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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 

 

 

 

 

   

    

 

 

  

❖ 行政書士による外国人個別相談   ５月 14日(土) 

❖ 外国人のための日本料理教室    ５月 15日(日)

❖ 八王子国際協会総会      ５月 29日(日) 

❖ 日本語ボランティア基礎講座      

６月５日(日)～７月17日(日) 

❖ 外国人おもてなし語学ボランティア育成講座 

   セットコース ６月22日(水)～７月20日(水) 

❖ 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      ６月26日(日) 

❖ 行政書士による外国人個別相談   ６月11日(土) 

❖ 世界の人とコミュニケーション 

「やさしい日本語」講座    ６月 25日(土) 

❖ 世界の人とふれあいタイム 「コロンビアの話」 

  ６月 26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 

・NPO 法人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 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

団体会員の紹介 
 

エンドウスタジオ 八王子国際友好クラブ（HIFC) 

アジア青年会（ＡＹＣ） ＮＰO 法人情報ボランティアの会 八王子 

八王子にほんごの会 世界の子どもと手をつなぐ学生の会（ＣＣＳ） 

虹の橋 日中友好の八王子で日本語を学習する会 

団体賛助会員の紹介 

医療法人 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  シミズ パーク ２４ 

東京八王子南ロータリークラブ 

 
サポートデスク相談実績 
２月  相談件数  76 件 

（日本語支援、ボランティア、学習支援、予防接

種、入管資料、翻訳、医療通訳 他） 

     相談者数  76人  

（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・アメ

リカ・台湾・スリランカ・タイ・ルーマニア・ベ

トナム・アイルランド・コロンビア・ 

カンボジア・セネガル他） 

３月   相談件数  76 件 

（日本語支援、ボランティア、学習支援、翻訳、

医療通訳,他）      

 相談者数  76 人 
（日本・中国・フィリピン・ブラジル・カンボジ

ア・スリランカ・イタリア・ベトナム・インドネ

シア・エジプト・ネパール・オーストラリア他） 

行政書士による外国人個別相談 

３月 12 日(土) 相談件数 １件、相談者数 １人 

４月 9 日(土)  相談件数 ３件、相談者数 ３人 
 
 
 
   
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定（平成 28 年５月～７月） 
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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 

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 
議案書は、５月中旬に郵送します。 

会員の皆さま、ぜひご出席ください。 

欠席される場合は、委任状（議案書に同封）を 

提出して下さい。 

http://hia855.com/
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語学ボランティアの活動を紹介！ 

様々な場面で外国人への言語サポートを行っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語学ボランティアの活動 
八王子国際協会には、英語など 18 言語に対応す

る、222 名の語学ボランティアが（2016年３月末

現在）登録されています。  

サポートデスク、外国人相談等の通訳や翻訳はも

ちろん、八王子市や各種団体からの依頼による通訳、

翻訳を行っています。また、医療ボランティアや災

害時（地震、水害など）の外国人支援や観光案内ボ

ランティアなどとして幅広く活躍しています。 

今回は語学ボランティアとして活躍している 3 名

の方から、活動の様子を紹介します。 

 

韓国語語学ボランティア 李原喜さん 
八王子国際協会で語学ボランティアとして活動し

て4年になります。市の外国人向け情報紙Ginkgo、

がん検診、医療通訳のスクリプトなどの翻訳や高校

進学ガイダンスや外国人相談の通訳をしてきました。 

翻訳は言葉を直訳するのではなく、内容がわかり

やすいような韓国語の表現を考えます。表現は人に

よって違うので、夫と一緒に適した表現を選択して

います。翻訳はすればするほど難しいです。翻訳は

考える時間がありますが、通訳は相手が何を話すか

予想できず、瞬時に表現を判断しなければならない

ので、より難しいと感じています。 

今までで一番楽しかったのは、

八王子市海外友好交流都市の韓国

始興市の子供たちが来日したサッ

カー交流で、2 泊 3 日通訳をした

ときです。一緒に応援したりして、

子供たちがとても可愛く、別れる

ときには涙が出ました。今後日本

に来たばかりの日本語がわからな

い方たちの支援をしたいです。特

に自分が大変だったので、日本で

の子育てや医 

療など母親や子供たちのお手伝いができるといいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
英語語学ボランティア 望月公雄さん 

