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サポートデスク相談実績 
４月 相談件数   94 件 

（日本語教室紹介、ボランティア、遺産相続、
学習支援、健康保険、留学生の就職、医療通
訳、通訳、翻訳など） 

       相談者数     94 人  
      （日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ 

アメリカ・ベトナム・セネガル・インド・ 
モロッコ・ネパール・スリランカ・サウジ 
アラビア・台湾など） 

５月 相談件数    89 件 
      （日本語教室紹介、ボランティア、学習支援、 

遺産相続、児童手当、通称名について、医療 
通訳、翻訳など）       

      相談者数     89 人 
      （日本・中国・フィリピン・ペルー・イタリア・ 

台湾・スリランカ・インド・イギリス・ミャ 
ンマー・ニュージーランド・ネパール・サウジ 
アラビア・デンマーク・インドネシア・ 
ベトナムなど）   

行政書士による外国人個別相談 

５月８日(土)   相談件数５件、相談者数５人 

６月 13 日(土)  相談件数３件、相談者数３人 

皆さんのご意見をお聞かせください！ 
 

この号より、広報委員会が作成･編集に本格的に協

力しています。つきましては、より読みやすく親し

みやすい紙面作りに取り組むべく、みなさまの声を

お聞きしたいと思います。充実した会報となるよう

ご協力ください。 

会報に関する感想・意見・提案などお待ちしてい

ます。 

ﾒｰﾙ：koko-8@nifty.com Tel/Fax：042-642-7091 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖外国人コミュニティ支援（ベトナム料理） 

   ７月 ４日(土) 

❖第１回委員長会議  ７月 ６日(月) 

❖第１回団体ネットワーク会議  ７月 ７日(火) 

❖行政書士による外国人個別相談  ７月 11 日(土) 

❖外国人コミュニケーション支援（やさしい日本語） 

 ７月 19 日(日) 

❖会員研修・懇談会        ７月 24 日(金) 

❖行政書士による外国人個別相談  8 月  8 日(土) 

❖学習支援者研修会      8 月 30 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

会員数報告 （平成 27 年６月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

２９９ 8 団体 4/個人２ 3１３ 

(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７月～８月） 

 

 

[ 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 

 
発行：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(東急)スクエアビル 11 階 
 

Tel & Fax：042-642-7091  
URL: http://hia855.com  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（遠藤） 

 

 

 虹の橋    Tel: 042-625-3186(遠藤) 

 

 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(徳田) 

 日本語学習 

 生涯学習センター クリエイトホール 

 Tel: 042-648-2231 

 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） 
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  開催日時：平成 27 年 5 月 31 日(日) 午後 1 時 30 分～4 時 30 分 

  会場：八王子スクエアビル 八王子市学園都市センター 12 階第 1 セミナー室 
 

 
当日会員数 302 名、議決権者数 199 名（内出席 43

名、委任状 156 名）の下総会が開催されました。 

以下の議案について活発な質疑応答がされ、議案は

全て原案通り可決されました。 
 
第１号議案 平成 26 年度事業報告および収支決算の件 

第２号議案 平成 27 年度事業計画案および収支予算案の件 

第３号議案 規約の改正の件 

第４号議案 役員選任に関する規程の改正の件 

第５号議案 役員候補推薦者委員会委員の選任の件 
 
平成 27 年度予算は、前年度比 54,895 円増

12,021,000 円となります。 

規約・規程の改正内容は下記の通りです。 

協会の更なる発展のため、来年の総会へのより多くの

会員の皆様のご出席を切望いたします。 

 

＜規約の改正内容＞ 

（会費）第 7 条 2 項を以下の通り追加し、現行の第 2 項第

3 項をそれぞれ第 3 項 第 4 項とする。 

第 2 項 年度途中で入会する個人会員のうち、10 月 1

日以降に入会する者の当該年度の会費は半額とする。  

（総会の定足数）第 23 条 総会は議決権者の総数の３分の

１以上の出席がなければ、開会することができない。 

＜役員選任に関する規程の改正内容＞ 

第 11 条第 2 項を以下の通り改める。 

第 11 条第２項 個人会員候補者として推薦を受けようと

する者は、別に定める期日までに、推薦委員会に申し出な

ければならない。 
 
  

