
八王子国際協会 会報第 4６号 201６年２月２９日 

（ 
サポートデスク相談実績 
１２月 相談件数  ６５件 

（日本語教室紹介、ボランティア、生活保護、学
習支援、火災保険、離婚、年金、遺産、医療通
訳、翻訳等） 

     相談者数  ６５人  
（日本・中国・フィリピン・ブラジル・スリラン
カ・カンボジア・ベトナム・ネパール・イタリ
ア・インドネシア・台湾など） 

１月   相談件数  ６９件 
（日本語教室紹介、解雇、ボランティア、教育、
交通事故の補償、DV、市営住宅申し込み、医
療通訳、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・
コロンビア・マレーシア・オーストラリア・ス
リランカ・台湾・バングラディッシュ・イギリ
ス・モンゴル・カンボジア・セネガル・インド・
南アフリカなど）  

行政書士による外国人個別相談  
１月 ９日(土) 相談件数 １件、相談者数 １人 
２月 13 日(土)  相談件数 ５件、相談者数 ５人 

 
 
 
   
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 
❖ 医療ボランティア研修会     ３月 ５日(土) 

❖ Facebook 研修会        ３月 ５日(土)  

❖ 行政書士による外国人個別相談   ３月 12 日(土) 

❖ 団体ネットワーク会議      ３月 28 日(月) 

❖ 行政書士による外国人個別相談   4 月 9 日(土) 

❖ 世界の人とふれあいタイム 「セネガルの話」       

  4 月 24 日(日)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 日本語の学習 

･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 

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 28 年 2 月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

264 8 団体 4/個人 2 278 

(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: 802_kk@jcom.zaq.ne.jp 

今後の活動予定（平成 28 年３月～４月） 

理事会報告 
12 月 21 日（月）に理事会を開催しました。      

以下の活動報告／計画を説明して審議の結果、 

それぞれ承認されました。 

活動報告： 

平成 27 年度上半期収支決算と下半期収支予測、 

国際協会理事候補者推薦願の受付、国際交流フェステ

ィバル 2015、第 36 回八王子いちょう祭り、留学生

のための就職支援セミナーと企業めぐり、他自治体の

多文化共生指針の作成状況 

活動計画： 

日野市国際交流協会が視察調査に訪問、八王子国際協

会・東京都共催「外国人おもてなし語学ボランティア

育成講座」の開催、次回理事会の日程と今後の予定 

平成 28年度 八王子国際協会総会 

開催日時：5月 29日(日)13:30-15:30 
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八王子国際協会は、 

市制 100 周年事業 

を応援します 

http://hia855.com/
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今日のグローバル化の中で、外国の文化に触れた

り、身近な地域で外国人と接したりすることが日常

的になっています。国際理解教育委員会は、多様な

文化や価値観を持った人々が、それぞれの文化的多

様性を大切にしながら共生していける多文化共生社

会の実現をめざして、国際理解教育を広める活動を

しています。中でも、まだ、異文化に対する価値観

や態度が固定されていない子どもたちにとって、小・

中学校の授業に国際理解教育が導入されることが重

要だと考え、そのお手伝いをすることが、委員会活

動の大きな位置を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には委員が外国人を連れて小・中学校を訪

問し、子どもたちと交流する授業に協力しています。

そこでは、単に表面的に触れ合うだけでなく、少し

でも理解が深まるような実体験を伴う活動を取り入

れた実践を行っています。 

まず、委員と担当の先生方が綿密に事前の打ち合

わせをします。授業のねらいに応じた授業内容にな

るように、委員からは参考資料や他校での実施例を

伝えながら、意見を出し合って活動内容を決めてい

きます。その際には、外国についての話を聞くだけ

の受け身学習にならないように、生徒側も自分たち

の生活や文化を外国人に伝えたり、一緒に遊んだり

して、双方向の学び合いになることをめざしていま

す。また、事前学習で他国の実情を理解するなかで、

違いだけでなく共通点にも気づくこと、参加型の体

験学習を通して実感を伴う理解につながるなどの点

を大切にしています。さらに、実際に直接外国人と

交流する中でコミュニケーション力が培われること

や、得た知識を用いて、よく考え、さらに自分たち

にできることを行動に移せるような学びとなってい

くこともめざしたい点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備段階として外国人講師を探すことも、委員会

