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サポートデスク相談実績 
８月 相談件数  ８９件 

（日本語教室紹介、ボランティア、離婚、学
習支援、防災パンフレット、通知表について
医療通訳、通訳、翻訳等） 
相談者数   ８９人  
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・アメ 
リカ・スリランカ・コロンビア・ベナン・台湾・
イラン・ロシア・カンボジア・シンガポール・ 
モンゴル・インドなど） 

９月 相談件数   ８１件 
      （日本語教室紹介、ボランティア、子供のアレルギ 

ー、母子手帳、国勢調査、マイナンバー制度、
NHK 受信料、病院検索、医療通訳、翻訳等）       
相談者数   ８１人 

      （日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ブラジ 
ル・アメリカ・ベトナム・パキスタン・スリラ 
ンカ・ネパール・インドネシア・エクアドル・ 
オーストラリア・アイルランドなど） 

行政書士による外国人個別相談 
９月 12日(土) 相談件数５件、相談者数５人 

10 月 10日(土) 相談件数１件、相談者数１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 
 

 ９月 15日（火）に理事会を開催しました。 

H27 年度上期決算見込み、八王子国際交流フェ

スティバル 2015 についての報告がありました。 

また、東京都多文化共生推進検討委員会や東京都

生活文化局による当協会の多文化共生推進施策に関

する調査の報告がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 八王子国際交流フェスティバル 2015 

11 月 ８日(日) 

❖ 行政書士による外国人個別相談  11 月 8 日(日) 

❖ 外国人コミュニティ 高尾山登山 11月14日(土)

❖ 八王子いちょうまつり参加      11月21日(土) 

❖ やさしい日本語講座       11月28日(土) 

❖ 留学生のための就職支援セミナー11月28日(土) 

❖ 世界の人とふれあいタイム 「ブータンの話」 

11月29日(日) 

❖ 留学生のための就職支援セミナー“企業めぐり” 

12月 2日(水) 

❖ 外国人コミュニティ 忘年会   12月11日(金) 

❖ 行政書士による外国人個別相談 12月 12日(土) 

❖ 外国人のための無料専門家相談会研修 

12月 12日(土) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

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 
 

 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） 
 

 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) 
 

[ 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 

 

 

 

 

 

会員数報告（平成 27 年 10 月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

244 8 団体 4/個人 1 257 

(団体賛助会員〉 医療法人社団 KNI 北原国際病院 

J:COM (株式会社ジェイコム八王子)  

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 

 
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 
 

今後の活動予定（平成 27 年 11月～12月） 
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第３６回八王子いちょう祭りに参加します 世界の人と国際理解・国際交流  

         11 月 21 日(土) 陵南公園本園駐車場 （C 会場：学生広場） 

          １３：３０～１４：３０ 外国人市民によるステージ･パフォーマンス 
            中国、韓国、インドネシア、アメリカなどの民族音楽や舞踊 
         留学生による会場での多言語（英語、中国語、韓国語など）での場内案内 

やステージ司会などを行います
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八王子国際交流フェスティバル 2015開催 

実行委員会委員長 熊野 秀一 

 今年のキャッチフレーズは｢八王子からこんにちは おも

てなしの心が世界をつなぐ｣です。八王子国際交流フェステ

ィバル委員会は、春から一生懸命準備してきました。お陰

様で、今年は内容が大変充実していると自負しております

ので、できるだけ多くの方々のご来場を期待しています。 

 「広報 はちおうじ」によりますと、八王子市の人口

562,578 人のうち、外国人住民は 9,707 人（平成 27 年

8 月末日現在）です。国際化が謳われて久しくなりますが、

普段はほとんど接触のない外国の方と市民が一堂に会して、

ステージのダンスや音楽を楽しみ、異文化交流スペースで

は 14 カ国の方々と気軽に会話を交わし、またお国自慢ス

ピーチその他盛り沢山のプログラムを通して各国の文化を

理解できる内容になっております。 

「フェスティバル」とは「お祭り」の意味ですが、子ども

向けのプログラムもありますので、数多くの方に国際交流

とお祭り気分を楽しんでいただきたいと念願しております。 

八王子国際協会 第 44号 2015年 10月 31日 
年 8月 31日 
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株式会社ジェイコム八王子 

 

 

 

 
 