＜総会挨拶より＞     理事長 岡添 健介 

本日はお忙しい中、八王子国

際協会の平成 27 年度総会にご

出席いただきましてありがとう

ございます。日頃、会員の皆様

には多大なるご支援とご協力を

いただき、この場を借りて厚く

御礼申し上げます。 

最近、世界各地では、船舶、航空機そして列車の悲惨な

事故が相次ぎ、また政情不安や紛争も絶えず、多くの人た

ちが犠牲になっていることに大変心を痛めています。さら

に近隣諸国との政治レベルでの友好関係がなかなか先を見

通せない状況でありますが、私たち市民レベルでは、それ

に左右されることなく、いままでどおりの国際交流・国際 

理解の輪を拡げていくこと

が肝要であると思います。 

さて、この一年間を振 

り返り、当協会の現状と今後の展望に触れてみたいと思い

ます。理事・監事を中心に以前から継続して取り組んでき

ました主要テーマとして「法人化」、「国際理解教育」があ

ります。国際理解教育は、昨年、新たな「国際理解教育委

員会」を立ち上げ、応募いただいた会員のみなさんととも

に、新体制で本格的な活動をスタートしました。また、法

人化は、市のご理解とご協力を得ながら、早期の実現に向

けて鋭意、詰めの検討を継続中であります。一昨年八王子

市が策定した「多文化共生推進プラン」の実現に向けて、

引き続きその一翼を担っていくためにも、現在進めている

諸々の事業の内容を深化させ、一層実りあるものにしてい

きたいと考えています。昨今、当協会の活動は全国紙にも

取り上げられ知名度が徐々に高まっており、みなさまの日

頃の活動成果が評価されていると実感しています。 

さて、八王子市は平成 29 年に市制 100 周年を迎え、

先般発表された記念事業基本構想の中の基本理念に、一

部省略しますが「‥まちの魅力を再確認して次世代に伝

え、活かすことにより、更なる市勢発展の契機とし、新

たな 100 年に向けた魅力あふれる八王子を創造する」と

謳っています。八王子の大きな特色である外国人市民が

多いこと、国際学園都市を標榜していることは、“国際化”

をキーワードとした事業の展開は大きな飛躍に結びつく

ことを、私は提案したいと考えています。2020 年東京

五輪も控えています。いろいろな場面で当協会の関わり

が予想されますし、期待されると思います。これを機会

にますます存在感を高めて活動の実績を積み上げていき

たいと考えています。 

間もなく設立満７年を迎える当協会は、もっと広く市民

への認知度アップを図り、周囲からも認められる責任あ

る組織形態の構築を目指し、盤石な体制のもとで活動を

充実させていくべきと思います。このためにも、会員の

みなさまの協会活動へのさらなる積極的な参加が必要で

あり、また会員相互の融和を図り、多数の合意形成の上

で自主的かつ民主的に運営する開かれた協会を目指すべ

きと考えます。 

これからも、設立時の理念・精神を忘れずに、これまで

の経験と実績を生かし、全会員が一致団結、知恵を結集

して、新年度をスタートさせたいと思います。 引き続

き会員の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げて、私

の挨拶に代えさせていただきます。 
 

（広報委員長 養田 正） 

平成 27 年度総会を開催しました 
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活動に興味がある方、参加されたい方、質問したい方は、 
事務局までご連絡ください。 

