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サポートデスク相談実績 
10 月 相談件数  110 件 

（日本語教室紹介、ボランティア、健康保険、
学習支援、国勢調査、マイナンバー制、交通
事故、保育園、医療通訳、翻訳等） 

相談者数   110 人  
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ア
メリカ・スリランカ・タイ・インドネシア・
サウジアラビア・イタリア・マレーシア・イ
ギリス・台湾・イラン・インドなど） 

11 月 相談件数   ８0 件 
（日本語教室紹介、ボランティア、学習支援・
住宅申し込み・離婚・バイト代未払い・契約
書紛失、医療通訳、翻訳等）    

相談者数   ８0 人 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ブ
ラジル・モンゴル・ベトナム・スリランカ・
トーゴ・イタリア・ミャンマーなど） 

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

12 月 12日(土) 相談件数２件、相談者数２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんのご意見をお聞かせください！ 
 

広報委員会は、読みやすく親しみやすい紙面作り

に取り組んでいます。みなさまの声をお聞きして、

より充実した会報していきたいと思います。 

会報について、感想・意見・提案などをお寄せく

ださい、お待ちしています。 

ﾒｰﾙ：koko-8@nifty.com 

Tel/Fax：042-642-7091 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

❖ 行政書士による外国人個別相談   1月 ９日(土) 

❖ 語学ボランティア スペイン語の集い 

 1 月 17 日(日)

❖ 語学シリーズ冬期講座   

異文化理解のための英文講読 

       １月15日(金)～３月18日(金) 

   旅行英語   １月16日(土)～３月19日(土) 

   フランス語でパリ散歩 

         １月 28 日(木)～３月 24日(木) 

❖ 世界の人とふれあいタイム 「ノルウェーの話」 

２月７日(日) 

❖ 行政書士による外国人個別相談  2月13日(土) 

❖ 外国人のための無料専門家相談会 

2月21日(日) 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

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 12 月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

254 8 団体 4/個人 1 267 

(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 28 年 1月～2月） 
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異文化理解のための英文講読 
講師は米国人キャロリン・小原 (Carolyn Obara) 

さん、医療・女性と仕事・食糧問題・同性婚・喫煙・

宇宙旅行など幅広い話題について、テキストを講読

しながら議論するもので、受講生も主体的に参加す

る形式を取っています。 

講師のアドバイス： 
You can use English to 

make new friends while you 

practice speaking and 

listening to the language. 

You can also ask questions 

about things that are hard to 

understand. That's why I urge both new and former 

students to come join us in the next class!   

旅行英語 
海外旅行において、マナーなど慣習の違いから戸

惑うケースも頻発しています。病気の対処の仕方な

ど、旅行前に習熟するべき課題もたくさんあります。

講師はポール・マッカン(Paul Mc Cann) さん、その

ユーモアに富む授業は、いつも笑いが絶えません。 
 

講師のアドバイス： 
Hello everybody. If you 

want to improve your 

English, remember you 

learn to speak by speaking. 

You learn new words by 

reading. A good way is to 

go to  

www.ezpzenglish.wordpress.com. You will find good 

information there. Remember, practice a little four or 

five times a week. Even five minutes is useful. Have fun! 

 

 

 

 

 

初めてのイタリア語 
講師のスッチ・マッシモ(Succi Massimo)さんは、

2009 年以来教えています。国際交流フェスティバ

ルで奥さまとイタリアの文化を紹介し交流する姿は

おなじみです。毎回プリントを準備して教授するな

ど、その人柄は受講生の人気の的です。 

講師のアドバイス： 
Buongiorno a tutti gli 

Amanti della lingua 

italiana e dell'Italia! 

Vuoimigliorare il tuo 

italiano?  

Guarda film italiani, ascolta musica italiana,  

incontra italiani che abitano nel tuo quartiere e 

naturalmente vieni ai corsi di lingua e cultura italiana 

che Hachioji International Association orgamizza! 

Puoi visitare questo sito della tele -visione italiana e 

guardare spettacoli e notizie in italiano 

http://www.rai.tv/? world. Arrivederci!!! 

