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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 
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❖行政書士による外国人個別相談   ９月 10 日(土) 
❖世界の人とふれあいタイム「サウジアラビアの話」 
                   ９月 11 日(日) 
❖第１回語学ボランティア研修     ９月 17 日(土) 
❖防災訓練 由井地区町会自治会連合会 ９月 24 日(土) 
❖秋の語学シリーズ 
 初めてのフランス語 ９月29日(木)～12月８日(木) 

旅行イタリア語   ９月29日(木)～12月８日(木) 
異文化理解英文講読 ９月30日(金)～12月２日(金) 
旅行英語      10 月１日(土)～12 月３日(土) 
やさしい英会話   10 月１日(土)～12 月３日(土) 

❖八王子国際交流フェスティバル   10 月 2 日(日) 
❖行政書士による外国人個別相談  10 月 2 日(日) 
❖多言語高校進学ガイダンス       10月23日(日) 
❖外国人のための第２回日本料理教室  10月29日(土) 
❖学習支援者学習会          10月29日(土) 
❖おもてなしボランティア講座  10月31日(月) 
❖日本語ボランティア・ステップアップ講座 
         10 月 10 日(月)～11 月 13 日(日) 
  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

<団体会員>     （五十音順） 
アジア青年会（AYC） エンドウスタジオ 

  NPO 法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 

  CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

虹の橋（日本語・学習支援）  

日中友好の八王子で日本語を学習する会   

八王子国際友好クラブ（HIFC) 

八王子にほんごの会  

<団体賛助会員> 
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   
東京八王子南ロータリークラブ 
シミズパーク 24 

 
  
 
 

 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/index.html 

 八王子にほんごの会(子どもの日本語支援) 

 http://nihongonokai.com/ 

 虹の橋（日本語・学習支援） 

     Tel: 042-625-3186（遠藤） 

 英語・仏語・中国語などで外国人と交流 
 アジア青年会 (AYC) 

   Tel: 090-3877-3574（徳田） 

 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 

 [ 医療相談 ] 

１．多文化精神科外来 (通訳がいます) 
 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８月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

2７１ 8 団体 5/個人２ ２８６ 

理事会報告     ６月 27 日(月)開催 
第１四半期収支決算予測、本年度の主な年間事業
予定や市との連絡会議の報告等を審議・承認しま
した。また今年度の総会の総括を出席者全員で行
いました。 

 

 
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 

 

     
サポートデスク相談実績 
６月  相談件数 85 件 

（日本語支援、ボランティア、学習支援、住居、遺産相
続、離婚、パート不採用について、防災訓練、翻訳、医
療 他）      

相談者数 84 人  
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・インド・ 
バングラデシュ・スリランカ・イラン・サウジアラビア・
エジプト・ベトナム・ネパール・ウルグアイ・他） 

７月   相談件数 93 件 
（日本語支援、ボランティア、学習支援、ビザ、離婚、
高校進学ガイダンス、交流、翻訳、医療通訳,他）  

相談者数 90 人 
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ブラジル・
スリランカ・ネパール・エジプト・台湾・アイルランド・
サウジアラビア・セネガル・カンボジア・ 
バングラデシュ・パキスタン他） 

行政書士による外国人個別相談 
７月 ９日(土) 相談件数 ３件、相談者数 ３人 

８月 13 日(土)  相談件数 ２件、相談者数 ２人 

 
 
 
 
   
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定（平成 28 年９月～10 月） 

http://www.ccs-ngo.org/index.html
http://hia855.com/
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地球市民プラザ会議室を利用した活動を紹介 
会議室では、外国人の支援や交流などさまざまな活動が、毎日行われています 

昨年１年間で、延べ 5,877人のボランティアと４,940人の外国人が活動しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
団体会員の外国人支援活動 

当協会の団体会員（アジア青年会(AYC)、NPO 法人 

情報ボランティアの会・八王子(IVH)、CCS 世界の子ど

もと手をつなぐ学生の会、虹の橋、日中友好の八王子で

日本語を学習する会、八王子国際友好クラブ(HIFC) 、

八王子にほんごの会 (五十音順)が、地球市民プラザ会議

室で行っている外国人支援の活動などを紹介します。 

 

～アジア青年会(AYC)～  
外国人から外国語を学び、日本人は日本語を教える

「共に学び合う」精神で、教室を運営しています。 

火曜日：フランス語と中国語教室 
木曜日：英語（初級と中級）教室 
日曜日：サンサンカルチャー教室 

   （必要な言語を学び合う教室） 

また、「共に生きる」というコンセプトを、私たち

の会では様々なケースに応用しています。 

共にアルバイトを探し、共に草むしり、共に言葉を

学び、共に音楽・おどりの練習など、言葉を教えるだ

けではなく、なるべく日本の生活に外国人が慣れるよ

うに教えています。 

いずれ、彼ら

が日本人を引っ張

って行ける位の行

動力・組織力・経

済力、そして多文

化共生で生き延び

る力を共に作って

います。 

どんな会か興味のある方は、どうぞお電話を下さ

い。 

 
～NPO法人 

情報ボランティアの会･八王子 
(IVH)～ 

情報ボランティアの会・八王子

(設立：1997 年)は、情報技術の普

及と市民への情報活動支援のため

パソコンやタブレットの市民講座や

なん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でも相談会、市や団体の生涯学習での講師の派遣など、

各種の活動を行っております。平成 27 年４月からは

特定非営利活動法人となりました。 

外国人の方々への支援は平成19年から行っており、

地球市民プラザ会議室を中心にパソコンを使った学習

会や相談会を実施しております。企業に勤める方や看

護師の方、学生など職業は様々ですが、アジア系の方

が多く、メール、ワード等の活用には日本語の習得が

必要となり、それへの対応をしております。日曜日の

午前 10 時から 12 時までの学習ですが、皆さん熱心

に通ってきており、ときには鎌倉や江戸東京博物館・

浅草などの校外学習も行い、日本の文化を知るととも

に自分のデジカメで撮った写真を故国の家族に送信し

ております。 

 