委員会活動の紹介 

 皆さん、一緒に活動しませんか？ 
生活・コミュニケ―ション支援事業 

医療ボランティア 

医療機関での診療に際して、外国人市民が安心して医

療が受けられるよう、病院、行政と連携して通訳 

などの支援を行います。多言語

による医療情報の提供や、医療

通訳カードの普及と配布をしま

す。 

日本語ボランティア養成講座  

外国人への日本語支援のために支援者を養成する｢日

本語ボランティア基礎講座」、｢日本語ボランティア 

ステップアップ講座」を開催し

ます。基礎講座は６月、ステッ

プアップ講座は10月に実施し

ます。 

防災・災害対応  

外国人市民の防災意識の向上を目的とし、町会・自治

会等と連携した地域の防災訓練（町会 2 ヶ所、市 

民センター2～3 館）を実施し

ます。「災害ヘルプカード」改

訂版を行政機関、大学、町会・

自治会、外国人コミュニティな

どに配布します。 

学習支援  

外国につながる児童・生徒の学習の放課後支援を行い

ます。北野学習教室:毎週水曜日、八王子駅前学習 

教室:毎週月曜日｢日本語を母語

としない親子のための多言語に

よる高校進学ガイダンス｣、10

月 18 日に開催。支援者の研修

を実施。 

外国人のための無料専門家相談会  

専門家（弁護士、行政書士、社会保険労務士など）や

市の相談員による外国人に関する無料相談会を、 

通訳ボランティアを交え、平成

28年２月21日に開催します。

参加ボランティアの研修会を開

催します。 

 

国際交流事業 

国際交流フェスティバル  

イベントや展示、講演などで、外国や日本の文化に触

れ、楽しく学ぶことができ、かつ外国人市民と日 

本人市民が交流することを目的に開催します。11 月 

8 日(日)に八王子学

生委員会、JICA と

共催、協力：八王子

市で開催します。 
 

    

世界の人とふれあいタイム 

外国人ゲストスピーカーを招き、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、ゲストスピ

ーカーと参加された市民の方々と

の交流や、国際理解の啓発に取り

組みます。４月･６月･９月･11月･

２月の日曜日に実施します。 

国際理解事業 

語学シリーズ 

市民に語学学習を通して、その国の文化や歴史など

に触れ、国際理解や多文化共生社会を推進します。 

英、中、韓、スペイン、ポルト

ガル、フランス、ドイツ、イタ

リア語、時事英語や旅行英語な

どの講座を春期、秋期、冬期に

実施します。 

国際理解教育 

学校での国際理解教育授業へ協

力します。八王子市の事業受託

の教員研修会の企画等、学校で

の授業実践を行います。 
 

広報事業    

広 報 

協会の会報を、読みやすく魅力的な紙面づくりと、外

国人コミュニティの情報や団体会員、賛助会員の情報

を加え、より充実した情報を提供します。テレビ、新

聞、ミニコミ紙等への広報活動を行い、ホームページ、

Facebook を活用し、タイムリーに情報提供します。 

 

プロジェクト委員会の活動 など 

外国人コミュニティ支援 

外国人市民のネットワークの構築を実施するため、

Facebook を活用した各国のコミュニティを新たに 

２か国語（ベトナム語、英語）

を開設します。（中国語、韓国・

朝鮮語とスペイン語・フィリピン

語は開設済）Facebook 

で開設したコミュニティを周知

するため、チラシなどを作成し

活動します。 

留学生のための就職支援セミナー 

八王子市、東京外国人雇用サービスセンターや八王子

市の企業の協力を得て、「留学生のための就職支援 

セミナー」を11月28日（土）

に開催し、「留学生のための八

王子市の企業めぐり」を 12 月

２日(水)に実施します。 

語学ボランティア 

外国人市民に多言語で情報を提供し、日常生活の様々

な場面や外国人相談等での言語サポートを行います。 
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「インドの話」 

実施日：平成 27 年２月１日(日)  

場 所：国際交流室・学生交流室 

今回のゲストのニルマラさんはインドの南部に位置する

カルナータカ州の州都バンガロールの出身です。IT 産業が

有名です。日本に来た動機は IT の求人があった事です。ま

た IT 教師として 15 年前に来日し、大手企業（３社～４

社）での実務経験もあります。インドの夏の気候は 45℃

～50℃で南は暑く、冬になると北の地方では雪と霧が多く、

バンガロールは沖縄の気候と似ています。 

 

 

 

 

 

 

             