団体賛助会員を訪ねて・第２弾は地域ケーブルテレ

ビ局として、八王子市民には身近で無くてはならない

存在の株式会社ジェイコム八王子を訪れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お相手をしてくださった方は、地域プロデューサーの 

菅原幸子さんです。因みに菅原さんは当協会の岡添理事 

長が前身のJCNテレメディアの社長時代に、入社された 

とのことで、大変お世話になった、と仰っておられました。 

Q：以前の社名である（株）JCNテレメディア八王子 

から株式会社ジェイコム八王子に社名変更されたのは 

いつですか？ 

2013年12月にJCNテレメディアは、株式会社ジュ 

ピターテレコムの連結子会社となり、2014年６月には 

サービスブランドが「J:COM」に統合されました。 

株式会社ジェイコム八王子に社名変更したのは７月とな 

ります。 

Q：J:COM傘下には全国に多くの拠点が展開されて 

いますが、人事交流はあるのですか？ 

あります。北は北海道から南は九州まで。普段取材で 

お世話になっている番組制作の専門部署のほか営業・ 

技術・コールセンター・本社など様々な地域や部署を経 

験させています。J:COMでは「もっとあなたに響くこと」

をブランドスローガンに掲げ、地域密着企業としてお客 

様の心に寄り添ったサービスの提供に努めています。 

Q：J:COM 八王子の加入状況を教えて下さい。 

 今年 3 月現在、八王子市全体で接続可能世帯は約 18

万３千世帯で、テレビサービスに加入者が約４万世帯、

加えてインターネットは約３万世帯、電話サービスは約

３万４千世帯の方々にご利用いただいています。 

Q視聴率の点から人気のある番組はどんなものですか？ 

現在地上デジタル 11ch J:COM チャンネルで平日

18 時 40 分から放送中の「デイリーニュース」は行政

ニュースから街ネタまで幅広く取り上げており、みなさ

んに大変親しまれています。また特別番組として特に人

気のあるのが、夏の八王子花火大会中継です。生で見た

方が迫力があるとは思いますが、ご高齢の方などが「暑

いから自宅で視聴」ということもあるのか、とても人気

があります。また夏は他にも八王子市民球場で行われる 

全国高校野球の地区予選や「八王子まつり」が３大生中

継番組となっています。高校野球で言えば、特に今年は

早稲田実業の清宮君人気で、八王子球場でも大変盛り上

がりました。台風、地震等の災害時には緊急放送なども

実施しており、地元密着の情報が地域の方々から高い関

心を頂いています。 

Q：国際協会との関係で言えば、年１回の国際交流フェ 

スティバルには毎年取材に来ていただいておりますが、

他にも国際協会は色々な活動を行っています。定期的 

に各種活動を報道していただくことは可能でしょうか？ 

７年ほど前にそれまでの週間ニュースを毎日情報更新

する「デイリーニュース」として放送するようになり、

外に出る回数も飛躍的に増え、地元テレビ局として認知

度もすごく上がりました。ありがたいことに市民からの

情報提供も増えましたが、その反面、少ないスタッフで

は手に回らないこともあります。ですが、地域メディア

なので来年、その次の年と取材機会がありますので、み

なさんにご理解いただきながら、街の活性化になるよう、

積極的に地元イベントの取材を行っていきたいと思って

います。 

Qイベントに限らず国際協会の医療通訳や日本語教室等 

の日々の地道な活動を取り上げてはもらえませんか？ 

そういったいわゆる街ネタについてはどんどん発信し

ていただければ検討の俎上に載せられると思います。現

在、ニュース制作班は立川の拠点で活動しており、八王

子の情報集めは私を含め２名で構成される地域プロデュ

ーサーというポストがその役目を担っています。街にど

んどん入って行って、街の情報を拾って取材班にパスし

たり、映像という強みを生かしたアイデアなどを、イベ

ント実行委員会へ提案する仕事です。地域プロデューサ

ーである私たちにどんどん発信してください。 

Q：今年の１月６日の日経新聞の夕刊に「東京五輪で 

オモテナシ多国籍チーム始動」という記事が出ました。 

八王子市に在留されている３名の外国人の方が「東京 

五輪おもてなしチーム」を結成し、今後八王子国際協 

会を核として地元で協力者を集め、東京五輪の通訳  

ボランティアの輪を広げていこう、という動きを記事 

にしたものですが、ご存じですか？ 

知りませんでした。 東京五輪ネタは2020年に向けて

地域メディアとしても積極的に取り上げていきたいと思っ

ています。是非、記事を拝見します。 

 