八王子国際協会の英語での

語学ボランティアに登録した

のは、外資系の精密機器会社

の営業職を退職して、しばら 

く東南アジアの国々を遊びま 

わっていたころでした。 

たまたま、市の広報で八王

子国際協会というところが、 

語学ボランティアを募集していることを知り、私の

錆びかけていた英語でも何かお役に立てられればと

思い、参加させていただきました。  

外国人のための無料専門相談会、高校進学ガイダ

ンス、八王子祭り、首都大学東京での新入生健康診

断等々、できる限りお手伝いさせていただいていま

す。1年ほど前に電話での通訳依頼があって、“Ka 

waguchi”へどうやって行くのかと尋ねられて、八

王子駅から京浜東北線の川口駅までの経路を説明し

ましたところ、何か変だと思い、よくよく話したと

ころ、”Kawaguchi  Lake” (河口湖)のことでし

た。世界遺産に登録されたころでしたので、もう少

し気を遣っていればと、今となっては笑い話です。 

 
語学ボランティアの活動の場 

八王子祭りで来場者に、通訳を行いました 
 

 

 

 

 

 

 

外国人のための行政書士相談会の通訳です 
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写真：上段 八王子祭り 
通訳と留学生ボランティア 
写真：下段 外国人のための行政書士無料相談会 
高﨑先生と中国語、スペイン語、タガログ語の通訳  
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研修会の様子 
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次は、八王子国際協会で理事として活躍されてい

る岡本麗さんの活動の様子です。 
 
中国語語学ボランティア 岡本麗さん 

 2011年の東日本大震災時、

ガソリンスタンドの行列、ス

ーパー、コンビニ、各販売店

の品薄・・・また、自分の小

学校一年生の娘が学校で私の

迎えを待たずに友人の家に行

った事、自分はどうすればい

いのか等々頭にめぐり・・ 

日本に慣れたはずの私も現

実と向き合うことはこんなに大変でしたから、日本

に来たばっかり、日本語ができない方どうしている

のか。彼らをサポートする団体はどこなのかを調べ

て、たどり着いたのは今私が所属している「八王子

国際協会」です。 

今は多くかかわっているのが医療ボランティアと

しての活動です。今回は私自身が医療ボランティア

を通じて見える外国人の医療現状や病院の対応、通

訳の立ち位置について話させていただきます。 

2020 年東京オリンピックの開催に伴い、観光目

的で日本を訪れる短期滞在の外国人が増えます。中

に長短期在留外国人も短期観光者も日本語をうまく

話せない、あるいは全くできない方は沢山います。

英語堪能な医師、医療従事者が多くいますが、多言

語になると対応が非常に難しくなります。こうした

方が病院に受診するとき、適切な医療を受けるため

に医療通訳が必要とされています。 

先日、病院から産婦人科通訳の依頼がきました。

患者さんは帝王切開を予定していて、日本語がほと

んどできません。検査と入院等一連の説明があるか

ら、通訳さんをお願いしますとの事でした。妊娠か

らお産まで何回も検診があり、今までどうしている

のかをあまりにも気になって、病院のスタッフに尋

ねました。実は、今まで来日 2年ぐらい 6 年生の娘

が付き添いで病院に通いました。娘さんは日本語が

とってもお上手のようでした、でもさすが手術とな

るとやっぱり病院側も、患者自身もまた 6 年生の子

に頼るのが不安で、病院側の勧めで八王子国際協会

に通訳を依頼しました。 

子供がどんなに会話ができるからと言っても、専

門用語や、医療知識がないと正しい通訳ができませ 

ん。難しいことも理解できません。または子供なり

に親の心配をしたりして、絶対に訳さないといけな

いところを訳さないというケースもあります。 

また、外国人患者を受け入れる病院が増えていま

すが、病院側は通訳を用意するケースがほぼなく、

大体は患者側で手配しています。アメリカでは母国 
 

 