初めてのスペイン語 
スペイン語は、中南米やメキシコに近い米国南部

の各州でも普及しており、まさに世界言語といえま

す。講師の小倉アナマリア(Ogura Anamaria)さんは、

ペルー出身で、協会設立前からスペイン語を教えて

いて、そのソフトな教え方は印象的です。 
 

講師のアドバイス： 
Aprender un idioma toma 

tiempo indefinido, nunca se 

termina de estudiar y es un 

buen reto, les muestro algunos 

refranes al respecto:   

-"Poco a poco, se llega lejos"; 

 -"No hay mejor andar que no parar";  

-"Echando a perder se aprende"; 

 -"La practica hace al maestro";  

-"Quien va despacio anda bien, quien anda bien, 

anda mucho" 

…Les deseo un ¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!  

esperando volvernos a ver y estudiar juntos… 

語学シリーズ     
 

語学シリーズは市民に語学学習を通じて、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促進する目的か 

ら、協会が設立される以前の 2006 年から開始されています。 

この度、秋期講座が終了したので、その内容を紹介します 。  

秋期講座 (9月～11月) 
 異文化理解ための英文講読 全１０回 

 旅行英語              全１０回 

 初めてのイタリア語       全１０回 

 初めてのスペイン語      全１０回 

八王子国際協会 第 45 号 2015年 12月 31 日 
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冬期語学講座の案内  
冬期講座が 2016年 1月から始まります。 

「異文化理解のための英文講読」、「旅行英語」 

「フランス語でパリ散歩」、３コースです。 

(外国人講師のアドバイス日本語訳を当協会 HPに掲載しています。) 

http://www.ezpzenglish.wordpress.com/
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八王子からこんにちは おもてなしの心が世界をつなぐ  11月８日(日）11:00～17:00 学園都市センター 

実行委員長 熊野秀一  

今年も、お越しいただいた皆さまに楽しんでいただけるプログラムを準備

しました。開会式では、来賓の石森市長にご挨拶をいただきました。総来場

者は 1,255人で、外国人の参加者も 16 か国から８9 人でした。アンケート

では、ステージ・パフォーマンス、異文化交流スペース、笑顔の写真展が大

好評でした。その他、遊びのひろば、講演、日本語お国自慢スピーチなど、

ほとんど全てのプログラムに人気があり、楽しんでいただけたようです。 

また、前日と当日にボランティアとして、準備にご協力いただいた学生委

員会・外国人留学生や会員の皆さまに御礼申し上げます。               
 
 

              国際協力機構（JICA）

では、①日本の国際協力

事業紹介、②青年海外協

力隊50周年記念パネル

展示、③協力隊員 OB に

よる写真展と体験談、④

世界の民族衣装体験、を

実施しました。 

展示や体験談を通して「開発途上国の現状を垣間 

見ることができた」「国際協力は継続していくべきだ

し、子どもにも伝えていきたい」という声が聞かれ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また多くの方々が民

族衣装試着をされ、会

場に国際色豊かな「彩

り」を添えて下さいま

した。 

（JICA 多摩地区デスク 山田 優） 
 

異文化交流スペース 

 

 

 

 

 

 

                     

ステージ・パフォーマンス 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民族衣装の試着 

ベトナムの踊り 松姫マッピーのダンス 

インドの音楽 

アメリカ  

インドネシアの踊り 

韓国 
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開会式：委員長の挨拶 

ヒップホップ･ダンス 

セントベル幼稚園児のサンバ 

講演している山田さん 

大盛況だった 八王子国際交流フェスティバル 2015 

ＪＩＣＡの講演と展示 

フィナーレ：テーマソング“KIZUNA”の大合唱 

ステージ担当の学生ボランティア 

イタリア 

セントベル幼稚園児のサンバ 

⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈▻⋈ 
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日本語お国自慢スピーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なまえ くに だいめい 

顧 笑宇（こ しょうう） 中国 音楽(おんがく)は国境(こっきょう)なし 

マイツリ タイ わたしのしごと 

ファム パン チョン ベトナム わたしのかいしゃについて 

赤塚 子淇（しき） 中国 中国(ちゅうごく)の魅力(みりょく） 

ドゥエニャス イアン フィリピン フィリピンの宝者(たからもの) 

ジェッサダー タイ わたしのかぞく 

髄 東（ずい ひがし） 中国 日本(にほん)の印象（にほんのいんしょう） 

マネ ラミネ セネガル 私(わたし)の日本(にほん)での生活(せ

いかつ) 