以上がインタビューの概要ですが、私たち国際協会の団

体賛助会員であるJ:COM 八王子のテレビ放送に国際協会

の日々の活動を今以上に取り上げていただき、市民の中に

認識を深め、活動の輪を広げていくためには、私たちの活

動の一層のPRやメディアに取り上げてもらうための工夫

や努力が必要であることを、痛感させられたインタビュー

となりました。  

    （広報委員長 養田 正） 

団体賛助会員を訪ねて ② 

 … 

団体賛助会員紹介コーナー 

受付の様子              外観 
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「ベトナム共和国の話」 

実施日：平成 27 年９月 2７日(日)  

場 所：国際交流室 

ゲストのオアンさんは、サイ

ゴン（ホーチミン）出身です。

４年前に結婚で来日し八王子で

ご主人と暮らしています。今回

はベトナムの食文化や生活文化

等について話していただきまし

た。お父さんは現地で車の運転

士で、お母さんは野菜の販売を 

行っているとのことでした。ベトナムは東南アジアのイ 

ンドシナ半島東部に位置する社会主義

共和制国家です。首都はハノイで

ASEAN の加盟国で通貨はドンです。

人口は約 9,250 万人（2014 年末）

で 国土は南北に細長く、北は中国、西

はラオス、カンボジアに囲まれていて、

最近のサイゴンは経済発展が顕著です。 

主食は米(世界で２番目の輸出量でタイの次)で、うる

ち米を使用しています。米から作った麺のフォーは有名

で、だし汁は牛肉や豚骨、鶏肉から取ります。フランス

パンも好まれ、醤油は魚から抽出された物を使用します。

ゴイクォン(生春巻き)やバインミー(ベトナムのサンドイ

ッチ)は外国人に大人気です。生春巻きやパパイアサラ

ダ、豆腐の生姜シロップがけは、おやつとして食べられ

ます。家庭料理メニューは野菜のスープが基本で、おか

ずに、肉、野菜、それに果物が代表的です。デザートは

果物の他では有名な物はプリンだそうです。野菜が中心

で肉と魚でバランスを保っています。市場でのザボンや

スイカの買い物は試食が可能です。 

 

 

 

 

ドラゴンフルーツは一番安い果物で、バナナは９種類

あり小さいバナナは美味しいそうです。なおパパイアや

マンゴーはデザート以外にサラダとしても使用されます。

マンゴスチンは高級な果物ですが、人気があります。参

考までにミルクフルーツの味はミルクその物で、汁は牛

乳に似ているそうです。美味しい店は、フェイスブック

にも掲載されているので参考にして下さいとのことでし

た。スーパーやレストラン以外では、値段交渉が必要で

す。だから、ベトナム人はお金の計算が得意です。 

生活文化面では、アオザイは民族衣装で一般的な女性

は３～５着持っていて、南部ではアオヤイと言っていま

す。帽子はお祭や結婚パーティーの時に使用されます。

普段はジーンズとかズボンをはきますが、学校に行く時

やレストランやホテルで働いている女性はアオヤイを使

用しています。なお男性は結婚式の時のみ使用します。

整形手術については普通行わないそうです。化粧はパー

ティーやデートの時に施し、自然美容に人気があるそう

です。なお日焼け止めに手袋、マスク、サングラスを使

用しています。 

  

 

 

 

 

 