語または、通訳をつけて受診できる法律がある。日

本には、「医療通訳」と言う確立した資格もなければ

保障制度もない。多くの現場では、患者さんだけで

はなく、医療従事者も医療通訳ボランティアの事を

知らない方が多い。 

各団体、自治体等が力を入れて医療通訳を周知さ

せるために日々活動しています。今は病院の紹介で

患者から協会への依頼も増えています。患者さんが

自分で予約できない場合は病院のソーシャルワーカ

ーが変わりに予約してくれたりします。このような  

病院と協会や、自治体

の連携がとても大事と

思います。 

             （写真は防災・災害対

応訓練で、三角巾の結び

方を、外国人に教えてい

る岡本さん） 
 

第 2回医療通訳研修会を開催 

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

場 所：学園都市センター 第１セミナー室 

医療通訳を 

行う語学ボラ 

ンティアの研 

修会です。 

外国人が脳 

疾患の代表的 

な病気である 

脳梗塞や脳出 

血に罹患した 

という設定で、 

外国人患者、医師、通訳の 3 者によるロールプレイ

を行いました。 

当日は患者役

として多くの英、

中、韓、スペイ

ン及びフランス

語を話す外国人

が参加して盛況

でした。 

終了後、コーヒ

ーやお茶お菓子 

をいただきながら、和やかに歓談するなど有意義な

研修会でした。 
 
 

 

 
 
 
 

フランス語グループ 

の研修の様子 

語学ボランティアを募集しています 
あなたの得意な言語を生かして、外国人に

役立つ活動をしてみませんか！ 

申し込みは、八王子国際協会に連絡下さい 

file://///NAS/work/4-2%20会報/会報47号(28年4月発行）/会報４７号/話す
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交流会の様子 

来場者に説明 

交流会の様子 
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外国人コミュニティ活用講座を実施 

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 

場 所：国際交流室 （八王子スクエアビル 11 階） 

講 師：加藤 健 氏 

                      八王子国際協会では

Facebook を使って情

報提供を行っています。

日本語は八王子国際協

会Facebookページで、

英語、中国語、スペイン

語、タガログ語、ベトナ

ム語は各コミュニティグ 

ループで発信しています。日々の生活情報だけでな

く震災時などにも活用できるように一人でも多くの

方にFacebook を知っていただこうと講座を企画い

たしました。参加者の方からは「Facebook につい

て丁寧に説明していただき、Facebook のいろいろ

な可能性が想像できた。」「参考になるデータや実例

が多く、おもしろかった。」などの感想が寄せられま

した。 

（外国人コミュニティ支援プロジェクト委員会）   
「お父さんお帰りなさいパーティ」に出展 
日 時：３月 12日（土）13:00～16:30 

会 場：八王子労政会館 

第 16 回「お父さんお帰

りなさいパーティ」に出展

し、当協会の活動をアピー

ルして会員の募集を行いま

した。 

                    

外国人おもてなし語学ボランティア 
育成講座「セットコース」修了 

受講生との交流会を実施 
日 時：２月 22日（水）～３月 30日（水）  

13:０0～16:30 （全５回） 

会 場：学園都市センター 第５セミナー室 

東京都と共催で実施したセットコースを、24 名

が修了しました。 

最終日の講義が終

わった後、16 名の受

講生が国際交流室に

集い、当協会との交流

を行いました。 

 

 

  
  

  
 