リムポーン タイ わたしのかぞくと､わたしのゆめ 

モニーク クック アメリカ 私(わたし)が日本(にほん)に来(き)た理
由(りゆう) 

発表者 10 人（7 か国） 

第３６回八王子いちょう祭りに参加しました “世界の人と国際理解・国際交流”  

         11 月 21 日(土) 陵南公園本園   （C 会場：学生広場） 
市民の手づくりの祭り「八王子いちょう祭り」が 11 月 21 日(土)～22 日(日)

に開催されました。“おもいやりの心、おもてなしの心、やさしい心”「YES をは

じめよう！」をテーマに２日間、盛り沢山な市民の活力をいかしたイベントで、観

客約 52万人に真心を伝える祭りになりました。八王子国際協会は昨年に続き「世

界の人と国際理解・国際交流」をテーマに、11月 21 日(土)に参加しました。 

外国人市民によるステージ・パフォーマンスとして、中国、韓国、インドネシア、

アメリカ４カ国の民族衣装による民族音楽や民族舞踊を披露しました。また、外国

人留学生によるステージでの多言語での司会進行を行い、八王子国際協会・留学生

ひろばテント内では、多言語版外国人のための生活ガイドブック、多言語ごみカレ

ンダ－、災害ヘルプカード等の普及、来場市民との交流など国際理解・国際交流・

広報活動等の啓発活動に努め好評を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

韓国アリランチャンゴの演奏 インドネシア舞踊   中国「変面ショー」  アメリカピップホップダンス 

留学生ボランティアとスタッフ 

留学生ボランティアによる司会 
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東京純心女子中学校高等学校茶道部 

八王子学園中学校高等学校国際部 

お茶席 

防災訓練 チェロの演奏体験 

書道体験 レインボールーム 

遊びのひろば 

講演会 笑顔の写真展 応募枚数78枚 

実行委員会とボランティア 

最優秀賞： 
・うわぁー村に水が来た 

 
・ハロー、ボクたち、 
いっしょに 
生まれて来たよ 

ヨガ体験 
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「ブータン王国の話」 

実施日：平成 27 年 11 月 29 日(日)  

場 所：国際交流室 
 
今回のゲストのツェリンさんは、 

現地語でドゥルック･ユル(Druk Yul)、

「雷龍の国 ブータン」東部のタシヤ

ンツェ出身です。７人兄弟の上から

３番目です。2005 年から 2013 年

まで旅行会社で働いていました。

2013 年５月に来日し現在は日本人

の奥様とご一緒に大和市に住んでお

られます。 

ブータンには 20 の県があり、南側は 

亜熱帯気候、北はヒマラヤの高山地帯で 

すが、中間のエリアは大変住みやすい地 

域です。1960 年代に道ができるまで、 

各県をつなぐ道が無かったため、方言が 

19 あります。ゾンカ語と英語が公用語です。民族衣装 

は、男性はゴ(Gho)、女性はキラ(Kila)を着ています。 

 

 

 

 

 
 