国民性はパーティーが大好きで、子供の誕生日や会社

の行事でも催され、結婚披露宴では 200～300 人の友

人やその友達が集まります。仲間との話しの話題は仕事

ビジネスが主流ですが、身近な話題も多いそうです。ま

たベトナム人は商売が好きで、性格はオープンで社交的

で国の文化や歴史については誇りを持っています。なお

遠慮の気持ちが無くて、言いたいことは言うそうです。

ベトナム人は何時死ぬか分からない(中国とは1000年、

フランスとは 100 年、アメリカとは 10 年戦争)ので決

断が速く、その一方で日本人の決断は大変遅いとのこと

でした。ベトナムは楽しく安全国家ですがバイクが多く

歩きづらいとのことでした。交通機関は日本みたいに発

展してはいませんが、ハノイではモノレール、サイゴン

では地下鉄が建設中です。テレビでは北のハノイの発音

が標準語です。観光地ではハロン港が有名で世界遺産に

登録されていて海の上に大小数千の奇岩や島があります。

ここでは日帰りから１～２泊の船中宿泊クルーズ観光が

できます。サイゴンの歴史は博物館では丁寧な説明書が

ないので、詳しい観光ガイドに案内してもらうと良いそ

うです。大きな都市では英語は大丈夫ですがベトナム語

については発音が大変難しく、地方によっても発音が異

なるとのことでした。例えばシィーの発音はなくてサ行

とヤ行が北部と南部では異なるそうです。 

プレゼンが終った後にオアンさん手作りの生春巻きを、

会場の皆様と堪能させていただきました。 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ）特に日本の美味しい食べ物は？ 

Ａ）野菜や魚 

Ｑ）日本で行ってみたいところは？ 

Ａ）浜辺や冬の温泉 

Ｑ）仕事をする前や疲れている時に元気になる方法は？ 

Ａ）牛肉のフォーのスープを飲む 

Ｑ）日本に来てから悩んでいる事？ 

Ａ）ホームシック 

Ｑ）好きな場所は 

Ａ）横浜（サイゴンに似ているため） 

Ｑ）オアンさんの将来の夢は 

Ａ）自分で会社を経営することが夢で、具体的にはベト

ナム料理店です。 

アンケート結果でも時にはユーモアやジョークも交えて、

とても解かりやすく話されたので参加者の評価も高く印象

的でした。 

（世界の人とふれあいタイム委員長 生山龍哉） 
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中学生の職場体験 
9 月に、市立打越中学校２年生３名、と市立第五中

学校２年生３名が、職場体験学習を経験しました。生

徒さんたちは、初日は緊張した面持ちでしたが、3 日

目には笑顔で作業をこなすなど、すっかり国際協会の

雰囲気になじんでいました。 

日本語教室で学ぶ外国人の方々

との交流で、「日本語をあんなに

話せるなんですごい！」と感動し

ていました。ご協力いただきまし 

た八王子にほんごの会、八王子国際友好クラブの皆さ

まに、お礼申し上げます。 
 
第１５回オトパｉｎ南大沢に出展参加 

 9月１２日(土) 南大沢文化会館交流ホール 

 出展団体：35、参加者総数：258 名 

 八王子国際協会も参加して 

協会の活動を宣伝しました。 

八王子市だけでなく近隣の町 

田市や相模原市などからの来 

場者や子育て世代の参加など、八王子駅前付近とは

違った雰囲気の中で説明をし 

ました。来場者の関心も高く、 

効果的な出展ができました。  
秋の防災訓練に積極的に参加してます 
 秋の防災訓練が各地で始まりました。当協会も積

極的に参加しています。今回は２つの訓練の参加報  

告をします。今後 10 月 24

日(土)「八王子消防署見学お

よび応急救護訓練」や、11

月９日(日)「八王子国際交流

フェスティバル」での防災 

訓練などを、防災・災害対応委員会と連携して実施

します。  
語学ボランティアが防災訓練でも活躍 
 八王子国際協会には防災活動に協力する語学ボラ

ンティアが約 100名登録されています。英語、フラ

ンス語、ドイツ語、中国語、韓国語を初め９言語の

通訳を行います。災害時には各地の市民センターに

駆けつけて避難してきた外国人の通訳をして、支援

活動を行うことになっています。この活動は、読売

新聞多摩版（H27 年 10月 12 日朝刊）に、見出し

「外国人も防災訓練訓練・八王子」で、上記八王子

市総合防災訓練が紹介されています。 

 

 
 

 
 

長房西団地・西アパート合同訓練    八王子市総合防災訓練 
 

 
 
長房西団地・西アパート合同防災訓練 

10 月 3 日（土）、八王子市有数のマンモス

団地である長房町の中央広場で実施されまし

た。 

八王子国際協会は防災 

訓練のチラシを多言語化 

するなど、多方面で協力 

しました。 

当日は天候に恵まれ、

近くに居住する多くの市

民や長房中学校の生徒

(約 100 名)なども参加

して、要援護者安否確認

訓練、初期消火訓練、震

度７体験、炊き出し訓練

などが行われました。 

協会からは留学生(５名)、外国人(４名)、語学ボラ

ンティア(２名)、防災・災害対応委員会のメンバー

や多文化共生推進課などが参加し、地域住民と一緒

になって訓練に励みました。  
平成 27年度八王子市総合防災訓練に参加 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