ところでインドの結婚式は１週間続けて行われ、名古屋

の結婚式に似ているそうです。さて動物では牛と犬はペッ

トとして扱われますが、猫はゴーストのイメージがあり、

なかなか見ることはできません。また最近のインドは消費

欲が高くピザ、レストラン、洋服、土地等の価格は増加の

傾向があります。ただし 1 日３食はほとんどカレーを食べ

ています。また世界からファッション（GAP、ZARA，ユ

ニクロ）も集まっています。現在のインドはバブル景気で、

土地や建物、洋服や家具の価格も決して安くはありません。 

インドは 36 州あり、言語や文化の多様性はどのような

影響を及ぼしているのか？ 

①何もルールがない事は、全てに対応できている。 

②相手を責めない。    ③相手に気を遣う。 

ただし現在、カースト制はほとんど存在していません。 

より困難なコミュニュケーションがある理由？ 

異なったサブカルチャーの存在が大きい（1,000 以上の

言語がある中 14 言語の使用）。英語も一つの公用語で

1873 年に学校で英語を教え始めた。ただしヒンディー語

と英語は公用語で、最近は英語が主流です。 

インドの国旗の意味？ 

上からサフラン色・白・緑の配色から成り、サフラン色

は勇気・犠牲・自制の精神、白は純潔と真実を意味し、緑

は公正と信仰の色とされています。真ん中の模様は法輪（チ

ャクラ）で 24 のラインが描かれています。また、蓮はイ

ンドの国花、ベンガルトラはインドの国獣、孔雀はインド

の国鳥です。               

 

 

 

 
 

インドヨガは 5000 年～6000 年前に始まり、カラリ

パヤットの武術は紀元前 200 年頃と伝えられています。

また踊りは何百種類もあります。なま物は食べない習慣が

あります。一般的に料理は手で食べると美味しく感じられ

ます。インド映画の「踊るマハラジャ」「３人のバカ」は日

本でも有名で、年間1,200本の映画が撮影されています。

国技はホッケーで、最も人気のあるスポーツはクリケット、

チェスはインドで発明されています。人気のある職種は、

ビジネスマン、エンジニア、MBA の取得、医者、会計士

です。 

現在アメリカに住んでいるインド人は約3,000万人で、

日本に住んでいるインド人は 27,000 人です。少ない理由

は子どもの教育にお金がかかり、３年～５年で帰国してし

まいます。因みに 15 年前は 15,000 人が主に貿易のため

に住んでいたようでした。今後の国の発展を考えると、日

本はほとんど足踏み状態、中国は猛スピードで発展して、

インドはやっとスタートした状態です。 

日本は高品質で低価格に圧力、中国は市場競争が激烈に

なり品質･価格ともに顧客から満足度が求められています。

これまでのインドは、とにかく安くなければならなかった

のです。今後は高いお金を払っても高品質な物を手に入れ

たいとのことです。高品質、低価格競争で鍛えられた日本

製品であればインド市場で必ず成功するでしょう。 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ）インドでお勧めする観光地は？ 

Ａ）タージマハル、アグラ城塞、ガンジス川、ティルパテ

ィ寺院は年間 3,000 万人ぐらいの来場者があります。 

Ｑ）日本の好きな所は？ 

Ａ）伊勢、島根、立山。バックパッカーができる。 

Ｑ）日本の良いところ？ 

Ａ）何でも豊かで、自分で仕事ができて、稼いで使うこと

ができる。 

Ｑ）困った事？ 

Ａ）日本語は喋れるが、読み書きができない。 

Ｑ）将来の夢？ 

Ａ）牛は大切な存在で 70 歳～80 歳になったら牛を飼い

たい。 

Ｑ）インドの強み？ 

Ａ）12 億人の人口で多様性がある。 

Ｑ）弱み？ 

Ａ）独立した時の法律をそのまま使っている。メディアに

大喧嘩が取り上げられることで、ニュースになる。当事

者は我慢をしたくないとのこと。 

Ｑ）江東区西葛西にインド人が多く住んでいる理由 

Ａ）大きな団地があり保証金が要らない。その場所には日

本人は住んでいなくて、インド人は約２万人住んでいる。 

日本とインドの人口密度は同じくらい。平均年齢は 25

歳（日本：平均年齢 45 歳）インドはゼロの発見の国だが、

ノーベル賞受賞者は出ていません。その理由は、インド人

は明治時代から何もやってこなかったから。ただし忍耐性

は強いので、今後 50 年後は必ず変わるでしょう。アンケ

ート結果でも「大変良かった」との回答がほとんどで、

大好評でした。 
 

ジュンコ・ニルマラさん インド共和国 

（世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉） 
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語学シリーズ・春期講座スタート 
語学シリーズの春期講座がスタートしました。    