の役割です。八王子には留学生を含む多くの外国人

市民が暮らしていますが、週日に学校訪問が可能な

人を見つけるのは容易ではないのが実情です。あり

がたいことに、引き受けてくださる方々は、スライ

ド、写真、実物を使って分かり易く自国紹介をし、

子どもたちと楽しく交流してくださっています。学

校訪問時には、数名の委員が外国人講師に付き添い

支援に徹し、状況によって通訳・ファシリテーター

役をします。 

今年度、委員会が協力した学校は７校、（小学校６、

中学校１）で、９か国からの外国人講師 13 人（の

べ 20 人）が協力してくださいました。 

委員会はまた、子どもたち

に大きな影響を持つ教師向け

や一般市民向けの国際理解教

育の研修会・講座を企画し、

実施します。こうした活動に

は、八王子市多文化共生推進

課、八王子市教育委員会、市

内小中学校、JICA 多摩地区

デスク、地域の大学等と連携

をとり、協力していただいて

います。2020 年のオリンピ 

ックを控え、今後、学校側からの協力要請が増えそ

うです。 

現在、国際理解教育委員会は、９名の委員と事務

局で構成され、1～2か月に１回開催されています。

理事長や八王子市の参加を得たり、自分たちの研鑚

のために、学び合いの機会をつくったりして、和や

かな雰囲気の中で、多文化共生への夢を語り合って

います。 

（国際理解教育委員会副委員長 前田満寿美） 

未来を担う子どもたちと共に！ 

多文化共生社会の実現を目指して      国際理解教育委員会 
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外国人講師の話に、子どもたちは夢中です 

子どもたちとゲームをしたり、質問に答えたりします 

 

かわいい表紙付きの 
講師へのお礼状集 

八王子国際協会 第 46号 2016年 2月 29日 
年 8月 31日 

 

今号では、子どもの教育に関わる 

委員会を紹介します 
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私たち学習支援委員会の活動をご紹介します。 

八王子に住む外国につながる子どもたちの学習支援を 

スタートして 6 年余りになります。北野学習教室１

か所で始めた支援も、時代のニーズに合わせ八王子駅

前にも学習教室を開室し、現在２教室で支援していま

す。 

今では通ってくる子どもの人数は両教室ともほぼ同

じくらい（学習者の子ども数は合わせて約 35名）で

すが、2つの教室の子どもたちのタイプは大きく違い

ます。まず北野学習教室の学習者は、多くが日本生ま

れ日本育ちの外国につながる子どもたちです。そして、

「つながる外国はペルー」が多いのも特徴です。一方

八王子駅前学習教室の学習者は、ここ１～２年、もし

くは数ヶ月前に来日したばかりという子どもたちがほ

とんどです。つながる外国も学年も様々です。この様

な状況の子どもたちが増えてきた八王子駅前学習教室

は、この１年の間にパンク状態となり、学習希望の子

どもたちの入室を待たせているのが現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
このような学習教室環境の変化の中で、開室以来両

教室ともに毎年高校を受験する学習者が在籍していま

す。不自由な日本語と慣れない日本式の教科学習にお

ける学習環境の中、彼らは自身の努力と支援者の熱意

を支えに、厳しい受験に立ち向かっています。幸いに

も、毎年当学習教室の受験生は高校進学の目的を果た

しており、それが私たち支援者の喜びと励みになって

います。 

そういった先輩たちの後ろ姿を見て、後輩の学習者 

たちが自ら自然に

受験体制に入り、

あるいは、ある時

期からしっかり学

習するようになっ

ていく姿を見てい

ると、前向きの学

習姿勢の素晴らし

さに感動を覚えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年別に教室が分かれている学校や塾と違って、９

学年が同じ時間帯に同じ教室内で毎回学習するという

環境の、良い影響だと自負しています。 

そしてもうひとつお

伝えしたいのは、私た

ちの活動への気持ちを

支えてくれるサポータ

ーがいることです。そ

れは子どもたちの教育

への熱意を持った学習

者の保護者です。我が

子の将来を心配する彼

らは私たち支援者に協

力的で、忙しい中でも

子どもの送迎をし、委

員会主催の保護者面談

にも出席し、私たちと

共に子どもたちのこと

を考えています。 

委員会では、学

習支援者を随時募

集しています。皆

さん、今後もっと

増えて行くだろう

外国につながる子

どもたちの力にな

って頂けません

か？毎週でなくて

も月１回だけの支

援でも、歓迎して

おります。 

来る 2020 年

のオリンピックで

は、ダブルの文化

と言語を持つ彼ら

が、ボランティア

として活躍してく 

れるのではないかと、期待に胸を膨らませております。 

その喜びを是非ご一緒に味わいましょう。 

（学習支援委員会委員長 吉越京美） 
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～外国につながる 
子どもたちと共に～ 

