場 所：学園都市センター 11 階ギャラリーホール 

教員のための 

国際理解教育ワークショップ 
実施日：平成 27 年２月６日(金)  
場 所：学園都市センター 

第１セミナー室 
 

 

楽しい交流後、全員集合！ 

開始前の打ち合わせミーティング 

まずは様々な現場の情報交換 

 
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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＜はじめは＞ 

1986 年、私は英語の教室を開いていました。ある

時、平和運動の会合で知り合った外国人ジャーナリス

トを自宅に招待し、生徒達にも直接話しかけてもらい

ました。住んでいる国も言語も違う人の話を直接聞く

機会があるというのは、素晴らしい事だと思いました。

日常的にこのような交流ができたら良いと考えはじめ

ました。教室に各国の絵本を集めたのがあったので、

月に２回、絵本の図書館と称し外国の方々に自由に来

て交流してほしいと呼びかけました。その頃、八王子

には JICA の国際研修センターがありましたので、様々

な国の方々が集まるようになりました。 

<世界一うるさい図書館>ＥＮＤＯライブラリー 

約 20 か国の絵本や語学、平和、環境問題の本等

3,000 冊くらい置いてあり、外国の人々がふらりと立

ち寄り、お茶を飲みながら話に花を咲かせます。みん

な人と触れ合う事が好きですから多言語が飛び交い、

地球井戸端会議とでも呼びましょうか、「世界一うるさ

い図書館」として情報誌や NHK の放送等でも取り上げ

られました。50 か国、述べ 1,000 人くらいの人が来

ました。 

 

 

 

 

 

                 

 

＜エンドウスタジオに改名＞  
2004 年に国際交流団体連絡会ができた時に改名し

ました。スタジオという言葉には「何かを発信してい

く『小部屋』」という意味があります。 

 

１．ただのライブラリーでなく、ユニバーサルな考

え方を発信していく。 

２．広い世界に興味を持ってもらいたい。言葉、文

化を学ぶ場を提供したい。 

３．絵本の良さを再認識してもらうために、読み聞

かせを行いたい。 

等のテーマを掲げました。そして連絡会当時、世界の

映画とトーク「KOKO シネマサロン」を主催、映画俳

優や関連の方々に映画の後にお話を聞く会を毎月開催

しました。 

＜国際文化祭＞ 

１周年、３周年、５周年、７周年には広いホールで

文化祭を開き交流を深めました。 

1994 年には補助金をいただき「言葉と心のシンフ

ォニー」という朗読会を主催し、各国語で詩を朗読、

ゲストに谷川俊太郎氏を招き会場のみんなで言葉につ

いて考える場を作ったりしました。 

＜ネパール研究会＞ 

20 年以上、ネパールの学校を支援しています。里親

制度で、多い時は 30 人くらいいましたが、今は７～

８人程、月 1,500 円（学費のみ）、月 3,000 円（学費

+生活費）の支援ですので、ぜひ関心ある方はご協力を

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

＜現在は＞ 

第３土曜日の午前中にライブラリーをオープン。毎

月１回クリエイトホールの図書館で、外国人親子を対

象として絵本の読み聞かせをしています。今年は戦後

70 年、人々の思いを色々な言語と音楽で平和を訴える

イベントを企画中です。会員は 30 人くらいです。 

＜取材を終えて＞ 

八王子の国際交流の「老舗」とも言える「エンドウ

スタジオ」、一人で立ち上げ来年で 30 年になる。 

「苦労は沢山さんありましたが、それを越える楽し

みがあるから続けられるのです。今までは違いを知る

事だったのですが、今後は違いを知った上でみんな同

じ人間なのだという考えで世界の人々と交流を深めた

い。」と笑顔で力強く語ってくださる遠藤さんに、国際

交流の原点を見させていただいた思いがしました。 

（取材 広報委員会委員長 塚本 回子） 

 

八王子国際協会は、個人会員、賛助会員のほか、団

体会員で構成されています。８つの団体会員はそれぞ

れ特色を持って活発に活動をされています。第６回は

「エンドウ スタジオ」です。代表の遠藤良子さんに八

王子駅南口徒歩２分のところにあるエンドウスタジオ

でお話を伺いました。 

ＥＮＤＯライブラリーに集う人たち 
 

エンドウ スタジオ 

ネパール研究会 
 

七周年記念 
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「アゼルバイジャンの話」 
 

 

 