スペイン語、イタリア語は 5 月 7 日（木）～7 月 9

日（木）、時事英語は 5 月 8 日（金）～7 月 10 日（金）

の受講期間で、いずれも全 10 回となっています。 

今年は初めての試み              

と し て 2 年 開 催                 

の東京五輪を睨んで、

5 月９日（土）より「旅

行英語」を開始いたし

ました。 

7 月 11 日（土）まで全 10 回ですが、日本人が外国

を旅行するときに必要な基本的な英語の表現などを学ぶ

ものです。入国審査、観光施設、ホテル、免税店などで

の自己表現、病気やトラブルに巻きこまれたときの対応

等、講師のポール・マッカン先生（アイルランド人）が

ユーモアを交えて、教えています。 

 

中国語語学ボランティアの集い 
去る 5 月 17 日（日）に、

八王子国際協会に中国語ボ

ランティアの集いへ、講師と

しして招かれました。 

10 数名の参加者に、八王

子市役所での 13 年余り翻

訳・訳の経験上の心得につい 

て話をさせていただき、そして日本語から中国語への

翻訳文の選択及び翻訳実践をしていただきました。ボ

ランティアさんたちは、中国の方と日本の方両方です

が、皆さんが仲良くて、活発な発言をされました。し

かも、集いの後にも皆さんでお茶に行く仲で、国際協

会がきっかけで皆さんがつながっているのだと実感し、

感心してしまいました。協会は、来日したばかりの外

国人の受け皿だけではなく、地域に根ざしているボラ

ンティア志向の外国人や国際的なことに関わりたい日

本人ボランティアの居場所でもあるのではないかと思

います。今後、八王子国際協会のますますのご発展を

祈念してやみません。 

  （語学ボランティア 黄 紀文） 

 

語学ボランティアの活動紹介 
東京八王子高尾ライオンズクラブ合同移動例会 
当協会の賛助団体会員である東京八王子高尾ライオン

ズクラブ（クラブ）では、国際姉妹クラブである台湾の

台北市栄成ライオンズクラブを迎えて、合同移動例会を

6 月 6 日（土）～10 日（水）間実施しました。実施す

るに際して、クラブより中国語に堪能な通訳の派遣要請

があり、当協会では国際交流に精通し経験豊かな岡本麗

さん（理事）を派遣いたしました。各地での国際会議、

会食、観光などびっしり詰まった日程でしたが、岡本さ

んには実にあざやかな対応をしていただき、関係者から

も大好評でした。 

＊当協会の語学ボランティアの登録数は

17 言語、203 名です。 

普段の活動は、協会の催し物の翻訳や市

からの依頼される情報紙の翻訳の外、市

民から依頼される翻訳・通訳などが、主

なものです。活動の日時は、即決を余儀

なくされるものが多く、なかなか登録さ

れている全員の方に活動を依頼できない 

のが実情です。多言語にわたり協力してくださる方々

が多いのは、当協会の誇りであり大切なリソースです。 

 
中央大学生４名 HIFC日本語教室を見学 
八王子国際協会理事で中央大学教授の森茂先生より

「中央大学 SEND プログラム（日本語教育）」に参加し

ている学生に地域日本語教室を見学させたいとのご依頼

があり、６月３日（水）５日（金）に中央大学生 4 名が

HIFC（八王子国際友好クラブ）の日本語教室を見学し

ました。このプログラムは日本語教育に重点を置いて、

日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとと

もに、現地の学校等での日本語指導支援や日本文化の紹

介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促し、将来、

日本と留学先の国との架け橋となる人材の育成を目指す

ものです。中央大学で基盤となる科目を履修、次に英国

国 際 教 育 研 究 所 （ Institute of International 

Education in London）で日本語教育に関する専門科

目を履修、それから中央大学で日本語教育・異文化理解

教育実践に必要な科目を履修し、最後に中央大学の海外

協定校で日本語教師アシスタントとして日本語教育・日

本文化紹介します。 

～中央大学担当者からの報告～ 

学生にとって、海外協定校での日本語アシスタント実

習に向けての準備の参考になる非常に貴重な機会となり

ました。また、八王子市在住の日本語学習者の方が、ど

のように日本語を学んでいるか、HIFC のみなさんが学

習者のためにどのようなことを工夫して活動されている

のかというのを知ることができたことも、学生にとって

大いに刺激になったと思います。 

 