学習支援委員会  

夏休みの特別支援： 
中学生と来日期間が短い子どもたちが通室 

お楽しみ会（八王子駅前教室） 

来
日
期
間
も
学
年
も
言
葉
も 

 
 

 

異
な
る
子
ど
も
た
ち
、 

カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
な
ら
一
緒
に 

 
 
 
 

 

楽
し
め
ま
す 

お楽しみ会の 
もうひとつの楽しみは、 

ごほうび！ 
休まなかった学習者は 

皆勤賞をもらいました！ 

お楽しみ会（北野教室） 
ゲームを楽しんだあと 
保護者も支援者もみんな一緒に 
お菓子を食べながら談笑 

（お菓子は保護者と支援者の差入れ） 
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Facebook コミュニティグループイベント 

Year-End Party 
～マジックを楽しもう～ 

日 時：12月 19日(土)  

14:０0～17:00 

会 場：国際交流室 
 

Facebook を活用した母国語での気軽な情報交換

で、八王子に住んでいる外国人市民のネットワーク作

りを支援している、委員会の活動です。 

 12 月 19 日（土）、国際交流室で Facebook 

コミュニティグループのイベントとして、2015 

Year-End Party を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

着物姿の矢藤さんが和傘などを使い日本情緒たっぷ

りのマジックを、マジシャンの川合弘志さんが楽しく

て不思議なマジックを、見せてくださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから、簡単なマジックを教えていただき、みん

なで挑戦しました。子どもたちには少し難しかったよ

うですが、楽しく過ごすことができました。そのあと

はティータイム。 

参加者は 29名（含子供）で、中国、韓国、フィリ

ピン、タイ、カンボジア、エクアドル、コロンビア、

オーストラリア、日本とさまざまな国の方が参加しま

した。参加者からは、「楽しかった」という声ととも

に、「もう少しマジックについて知りたかった」、「日

本文化などのお話を伺いたかった」という、ご意見も

ありました。 

（外国人コミュニティ支援プロジェクト委員会） 

 

 

 

   

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 

第一部：研修会 

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 

（八王子国際協会医療 

ボランティア委員会委員長、 

MIC かながわスペイン語通訳） 

第二部：懇談会   

お茶やコーヒーを飲みながら、楽しく交流 

１月 17日に、国際交流室でスペイン語ボランティ

アの集いを行いました。内堀晴雄氏に、「スペイン語

での病気表現」についてお話していただき、その後懇

親会をしました。13名（スペイン語ボランティア

10 名）が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者からの声として、「このように一堂に会し、

お互いの顔を見て情報交換できることは活動をすると

き心強い」、「長すぎず、短すぎずの研修で参加しやす

かった」、「普段聞くことのできないお話を聞けて良か

った」などの感想や、「今後は医学だけでなく各ジャ

ンル別に実施してほしい」、「実際の場面を想定した会

話・通訳の練習をしたい」、「定期的に実施してほしい」

などのご意見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   
  

 

講師：内堀晴雄氏 

研修の様子 
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委員会活動に、ご参加ください！ 

梅の香とともに春がやって来ました、新年度

の委員会活動に是非ご参加ください! 

多数の委員会活動があります。 

同封の「八王子国際協会委員会 

の活動」を、ぜひご一読下さい。 

 

「会費納入のお願い」を同封しています 

３月末までの納入にご協力をお願いします！ 
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市民センター防災訓練 

  