10 月 11 日（日）、八王子市立上柚木中学校校庭

で行われました。当日は留学生(18名)、外国人(5名)、

語学ボランティア(7 名)、防災・災害対応委員会のメ

ンバや多文化共生推進課など、多くの参加者が協会テ

ントに集合し、訓練を開始しました。当日はあいにく

の小雨でしたが、地震体験訓練、初期消火訓練、避難

所体験訓練など数多くの訓練を体験の後、非常食であ

るカレーライスを試食し無事終了いたしました。 
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医療通訳ボランティア講座 
10月４日(土) 学園都市センター第5セミナー室 

第一部 講座：小児科 講師：中村春木氏 

第二部 医療通訳 ロールプレイ  

  （英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語） 

 第８回医療通訳ボランティア

講座を行いました。今回は「小

児科」を特集して、第 1 部は

医療通訳学校校長で協会の医

療ボランティア委員会委員で

もある中村春木氏による講演

が行われ、第 2 部ではロール

プレイを実施しました。           
 

中村氏の小児科全般

にわたるわかりやすい講

演のあと、すっかり恒例

となったロールプレイを

行いました。  

参加者が言語別に分

かれ、英語：４、中国語：

１、韓国語：１、フラン

ス語：１、スペイン語：

１グループを作りました。 

子どもが、はしか 

(Measles)やぜんそく発

作(Asthma Attacks)に罹

患したという想定で、そ

れぞれ外国人患者、医師、

通訳の役割を担って熱演

しました。 

当日の参加者は58名

(内：外国人 14 名)で、

大盛況の講座になりまし

た。 

 

 
理事候補者の受付のお知らせ 
平成 28年 5月の定時総会をもって、現在の

役員（理事・監事）全員が任期満了となります。 

つきましては、八王子国際協会役員候補者推

薦委員会規則第６条（理事候補者の受付）に基

づき、理事候補者に関する受付要項を平成 27

年 12 月 1 日(火)付にて、協会掲示板やホーム

ページに掲載いたします。 
 

 
 

 
      今後の催しもの案内 

 

外国人コミュニケーション支援 
やさしい日本語講座   

～地域に住んでいる外国人に 
      伝わりやすい日本語を学ぼう！～ 
日時：11 月 28 日（土）10:00～12:00 

会場：学園都市センター第 5 セミナー室    

講師： 岩田 一成 氏 （聖心女子大学文学部准教授） 

定員：30 名 (先着順) 

申込：11 月 25 日（水）までに 
 
あなたの隣に外国の方がいませんか。 

外国語を使わなくても、「やさしい日本語」で 

  コミュニケーションできます。 

地域に住んでいる外国人に伝わりやすい日本語を 

学びましょう。 

 
留学生のための就職支援セミナー  
日時：11 月 28 日（土）10:00～16:30 

会場：八王子市クリエイトホール１１階 視聴覚室 

対象：大学 1 年生から大学院に在学中の留学生 

内容： 

★日本の企業に就職するにあたって 

★個別就職相談 

★日本の企業に就職した先輩との交流ラウンジ 

★留学生が就職活動時に考えておきたいこと 

★国際化している八王子の企業とその仕事 

★八王子の優良企業の紹介 

主催：八王子国際協会    

共催：NPO 留学協会 

後援：八王子市  八王子商工会議所  

大学コンソーシアム八王子 
 

留学生のための就職支援 “企業めぐり”  
日時：12 月２日（水）８:30～15:30 

集合： ８:30、クリエイトホール前 

解散：15:30、クリエイトホール前 

対象：大学 1年生から大学院に在学している留学生 

（日本および八王子の企業へ就職をめざしている留学生） 

定員：20 名 (先着順) 

訪問企業：オリンパス㈱ 

㈱コスモ計器 

日野自動車㈱ 

 

催しものの問合せ・申込みは、八王子国際協会へ    

E-mail: koko-8@nifty.com 

☎ 042-642-7091 

第二部  

グループ別 ロールプレイ 

第一部  

講座：小児科 

 

八王子市 

からの 

委託事業 
 

5 

mailto:koko-8@nifty.com