  
これからの催しもの案内 

 
日本語ボランティア基礎講座      
日 時：６月５日(日)～７月 17 日(日) （全５回） 

会 場：生涯学習センター南大沢分館 第３会議室 

対 象：日本語ボランティアを始めようとしている方 

     日本語ボランティアを始めたばかりの方 

講 師：東京日本語ボランティア・ネットワーク  

定 員：約 25 名 (応募者多数の場合抽選)  

受講料：5,000 円（八王子国際協会会員 4,500 円） 

「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座 

～セットコース：おもてなし講座と英語語学講座４回～ 

日 時：６月 22 日(水)～７月 20 日(水)  

会 場：学園都市センター 第５セミナー室 

対 象：入門から初級の語学力(英語)の方 

定 員：36 名 (応募者多数の場合、抽選)) 

参加費：無料 

世界の人とコミュニケーション「やさしい日本語」講座 
～外国人にわかりやすい 

やさしいにほんごで伝えよう～ 

日 時：６月 25 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：梶村勝利 

   （東京日本語ボランティア・ネットワーク 

定 員：30 名 (先着順) 

参加費：無料 

世界の人とふれあいタイム「コロンビアの話」 
日 時:6 月 26 日（日） 13:30～15:30 

会 場：国際交流室 （八王子スクエアビル 11 階） 

定 員：40 名（先着順） 

スピーカー：大貫咲里 

「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： おもてなし講座～ 
日 時：６月 26 日(日) １3:00～１6:30 

会 場：学園都市センター 第 1 セミナー室 

対 象：英語による日常会話ができる方 

定 員：60 名 (応募者多数の場合、抽選) 

参加費：無料 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

来場者に説明 

 

八王子市 

からの  

委託事業 
 

 

八王子市 

からの  

委託事業 
 

講義の様子 

理事会報告 
３月 25 日（金）に理事会を開催し次の審議と報

告を行いました。      
審議事項： 
・平成 27 年度事業報告および収支決算(予測) 
・平成 28 年度事業計画案および予算案 
  質疑を行い、４月理事会で承認を得ることを
決定した 

・規約の改正案 
  規約見直しプロジェクト委員会で改定案を作
成して、総会に提案することを決定した 

報告事項： 
・法人化推進プロジェクト委員会の活動報告 
・「東京都多文化共生推進指針」（東京都発行） 
 の配布 

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 
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ノルウェー王国   ノルウェー王国の話 
実施日：平成 28 年２月７日(日)  

場 所：国際交流室  
今回のゲストのロルフさんは 

ノルウェーのオスロから来日し、 

現在は早稲田大学で１年間日本語 

を勉強しています。現地トロムソ 

大学では人類学を専攻しています。 

日本に興味を持ったのは、５年前 

に友達に「たったひとつの恋」と 

いうドラマを紹介され、ノルウェ 

ーとは別世界だと感じたからです。将来は人類学者とし

て日本の文化について勉強しようと思い留学しました。 

ノルウェー王国の語源はノル(North)北、ウェー(Way)

道で、「北の道」という意味です。国土面積は日本とほ

ぼ同じで、人口は約 500 万人で北海道(540 万人)より

少なく、30 分歩いても人に会わない時もあります。首

都のオスロは南部に位置し、住民の 50％が外国人で国

際的な町です。民族はゲルマン系のノルウェー人がほと

んどで、他に先住民族サーミ人と移民の人々です。宗教

はキリスト教プロテスタントのルーテル教徒が多数で、

残りがローマカトリック教徒です。憲法は日本と同じ立

憲君主制国家で議会があり、ハーラル５世陛下(78 歳)