今回のゲストスピーカーは２人のゲストの方をお招

きしています。初めにスピーチされる方はバギロフ・

フアドさんです。首都バク－の出身で 2013 年３月に

来日しアゼルバイジャン大使館の三等書記官、領事と

して日本とアゼルバイジャンの政治、経済、文化など

の仕事に従事しています。 

2 番目のスピーカーはカランタル・カリルさんで

1981 年に来日し光通信および光センサー開発や光学

設計および液晶バックライトに関する仕事に従事し、

出版物および特許多数の実績を持っていて、現在も液

晶光工学分野において先端技術の研究を行っています。 

バギロフ・フアドさん 

アゼルバイジャンは４か国に隣接していて 1991 年

10 月 18 日に独立し国旗の青色はチュルク族(トルコ

民族)の色、赤は自由、緑はムスリムの色を表していま

す。人口の 91％以上はムスリムです。石油と天然ガス

が豊富でＧＤＰの成長率は５％を超えています。数年

前から新たなカスピ海で天然ガスが採掘されています。

カスピ海の石油は３つのパイプラインでヨーロッパに

運んでいて、ヨーロッパに供給されています。アゼル

バイジャンはヨーロッパにエネルギーを送る事で得た

資金を基に、2013 年に人口衛星を持ち、新規 IT など

に参入を行っています。 

首都バク－は風の街という意味があり、政治・経済・

文化活動の中心です。国は 41 の大小の州や地区で成

り立って、独自な気候と多様な地域で４つの気候を持

っています。また文化的遺産、歴史的な建造物、建築

遺跡、考古学的史跡も数多く残っています。気候は独

自な気候と多様な地形からなり山と温暖な海、薬効の

ある温泉、泥火山と天然ガスが噴出する地域でありま

す。観光ではハイキングやトレッキング、登山、乗馬、

マウンテンバイク、ハンティングがお勧めで、自然公

園、エコツアー、バードウオッチィングも人気がある

そうです。 

大変素晴らしい日本語は、現地の大学で学んだそう

です。 
 

 

カランタル・カリルさん 

来日 34 年目で光工学分野では世界的に大変有名な

方です。アゼルバイジャンは、火の国＝火を拝む場所

という意味があり、ゾロアスター教に地元です。ゾロ

アスター教は火を大切にする宗教であり、結婚式や祭

りでよく使われるそうです。バイラム・イェニ・ギュ

ン（春分の日）は３月 21 日、22 日で春のお祝いを表

します。新年の前週の水曜日に人々たちは道や広場に

焚き火を作りその炎を飛び越えます。伝統では火を飛

び越える事で新年の幸福を招き入れ、過去の悪い年が

遠くへ行ってしまうと言われています。 

 

 

 

 

 

 

アルフレッド・ノーベルは、兄と 1878 年に『ノー

ベル兄弟石油会社（英語版）』を設立しアゼルバイジ

ャンで油田開発、ナフサ精製、輸送などを受け持って

巨万の富を築きました。なおノーベル(Nobel) アルフ

レッド・ノーベルはダイナマイトの発明で知られる実

業家で、ノーベル賞は-アルフレッド・ノーベルの遺言

によって作られた賞です。 

またアゼルバイジャンの石油とノーベル賞は深いか

かわりがあり、ノーベル賞の基本的な資金はアゼルバ

イジャンの石油から得たお金だそうです。ファジー理

論（１か０かではない）の提言者のロトフィー・アス

カ―・サンデー氏、宇宙滞在最長記録を持つムサ・マ

ナロフ氏、元チェスのチャンピオンのカスバロフ氏、

記者で有名なリヒャルト・ゾルゲ氏等、全てアゼルバ

イジャンの出身者です。 

参考までに首都のバク－は古い街で 1848 年に石油

採掘が始まり 1941 年には海底油田開発も行っていま

す。宗教には寛容で自由です。毛せんはとても有名と

の事でした。 

 

 

 

 

 

 

   

終了後のアンケートは「大変良かった」と書かれた

ものが多く、大好評でした。 

※次回は、４月 26 日(日)｢インドの話｣です。 

お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 

（世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉） 

実施日：平成 27 年２月１日(日)  

場 所：学生交流室・国際交流室 
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サポートデスク相談実績 

12 月 相談件数   ６９件 
（日本語教室紹介、ボランティア、就労、医療費、

学習支援、ビザ申請書類記入確認、国際理解教育、

医療通訳、通訳、翻訳等） 

相談者数     ６９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） 

1 月 相談件数   ９８件 
（日本語教室紹介、ボランティア、就労、心身障碍者

年金、生活保護、アパート探し、学習支援、遺産相続、

ボームステイ、国際理解教育、医療通訳、通訳、翻訳

等）       

相談者数     ９８人 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ブラジル、

アメリカ・スリランカ・コロンビア・セネガル・ベ

トナム・ネパールなど）   

行政書士による外国人個別相談 
1 月 10 日  相談件数３件、相談者数３人 

2 月 14 日  相談件数２件、相談者数２人 

❖ 医療通訳ボランティア講座 
  ３月 15 日(日)    13:30～17:00 

❖  
 

❖ Facebook 研修会 「Facebook の使い方」 

  ３月 22 日(日)    13:00～15:00 

❖ 学習支援者のための研修・講演会 
「日本語が母語でない児童生徒に 

どのように関わっていけばよいのだろうか」 
    ３月 28 日(土)   13:30～16:00  

❖ 語学ボランティアの集い 
３月 29 日(日)    13:30～17:00 

❖ 世界の人とふれあいタイム 「インドの話」 
 ４月 26 日(日)     13:30～15:30  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook ミーティング「着物を着よう」 
  ３月 20 日(金))    10:00～12:00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

300 8 団体 4･個人 2 314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ 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下さい。 

  問合せ： Tel: 042-645-1110 

 
編集･発行：八王子国際協会  

 
〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 

八王子(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 
 

 児童･生徒の学習支援 
 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 

  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 

 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 

会員数報告 （平成 2７年 2 月 1 日現在） 

<団体賛助会員> 医療法人社団 KNI 北原国際病院 
株式会社ジェイコム八王子（J:COM） 
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 
 

 
 
 

今後の活動予定（平成 27 年３月～４月） 

 

各 種 情 報 

 

ホームページをリニューアル！ 
アドレスは、http://hia855.com/  

・初期画面を改訂して、必要な情報がすぐ得られる 

ようにした。 

・「外国人のための役立つ情報」コーナーは、判り 

やすい日本語で説明し、漢字にふり仮名をつけた。 

・自動翻訳（Google Language Translator）を 

導入して、多言語に簡易翻訳する機能を装備した。 

国旗をクリックして翻訳機能を確かめてください。 

 

 