主食は米で、９人家族の

時のブータンの実家では３週

間で 50Kg 食べました。お客

さんが来た時はチーズとか肉

を食べますが、普段はトウガ 

ラシとジャガイモとキノコやチーズの混ぜ合わせを良く

食べます。国技はアーチェリーで弓と矢は竹と鳥の羽で

出来ていて 150m 先の的を撃ちます。最近はアメリカ

タイプのコンパウンドが多くなってきています。 

ブータンは野鳥の天国

で、種類は 620 種以上    

で、欧米諸国などから                  

多くのバードウォッチャ

ーが訪れています。お祭

は｢チュチュ｣とゾンガ語

で呼びます。 

毎年各地のお寺やゾン(城塞)で開催される、主に仏教

の行事ですが、社交的な出会いの場でもあります。カラ

フルな衣装とダンスが織り交ぜられた祭りです。すべて

のマスクダンスには、それぞれ仏教の教義が込められて

います。お祭の目的は祝福を受け、 

過去の罪を流し身を清めることです。 

恋愛は自由で、第４代国王は妻を

４人持ち、子供は 10 人で超大家族

です。最近の一般の家族構成では２ 
 

人～３人の子供の家庭が多いです。高齢者の多くは、自

宅、僧院の中や外、お寺で祈りを捧げる日々を過ごすこ

とが多い。目的は憎しみ、無知、プライド、嫉妬といっ

た人間の弱さを心の中から取り除いて、来世でのより良

い生まれ変わりを願うためです。 

日本人の西岡京治さんは、ブータンで約 30 年間、生

涯に渡って農業指導を続けた方で、とても有名です。 

ブータンは観光を重要な産業と位置づけています。し

かし、国や人々・限られた自然にとって影響が少ないよ

うに、さまざまなルールを作っています。たとえば、観

光客は、いわゆるバックパッカーのような旅のスタイル

では旅行ができません。直接ブータンの旅行会社を通じ

て、もしくは日本の旅行代理店を通じて、旅の手配をす

る必要があります。旅行者には、ブータン政府観光局が

定める公定料金が設定されています。春と秋の旅行者が

多いハイシーズンは、３人以上の旅行で１人１泊 250

ドルです。夏や冬のローシーズンは１泊200ドルです。

１人や２人での旅行には、30 ドルから 40 ドルの追加

料金となります。１泊の料金に含まれているものは、①

三ツ星ホテルの宿泊代、②１日３食と紅茶とコーヒー、

③英語のツアーガイド④貸切の車と運転手、⑤寺院など

の拝観料、入場料、⑥ブータン政府の福祉政策（医療や

教育）に利用される 65 ドルです。 

ブータンの国際空港は西部のパロに一つだけあります。

インドのデリーやネパールのカトマンズ、タイのバンコ

クなどから行けます。天気が良いと、飛行機の中から美

しいエベレストやカンチェンヤンガなどヒマラヤ山脈を

見る事も可能です。 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ）国民総幸福、ＧＮＨ(Gross National Happiness)、

ブータン人の幸福度が大変高いと聞きますが、真偽は？  

Ａ）2005 年の調査では 97％のブータン国民が幸

せと答えたとされていますが、2010 年の国勢調査で

は 2005 年と調査方法が変わり、単純に比較はできま

せんが、幸せと答えたブータン人は 40～50％という

結果が出ています。 

Ｑ）日本の印象は 

Ａ）人が多くて驚きました。買い物をするときは、

店員さんの対応がまるでロボットのように感じました。 

Ｑ）将来の夢について 

Ａ）ブータンに戻り、小さな旅行会社を営みながら、

世界各地から訪れる観光客の皆さんをブータン各地の

魅力ある山々やお寺などをご案内したいという気持ち

です。妻は、リタイアしてブータンに住むことになり

ましたら、ヒマラヤの山々をゆっくりと歩きながら貴

重な動植物に触れたり、伝統文化を記録したりしたい

という希望がありますが、先々どうなるかはわかりま

せんので、今、健康で楽しい日々を家族や友人と過ご

していられるだけで充分です。 
 

｢とても解かりやすく話された｣と、アンケート結果で

も参加者の評価も高く、印象的なお話でした。また｢異

国の文化の中でもご夫婦仲も良く、家庭料理などを教え

ていただきたい｣との要望もありました。 
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（世界の人とふれあいタイム委員長 生山 龍哉） 
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平成 27年度 「日本語ボランティア 

ステップアップ講座」を終えて 
 9 月 26 日から

10 月 31 日まで

全 4 回、土曜日に

開催しました。 

 今回は個別受講

方式(１人 1 回で

も受講可能)とし 

ましたが、受講しやすかったようです。心配された受

講者数は延べ 42人（4回受講した人も１人として計

算）で、まずまずでした。 

また今回も会場が 2か所に分かれましたが受講者

の便宜を考えるとやはり 1 か所が望ましいです。 

テーマは日本語ボランティアを始めた人を念頭に

「日本語の基礎知識や学習の進め方」としました。 

川口一義先生（早稲田大学名誉教授）の講義は好評

でした。講座終了後のアンケートによると、初級の学

習者を対象とした学習の進め方について「その人が必

要とする、実際の場面に即した学習が大切であること

を痛感した」という旨の感想が多くありました。 

今後の会場について、これまで八王子駅周辺を会場

としてきましたが受講者の分布を考えますと南大沢あ

たりで実施することも検討していきたいと考えており

ます。 

最近の傾向として、受講後、

すぐに日本語ボランティアを始

める人が増えていることは、大

変喜ばしいことです。 

（日本語ボランティア 

養成講座委員長 田中卓） 

 