は毎年大晦日にスピーチを行います。現在の首相はアー

ナ・ソールベルグ氏(54 歳)でノルウェーでは２人目の

女性総理です。公用語はノルウェー語ですが、高校を卒

業する頃には、みんな英語がペラペラになります。 

ノルウェー北部の 40％が北極圏に位置し、そこへ行

くとオーロラが見える確率が高いです。主なフィヨルド

は西海岸に集中していています。代表的なガイランゲル

フィヨルド（写真）は世界最大級のフィヨルドとして有

名で、2005年にユネスコ世界遺産に登録されました。  

そこは「アナと雪の女王」の舞台でもあります。 

              ノルウェーはサーモン 

が有名で30年前に日本 

の寿司に紹介されました 

が、一般のノルウェー人 

は知りません。食品の消 

費税率は 15％で、生活 

雑貨品の税率は 25％で 

す。世界最大の旅行サイ

トではノルウェーは「生活費の高い国」第３位で、最も

物価の高い首都はオスロでした。例えば飲食店で飲むビ

ールは日本円で 1,150 円～1,350 円。ペットボトル水

(500ml)はコンビニで約400円、スーパーで200円。

レストランでのノルウェー料理の夕食は、最低大人一皿

2,700 円～4,700 円です。福祉については、学習、入

院、出産における医療費も基本は全て無料です。歯医者

も 19 才まで無料です。ノルウェーに初めて人が住み着

いたのは今から約１万年前で、狩猟や漁業で生活してい

ました。その後家畜を飼い土地を耕して作物を作るよう

になりました。西暦 800 年ごろから 1050 年までの

250 年間は「バイキング(日本では平安)時代」と呼ば

れ、ノルウェー史で特に活気の溢れた時代です。またレ

イフ・エリクソンというグリーンランドのバイキングは、

コロンブスより500年前に北アメリカに到達したヨー

ロッパ人です。 

食事にはパンは欠かせません。またチーズは必需品で

朝食ではオートミールを食べる人もたくさんいます。特

にヤールバーグ(Jarlsberg)という牛乳でできた薄味の

チーズ、山羊乳のチーズ(正確には山羊乳の乳糖をキャ

ラメル化したもの)が好まれます。軽食ではオーブンで

焼いたサーモンと、茹でた小エビの殻を剥きながら、レ

モンとマヨネーズをパンに載せて食べる食事です。肉な

ら、トナカイやヘルク(ヘラジカ)の料理の他に、シチュ

ー(フォーリコール)や、クリスマスにはラムのバラ肉を

スモークしたピンヨネットなどが定番です。冷凍食品で

はグランディオーサピザです。日本でのカップヌードル

と同じ感覚で食べられています。ポルセはソーセージの

総称で一般的です。 

 おとぎ話のトロール（写真）は

日本民話でいう「鬼」にあたりま

す。山奥に住み悪さばかりしてい

ますが、間抜けで、賢い少年や動

物に退治されるという物語が多く

残っています。またフルドラはノ

ルウェーの伝説にあたるモンスタ

ーです。牛の尻尾を持った美女の 

姿をしていて、深い森に住んでいて男性を誘います。「人

間になりたい」、その方法は人間と結婚する事です。 
 
** ノルウェーについてのＱ＆Ａ ** 

Ｑ）画家で一番有名な方は誰ですか？ 

Ａ）エドヴァルド・ムンク氏で、「叫び」「マドンナ」

は一緒に盗難に遭いましたが、現在はオスロにあるム

ンク美術館で展示されています。 

Ｑ）近代演劇の創設者は誰ですか？ 

Ａ）ヘンリック・イプセン氏で、代表作「人形の家」、

「幽霊」、「ペール・ギュント」をはじめ、新たな時代

の女性の生き方を社会へ突きつけた人物として知られ

ています。松井須磨子は「人形の家」の主人公で、ミ

ラノ座で認められました。 

Ｑ）代表する作曲家は？ 

Ａ）エドヴァルド・グリーグ氏で「朝」と「山の魔王

の宮殿にて」は世界中で有名です。 

Ｑ）将来の夢はなんですか？ 

Ａ)大学を卒業したら、孤児院を作りたい。 

アンケート結果でも、「解かりやすか

った」と、大変好評でした。なおロル

フさんが当日着用していた、ノルディ

ックセーター柄（写真）も印象的でし

た。 

（世界の人とふれあいタイム委員会 委員長 生山龍哉） 
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事前研修会の様子 