日本国際理解教育学会 
 第 25 回全国大会が、６月 13 日（土）、14 日（日）

に中央大学多摩キャンバスで開催されました。 

東京八王子市で開催されるとの 

ことで、国際理解を進める当協会 

も後援者として協力しました。 

シンポジュウム「グローバルシ 

ティズンシップの育成と国際理解 

教育」には、国際理解教育委員会 

の委員も参加しました。 

旅行英語の講座の様子 

活発な発言から 
熱心さがみえる 

登壇者の発表に聞き入る参加者 
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八王子国際協会からのお知らせ 
ネパール地震 救援募金へのご協力 

ありがとうございました！ 
５月７日～６月２日、サポートデスクに募金箱を設置、 

「ネパール地震の募金」が23,０８５円集まりました。 
集まった募金は国連 WFPに寄付いたしました。 

国連 WFP は飢餓と貧困の撲滅を使命に活動する 

国連の食糧支援機関です。 

（国連 WFP http://ja.wfp.org/） 

 

 

 

 

 

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 8 回目は「虹の橋」です。代表の遠藤澄枝さんと

会員の柳陽子さんにお話を伺いました。 

虹の橋 
代表者：遠藤 澄枝   設立：2013 年 4 月 

団体の会員数：12 名  ボランティア数：5 名 
 

＊この会の設立はいつですか？ 

 今から５年ほど前に活動を少しずつ始めていたのです

が、八王子市市民企画事業の補助金いただいて平成25

年度より、「虹の橋」としてスタートしました。 

＊虹の橋の活動の目標をお聞かせください。 

 外国人との交流を通してお互いに安全な生活ができる

ようにと日本の子ども達には英会話を、また外国の子ど

も達には日本語を指導し、お互いにコミュニケーション

がとれるようにと支援しています。特に小さい時から外

国人と接し、違和感なく交流できるようにしておくこと

が今後の成長過程で大切になってくると実感しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊現在何人くらいの会員がいますか？ 

 入れ替わりありますが、今は外国人の子どもが３人、

大人6人、日本人の子どもが６人、大人は12人ほどいま

す。留学生にも、時々来てもらっています。八王子スク

ェアの11階、国際協会の会議室で毎週金曜日の午後４

時半から８時まで活動しています。 

＊教室以外の活動もしているのですか？ 

 はい、「虹の橋Cooking」を

年２～３回、英会話を楽しみな

がら子どもと大人が一緒に料理

をしています。それと、市内の

学童保育所を時々訪問し、子ど

もたちとゲーム等をして交流し

ています。また、外国人のお宅

でのコミュニティで日本語指導

を月に２～３回（土曜日）行っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊活動していて感じた事や 

苦労に思う事はありませんか？ 

 外国人のお子さんで、一緒に学習したいと思ってもこ

こまで来るのが大変、一人では来られないとか、親は連

れてくるゆとりがないとか、いろいろな事情があってな

かなか人数が増えません。私の家の近くにも、親は朝早

くから夜まで仕事をして友だちもできずに孤立している

外国籍のお子さんがいます。個人的にお手伝いするよう

にしていますが、市内にはまだまだ沢山支援を必要とし

ているお子さんがいるのではないかと思うと心が痛みま

すね。それと、ボランティアだから仕方ないとはいえ、

少しの会費ですべてがまかないきれず、困っています。

料理教室をすれば、会場費や材料費、講師への謝礼等で

出費がかさみます。 

＊せっかく国際協会の会員なのですから、他の団体との

連携をとって、あまりお金がかからない方法を考えたら

いかがでしょうか？ 

それは大変うれしいことです。今度ぜひ、よろしくお

願いいたします。 
 
沢山のお話を伺いましたが、 

「虹の橋」のような活動がこれからも活発になり、より

よい交流が生まれるように期待したいと思いました。ま

た、遠藤さんのように身近なところで、支え合う事がと

ても大切で、行政や大きな組織ではできない草の根の交

流は本当に素晴らしいと思いました。国と人々をつなぐ

橋が虹のように美しいものでありたいという思いで「虹

の橋」と言うグループ名にしたそうです。 

小さな子どもたちがこの橋を渡って世界に羽ばたいて

行ってほしいものだと、思いました。 

 

 

 

インタビュア：塚本 回子（広報委員会委員） 
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