 
留学生のための就職支援セミナー   

日時：11月２8日(土) 10:00～16:00 

場所：クリエートホール視聴覚室 参加者：23名 

東京外国人雇用サー

ビスセンターの國島光

男雇用指導官は「日本

の企業に就職するにあ

たって」の講演をされ

ました。 

㈱夢道Ｓの石田光代 

表取締役は「留学生が      

就職活動するに当たり、

考えておきたいこと」

という演題で、出席し

た留学生にその豊富な

経験を話していただき

ました。 

NPO 留学協会からは、 

日本企業に就職した 
 

2 名の先輩（中国人）と 

の懇談を通じて、就職活

動にあたっての重要なポ

イントを教えていただき

ました。 

さらに八王子市産業振

興部企業支援課の清水俊

明主事は「国際化してい 

る八王子の企業とその仕事」と題して、その現状を

分かりやすく話していただきました。 

最後に、八王子市の優良企業紹介では、㈱コスモ

計器の古瀬智之代表取締役、および ㈱ 栄鋳造所の

鈴木隆史代表取締役から、実際に外国人を雇用して

いる観点から、企業紹介のほか、日本企業に就職す

る際の心がけなどを丁寧に説明していただきました。 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
留学生のための企業めぐり 
日時：12月２日(水) 
参加者は 11 名とやや少なかったが、

ロシア人やオーストラリア人が参加す 

るなど、例年とは違った企業めぐりとなりました。 

まず、オリンパス（株）では、同社の技術歴史館で

ある瑞古洞に案内され、カメラ、顕微鏡、胃カメラな

どの発展する歴史を学びました。その後（株）コスモ

計器を訪問し、同社の国際展開やエアリーク機器の製

造現場を見学しました。午後からは日野自動車（株）

のトラック生産ラインのダイナミックな組み立て現場

を見学しました。それぞれに特色があり、留学生にと

って実り多い一日となりました。 
   

参加者のアンケート結果の紹介 
 

・学校でもいろいろな就職活動に関するイベント

を行っています。でもそこですべての話を聞ける

ことはないから、今回のセミナーが改めて新しい

ことを聞く、とてもいい機会でした。 

・先輩の経験はとても役に立ちました。 

あと、「どうやって就活をした方がいいのか」

のアドバイスも大事だったと思います。 

・八王子の企業として、とても優しい会社でした。

留学生にとって、日本人と外国人が一緒に働い

ている会社は、いい選択肢と思っています。 

中小企業の魅力も見ました。 

・I most enjoyed this tour.  It was very interesting. 

 

 

   國島氏の講演 

ＮＰＯ留学生協会：先輩の話 

日時 内容 

第１回 

9月 26日（土） 

発音 教授法のちょっとした知識で

できる、簡単な発音習得の支援 

第２回 

10月 3日（土） 

文法 教授法のちょっとした知識で

できる、簡単な文法習得の支援 

第３回 

10月 24日（土） 

漢字 教授法のちょっとした知識で

できる、漢字習得の支援 

第４回 

10月 31日（土） 

教材分析 教授法のちょっとした知

識でできる、教材の批判的分析 

 

石田氏の講演 
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㈱コスモ計器の話         ㈱栄鋳造所の話 