フィードバックミーティングの様子 

   
外国人のための無料専門家相談会
の開催 

 
 
 
 
 
 

日 時：２月 21日（日）1３:00～16:00 

場 所：学園都市センター  ギャラリーホール 

東京都国際交流委員会と東京都外国人支援ネット

ワークは毎年都内各地で「外国人のためのリレー専門

家相談会」を順次開催しております。日本に居住する

外国人の増加、在留長期化に伴い、外国人が日本で抱

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「無

料専門家相談会」が実施されています。 

平成27年度は東京都内では18か所でリレー方式

により「相談会」が実施されました。外国人なら誰で

も、何処の「相談会」でも相談できる体制になってい

ます。今回「第 13 回相談会」が八王子市では八王子

国際協会が八王子市から委託され実施しました。 

「外国人のた

めの無料専門家

相談会委員会」

（委員 10 名）

は相談会を開催

するにあたり４

回の委員会を開

催し、前年度の

相談会参加者に

よる相談会終了

後の 

フィードバックミーティングの意見、提言、外国人相

談者のアンケート等について議論、検討を重ね、何点

かの改善、見直しをして、今回の「相談会」を実施し

ました。 

 当日の相談体制は専門家 7 名（弁護士 2、社労士

1、税理士 1、行政書士 3、）行政相談員 4 名（八王

子市）、通訳 14名、各担当スタッフ 16名（内通訳

兼務 3名）の総勢 41 名でした。 相談会当日は天候

も良く、開始時に相談者が集中して少々混雑しました

が、事前（2月 13日(土)）に行ったシミュレーショ

ンの成果もあり、各担当スタッフ、通訳間の連携もス

ムーズに行われて、「相談会」は無事終了しました。 

 

 

 

 

 

 

今回の相談状況は相談者（20 組 24 人）、相談案

件 24 件、国籍は中国 9名、フィリピン 3名、英国、 

米国、コロンビア、ベトナム、ミャンマー、ネパール、

イラン、ロシアが各 1 名でした。 

「相談会」終了後、専門家、相談員、通訳、担当ス

タッフ全員が参加して、恒例のフィードバックミーテ

ィングを行い、全員から意見、要望、感想等を述べて

もらいました。「委員会」としては、これらの意見、

要望、感想等や相談者からのアンケート（意見、感想）

を参考にして、来年以降の「相談会」をより充実した

ものにするため、鋭意努力いたします。 

今回の相談

会についてフィ

ードバックミー

ティングで意見

が多かったのは、

相談時間（相談

者 1 名につい

て約 30分）に

ついてです。外

国人の在留の

長期化に伴い、 

相談内容も複雑化高度化して、30分の相談時間では

相談員が対応しきれない案件が多くなっています。こ

の課題が今後の委員会の最大の検討課題です。           

今、我が国では、

少子高齢化による

日本の労働力人口

の減少化の対応と

して、多くの外国

人を労働者として

の受け入れざるを

えない状況下にあ

ると論じられてい

ます。 

多くの長期在留の外国人の受け入れは外国人が抱える

日本での生活上の問題を解決し、安心して日本で働け

る環境整備が求められます。ますます相談活動が重視

されると思われます。 

この相談会は我々の身近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、私たち（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める市民活

動の場でもあります。国際協会の会員、語学ボランテ

ィアの皆さん、「外国人のための無料専門家相談会」

の委員会の委員（通訳、担当スタッフ）として活動に

参加してください。 

（外国人のための無料専門家相談会委員会 

委員長 森屋 光） 
 

フィードバックミーティングの様子 

 

八王子市 
からの 
委託事業 

 

会場準備の様子 