日 時：２月９日（火）14:00～16:００ 

場 所：外国人支援センター （八王子国際協会） 

    浅川、台町、長房、横山南 各市民センター 

災害発生時には、八王子国際協会内に「外国人支援

センター」を設置し、八王子市と協力して避難所とな

る各市民センターに避難してきた外国人に対して、語

学ボランティアを派遣して、通訳などの支援を行いま

す。今回は 14 時に多摩西部に M7.3 の大地震が発生

したという想定で訓練が行われました。 

訓練には、外国人ボランティア 10 名、多文化共生

推進課から１名と当協会の防災委員会委員４名、語学

ボランティア 6 名（英語、韓国語、中国語、スペイ

ン語）、事務局員５名が参加しました。 

14 時 25 分、多文化

共生推進課の職員が到

着し、八王子国際協会の

事務局員とともに、「外

国人支援センター」の開

設を行いました。 

語学ボランティアに一斉メールを送信して、近くの

市民センターへの参集を呼びかけました。 

 市民センターに駆けつ

けた語学ボランティアは、

被災した外国人の通訳を

行い、被害状況や要望事

項を市民センター職員へ

伝達しました。 

外国人支援センターは 

防災無線で語学ボランティアと連絡をとり、刻々と変

わる情報を把握して多文化共生推進課に報告しました。

参加者は本番さながらの訓練に、緊張して取り組みま

した。 
 

外国人おもてなし語学ボランティア 
育成講座の応募結果 

 東京都と八王子国際協会の共催の「外国人おもて

なし語学ボランティア育成講座」には、沢山の応募

者がありました。 

 「おもてなしコース」（定員 60名）には、81名 

 「セットコース」（定員 24 名）には、118 名 

 八王子市職員が立会う厳正な抽選の結果、当選者

を選び、講座の案内を行いました。 

外国人おもてなし語学ボランティア 

育成講座「おもてなしコース」開催 
日 時：２月 14日（日） 

13:０0～1７:00 

会 場：学園都市センター 

第一セミナー室 

60 名全員が出席して、 

楽しく学びました。 

 
日野市国際交流協会 役員一同様が、当

協会を視察見学に来訪 
 

 

 

 

 

 

 

 

2月1日(月)、日野市国際交流協会の藤林良明会長、

他 12 名の役員の方々が、当協会に視察見学で来訪さ

れました。市民と自治体をつなぐ中間支援組織という

位置づけや業務概要の説明、八王子駅前学習支援教室

の授業も見学されました。近隣市国際交流協会との情

報交換や質疑応答等、大変有意義な交流の場になりま

した。 
      
 

 今後の催しもの案内 
 
医療通訳ボランティア研修会 

「脳疾患のロールプレイング」  
日 時：３月５日（土）13:３0～17:00 

会 場：学園都市センター 第１セミナー室 
（八王子スクエアビル 11 階） 

対 象：医療通訳ボランティアに関心のある方 
       30名 (先着順) 
受講料：500円 (資料代) 
 

Facebookによる外国人コミュニティ活用講座

Facebookの使い方と 
ビジネス活用 最初の一歩  

日 時：３月５日（土）13:０0～1５:00 

会 場：国際交流室 （八王子スクエアビル 11 階） 

対 象：外国人、外国人との交流に興味のある方 

定 員：約 20 名 （受講料：無料） 

講 師：加藤 健 氏 

内 容：Facebookには個人アカウントだけでなく、

いろいろな機能があります。例えば、グループ機

能やイベント機能は世界の人や友達とのネットワ

ーキングに便利です。テキストや写真の投稿から

ビジネス活用まで Facebook のいろいろな使い

方をご紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

催しものの問合せ・申込みは、八王子国際協会へ    

☎： 042-642-7091 

Ｅﾒｰﾙ: 802_kk@jcom.zaq.ne.jp 

メールアドレスの変更のお知らせ 

 

八王子国際協会のメールアドレスを変更します。 

802_kk@jcom.zaq.ne.jp 
今後は,このアドレス宛にメールを送信ください。 
（旧アドレスは、３月末で利用できなくなります。） 
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東京八王子南ロータリ－クラブ 

第４回目は、「国際ロータリー」のメ

ンバーであり、今年創立 30 周年を迎え

られた、東京八王子南ロータリークラブ

を訪れました。 

お相手をしてくださった方は、会長の

山口進一さんです。八王子エルシィのオ

フィスで、お話をお聞きしました。 

 

 

 

 

 

 
       