講師:川口一義氏 
ノコギリ ソウ･ミュージックの 

名演奏者です 
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日本語を母語としない親子のための 

多言語高校進学ガイダンス を開催 

日時：10月 18日（日）13:00～16：30 

会場：学園都市センター 第 1セミナー室 

相談件数：19件、参加者；48人、 

6か国語の逐一通訳をつけて、

高校進学の実態と相談会を開催

しました。中国 9 件、フィリピ

ン４件、ペルー１件、インドネ

シア１件、オーストラリア１件、

韓国１件、アメリカ１件、ネパ

ール１件の相談がありました。 
 

八王子消防署の施設見学会＆防災訓練 
八王子消防署の新庁舎 

が完成し、本年 3 月より 

業務を開始していること 

から、防災・災害対応委 

員会では、この機会に語 

学ボランティアや外国人 

などを対象とした見学会と防災訓練の実施を同署に 

申し入れ、10 月 24 日（土）に実施の運びとなっ 

たものです。 

JR 八王子駅南口より徒歩で約 15 分の至便な場所

に位置し、5 階建てのすばらしい建物です。施設見学

終了後、4 階の訓練室で、心肺蘇生法、AED の使用 

法などの訓練が行われ、協会から語ボラ、外国人留学

生、平野委員長・委員 40 名が参加しました。 

       （防災・災害対策委員長 平野輝雄） 
  

別所町会防災訓練に参加 
別所町会の防災訓

練は、11月23日（勤

労感謝の日）、別所

花立公園で行われま

した。別所町は八王

子市の最南部に位置

し、近くには首都大

学東京がある静かな

住宅地です。別所町

会は110世帯と八王

子市ではこじんまり

した町会ですが、例

年防災訓練の参加率

が高く、防災意識が

高い町会です。 

初期消火訓練、通報訓練、応急救護訓練、給食訓練

など、おなじみの訓練が行われました。協会からは防

災・災害対応委員会の平野委員長・各委員のほか、外

国人 7名（中国人、ネパール人）も参加し、午前 12

時頃終了しました。 

 

当日は肌寒い天気でしたが、 

参加者全員が緊張感を持って、 

町民と一緒に訓練に励みました。 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

「地域に住んでい

る外国人に伝わりや

すい日本語とは」の

講座が開催されまし

た。 

日本語を外国人に

教えている人や、外 

国人との交流に関心のある人が多数参加しました。言

語学が専門の岩田準教授のわかりやすく、現実を見据

えた説明に参加者一同大いに啓発されるものがあった

ようです。外国人との会話の一文は 17 文字に、初め

て話しかけるならば日本語で、難解漢字語は平易な言

い換えで、またメモ帳等の活用、相手が話すのを辛抱

強く待つ、等々工夫次第で交流が深まることを会得し

ました。         （講座参加者 近藤 誠） 

 
         

 今後の催しもの案内 
 
語学ボランティアスペイン語の集い  
日時：1 月 17 日（日）13:00～15:00 
会場：国際交流室 （八王子スクエアビル 11階） 
対象：大学 1 年生から大学院に在学中の留学生 
内容：①13:０0～14:００ 

テーマ：スペイン語と日本語で病気の表現 
講師：内堀 晴雄 氏  
（MIC かながわスペイン語通訳、八王子国際 
協会医療ボランティア委員会委員長） 
②14:０0～15:０0 
懇談会：お茶やコーヒー等を飲みながら、 

楽しく交流しましょう。 
 

 
 
 
 

 

AED訓練 

応急救護訓練 

初期消火訓練         訓練の感想を発表 

 

八王子市 

からの 

委託事業 
 

催しものの問合せ・申込みは、八王子国際協会へ    

☎ 042-642-7091 

ﾒｰﾙ: koko-8@nifty.com 
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東京八王子高尾ライオンズクラブ 

 

 
 

 
    
団体賛助会員を訪ねて、第３回は「地球に優しく自然

に愛を」をクラブテーマとして、環境保全など地域社会

への奉仕活動に取り組み、今年、23 周年を迎えられた

東京八王子高尾ライオンズクラブを訪れました。 

 

 

お相手をしてくださった方は会長

の岡本州雄さんと前々期の会長で

八王子市議会議員でもある伊藤祐

司さんです。例会前のお忙しいお体

にも関わらず快くご対応いただきま

した。 

 

 

 

 

 

 

 
       
        
 

 

 

 

 

 