Q：ロータリークラブの名前の由来を教えてください。 

A：百年以上前にシカゴで誕生した最初のクラブが例

会場所を輪番で提供しあったことから「ロータリー」

の名前が付きました。シンボルマークも輪番・回転に

ちなんで決められました。構成員をロータリアンと呼

称しますが、皆仕事を持った忙しい人たちなので１年

交代の輪番で役員を務めています。私の会長としての

任期も今年の６月末までの１年間です。 

Q：ロータリークラブの組織の全体像を教えてください。 

A：世界には 120 万人以上のロータリアンがおり、

200 以上の国と地域に 34,000 近くのクラブを擁し

ています。その中で日本には９万人のロータリアンが

おります。さらにその中で八王子南ロータリークラブ

は 2750 地区に属しております。2750 地区は９グ

ループから構成され、東京都ならびにパシフィックベ

イスングループ（グアム、サイパン等）が含まれ、ロ

ータリアンも４千数百人を数え、日本では最大の人数

になっています。因みに当クラブは多摩南グループに

入っています。八王子には当クラブを含めて５つのロ

ータリークラブが存在します。  

Q：八王子南ロータリークラブの会員数と例会の頻度を教

えてください。 

A：創立時は51名でしたが現在の会員数は76名で、

平均年齢は 60 歳です。例会は毎週八王子エルシーで

行っています。会員の３大義務は①会費を納めること、

②例会に出席すること、③「ロータリーの友」を必ず

購読すること、となっており、例会への出席は会員の

重要な務めです。出席率はシカゴの本部にも連絡され

ます。その他に年に１回、地区大会と国際大会がそれ

ぞれ開催されます。今年の地区大会は 2 月 24 日、国

際大会は５月28日から6月1日までソウルで開催さ

れます。 

Q：ロータリークラブの入会規則は他の同種のクラブと比

較して大変厳しいと聞いていますが、実際のところは、い

かがでしょうか。   

A：かつては１業種１会員で、業界の中でも指導的な

地位を占める方といった縛りはありましたが、奉仕活

動を推進する上で会員数の確保は切実な問題でもあり、 

 

現在はそういった縛りはありません。ロータリークラ

ブの理念や行動基準に賛同し、奉仕の精神を持って入

会金や会費を納めてくださる方は全て会員資格を有し

ます。ポリオ撲滅といった全世界的な奉仕活動の場合

は多額の活動資金が必要ですので、各地区人頭割りで

会費の中から国際ロータリーに納めることになり、又

クラブ固有の奉仕活動も会員の会費や寄付で成り立っ

ています。したがって、財政基盤がしっかりした上で

奉仕の精神を持った方であることが、ロータリアンの

資格と言えます。 

Q：ロータリークラブとして現在特に力を入れておられる

活動を教えていただけますか。 

A：青少年育成を一つの大きなテーマとしています。 

高校生を中心とした交換留学生の制度を積極的に推進

しております。現在もフランス人の高校生を招いてい

ます。１年間日本の高校に通い、ロータリアンのお宅

に３か月交代でホームステイしてもらっています。最

初の３か月は私の家に住んでもらいました。「小さな親

善大使」と呼んでいますが、少しでもお互いの国への

理解を深め、国際理解や多文化交流に役立てば、と思

っています。 

Q：今年は結成３０周年ということで何か記念事業を考え

ておられますか。 

A：１月 10 日に当クラブが主催し、八王子サッカー

協会共催、東京ヴェルディ、日テレ・ベレーザ協力の

下「フットサルフェスティバル」と称した大会を小学

３～５年生を対象に開催しました。各学年優勝チーム

が東京ヴェルディ、日テレ・ベレーザ所属のプロサッ

カー選手と交流試合を行うことで、大変楽しんでもら

いました。その他、2750 地区に属するパシフィック 

ベイスングループとの交流を

深めよう、との趣旨で、サイ

パンとの間で生徒の交換留学

ステイを企画しました。 

この１月にサイパンから２

名をホームステイで１週間迎 

えて、ディズニーランドや浅草寺を案内し、初めて電

車を見たり、雪も経験したりで、大変印象深く過ごし

てもらいました。３月には啓明学園の児童を２名派遣

することにしています。５月 25 日には京王プラザホ

テル八王子にて 30 周年記念式典を計画しています。 

Q：ロータリークラブの課題は何でしょうか。 

A：会員の更なる獲得は常に課題ですが、それに伴っ

た新会員の研修や会員間のコミュニケーションの改善、

とりわけ世代間のつながりと親密化は、非常に大切と

考えています。そうした思いを込めて今年度の年度テ

ーマを「世代をつないでロータリー」としました。 

Q：ロータリークラブに加入して良かった、と思われるこ

とは何でしょうか。 

A：奉仕活動ができること、そしてクラブに尊敬でき

る方々がたくさんおられ、そうした方々と友人として

付き合っていけることの２点です。 
 
以上、会長の貴重なお時間を拝借してインタビュー

をさせていただきました。また、スタッフの皆様にも

大変ご協力をいただきました。この場を借りて御礼申

し上げます。 （広報委員会委員長 養田 正）  

山口進一 会長 

団体賛助会員を訪ねて ④ 

 … 

団体賛助会員紹介コーナー 
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