Q クラブ名に｢高尾｣を入れられた経緯を教えてください。 

A 高尾は八王子の代名詞でもあり、環境問題への取

り組みの思いを込めて、象徴的な意味で「高尾」と命

名したと聞いています。 

Q ライオンズクラブの会員になるには特別な参加資格はご

ざいますか？ 

A 入会を希望される方の入会時の審査は致しますが、

会社経営者でなければ、というような縛りは一切あり

ません。会員の中に女性が多数参加しているのも当ク

ラブの特徴です。 

Q 会員数は現在何名でしょうか？ また今後増やしていく

ご計画はございますか？ 

A 現在 39 名ですが、今後 25 周年に向けて増やし

ていきたいと思っています。本部の指示もあり、本年

の重要な課題の一つとして取り上げています。 

Q 再来年の八王子市制100周年に合わせて何か記念行事

は考えていらっしゃいますか？ 

A  ライオンズクラブ独自の計画ではありませんが、

100 周年に合わせて再来年の「緑と花の祭典・全国都

市緑化フェア」（毎年１回、国が主催で日本各地にて開

催）を、皇室を招いて八王子で開催するべく市が準備

しています。ライオンズクラブとしても協力体制を取

りたいと思っています。メイン会場は富士森公園で、

他にサテライト会場が５～６か所設けられます。ライ

オンズクラブ独自の記念行事は 20 周年、25 周年と

いった節目の年に企画されることになります。 

Q 貴クラブのホームページを拝見させていただきましたが、

組織図に YE 国際交流委員会というのがございました。ど

のような活動をされていますか？ 

A  YE というのは Youth Exchange の略で、青少年の

国際交流促進を図ることを目的とした委員会です。東

南アジアの国々の若者が八王子を訪問したり、八王子

からヨーロッパに派遣したりするプロジェクトをスタ

ート時から行っています。（現在は、YCE です。）   

Q 世界(国際)大会というようなものは行われているのです

か？ 

A 年１回行っています。今年はハワイ、来年は福岡

で開催される予定です。現在、世界全体の会長を日本

人が努めています。この 12 月にはアジア地区ライオ

ンズクラブの大会がタイで開催されることになってお

り、当クラブを代表して私（岡本会長）も出席するこ

とになっています。 

Q 会員数の割に事業が多岐に渡り、運営していくのが大変

ではないかとお察しいたしますが、如何でしょうか？ 

A 結成時に比べて高齢化等の理由で現在会員数が減

っているのは事実で、環境保全と地域への奉仕活動と

いう本旨を見失うことなく、その中で継続事業を検討

して取り組んでいます。例えば「八王子を日本一のエ

コカーの街にしよう。」という謳い文句で八王子駅前で

取り組んでいた「エコカーフェスタ」も 10 年が経過

した一昨年、所期の目的を達成できたという成果を踏

まえて活動を中止しました。 

活動期間中は大学の自動車部や各自動車会社にもご

協力いただきました。現在、台湾市栄成獅子会と姉妹

クラブとしての活動を行っていますが、実はモンゴル

からも姉妹クラブになりたいというアプローチがあり

ましたが、残念ながらそこまで手が廻らないのが現状

です。 

Q 何かほかに特筆すべき事業がありましたら、教えてくだ

さい。 

A 青少年育成事業の一環として、ここ３年ほど特別

支援教育サポート事業を行っており、今年で４年目に

なります。特別支援の必要な児童のための餅つき大会

を開催し昨年は 100 名を超す方々に集まってもらい

ました。他には東日本大震災時の支援活動を実施した

り、高尾から大阪の箕面山までの東海道自然歩道沿道

のライオンズクラブが連携して自然環境保護を目的に

「東環会」を組織して、持ち回りで会合を持っていま

す。コンサートやゴルフ大会等のチャリティ事業もラ

イオンズクラブにとって非常に大切な事業です。 

Q 八王子高尾ライオンズクラブの当面の課題は何でしょう

か？ 

A 会員数を増やすことと WE SERVE できる事業を

増やすことです。私が会長として決めた今期のクラブ

スローガンは「変革と新たなる挑戦～やさしさと勇気

～」です。 
 
会長や伊藤市議の気さくなお人柄のお陰で笑いの絶えな

い楽しいインタビューとなりました。インタビュー後はイ

ンタビュー会場と同じ八王子京王プラザホテルで行われた

11 月第一例会にも出席させていただき、会員の皆さんの

明るい笑顔にも接することができました。  

          （広報委員長 養田 正） 

岡本 州雄 会長 

チャリティ・コンサート 

団体賛助会員を訪ねて ③ 

 … 

団体賛助会員紹介コーナー 
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チャリティ・イベントで 
八王子の伝統文化の実体験 