 

～CCS世界の子どもと手をつなぐ  
学生の会～ 

「CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会」は、

日本で暮らす外国にルーツを持つ子どもへの教育支援

活動を行う、学生主体の NGO 団体です。1993 年に

設立し、現在は都内 5 か所で活動を行っています。 

グローバル社会の今、日本にも海外で生まれ育った

リ、外国人の父母や祖父母をもつなど、多くの「外国

にルーツを持つ子どもたち」が増えています。 

その中には言葉や文化の壁

にぶつかり、学校の勉強に悪

戦苦闘している子どももいま

す。 

私たちは毎週水曜日の 18

時～20 時 30 分に地球市民

プラザ会議室をお借りし、子

どもたちの学校の宿題、定期

考査対策から受験対策まで行

っています。 
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～虹の橋（日本語・学習支援グループ）～ 
 私達「虹の橋」は外国人との交流を通して、お互

いに理解を深めることが出来るように、日本の子供

達には英会話を、外国の方々には日本語や日本の生

活習慣などを身に付けてもらい、お互いにコミュニ

ケーションがとれるようにと支援をしています。 

 ①日本の子供達には英語の先生が日常会話を指導 

 ②外国の子供や大人 

には日常の日本語が 

出来るようにレッス 

 ン 

そして、年に２回位 

お楽しみ会をして、ゲ 

ーム等を通して声をか 

け合ったりして、お互 

いが交流できるように支援をしています。 

          

～日中友好の八王子で 

日本語を学習する会～ 
当会の学習支援活動は、毎週木曜日の週１回（8 月

は夏休み）午後２時～４時。地球市民プラザ会議室で

す。学習者は、昨年は 30 人を超えましたが、平均は、

学習 1 回に、約 11 人の学習希望者を 8 人の学習支

援者で担当しました。学習希望者の男女比は女性７・

男性３。年齢は 18 才～75 才。平均 35 才～45 才。

生活状況は、既婚、未婚、無職、有職など様々です。

学習支援者は、友好の立場で、中国語の学習や仕事で

活用していた方などです。 

学習形態は、日本語が使え理解できる方は、グルー

プ学習です。グループ全体は、代表の近藤順一さんと

学習補助支援者が横に座り指導しています。教科書は

なく、近藤さんが夜間中学校での実践で作成した独自

の資料を使っています。 

日本語の初歩の方は、1 対 1 の個別学習です。 

外国人が日本語を学ぶ際

によく使われている、ス

リーエフ社編の「みんな

の日本語」などを教科書

として活用しています。 
 

 

～八王子国際友好クラブ(HIFC)～ 
 

八王子市に住む外国人市民に対し、私たち八王子国

際友好クラブ（HIFC）は、地球市民プラザ会議室で週

に 4 日、14 時間にわたり、日本語学習支援を行うと

ともに、お互いの文化交流（各国料理教室やポットラ

ックパーティー、バーベキュー、浴衣を着る会、日本

人家庭訪問、清掃工場など社会施設見学など）や就職、

医療、教育、子育てなどの相談にも懇切丁寧に対応し

ています。 

地球市民プラザ会

議室はそのための活

動の拠点であり、外

国人市民にとっては

生活情報が得られ、 

相談できる一種の居場所ともなっています。 

HIFCは八王子市に住む外国人市民が一日も早く地

域に馴染み、安心して生活できるよう願っています。 
 
 

～八王子にほんごの会～ 
｢八王子にほんごの会｣は 1992 年、外国人の皆さ

んに日本語学習支援をする自主団体として発足しまし

た。    

市内で、東浅川、南大沢、由井一小、北野、台町、

大和田での各寺子屋に加えて、地球市民プラザ会議室

では｢駅前月曜午前・午後｣、｢駅前金曜午前・午後｣、

「駅前土曜夜」、「土曜午前・子ども支援寺子屋」の計

10 教室を展開しています。６月現在の会員実数は

168 名、学習者は 187 名です。 

地球市民プラザ会議室では、月曜日はボランティ

ア：27 名、学習者：26 名、金曜日はボランティア：

26 名、学習者：27 名、土曜日はボランティア：13

名、学習者：21 名、子ども支援はボランティア：３

名、学習者 7 名です。 

一人ひとりの学習

目的に沿って楽しく

真剣に勉強していま

す。 
 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

上記団体会員の外に、当協会の学習支援委員会が、 

月曜日午後４時から７時まで、事業として学習支援を 

行っています。 

～八王子駅前学習支援教室～  
学習支援委員会は、外国につながる児童・生徒の

学習支援を行っています。八王子駅前学習支援教室

は毎週月曜日の放課後に運営しています。主に学校

の宿題や日本語の勉強などをサポートしています。 

児童・生徒たちにとって学習支援 

教室は、学習の場であると同時に 

「居場所」となっています。また、 

多くの支援者に関わる中で、子ども 

たちの心の成長も見られるようにな 

りました。今後も、学習支援教室で 

は国籍や文化に関わらず、日本の子どもと同じように

安心して学習できる環境作りを目指して行きたいと思

います。 
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＜各団体の連絡先は P.6「各種情報」を参照ください＞ 
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ボランティア 

八王子国際交流フェスティバルの 
支援作業 

 

①前日の準備 10 月 1 日(土)  約 20 名 
会場設定、配布資料の準備 

②当日の支援 10 月 2 日(日)  約 50 名 
受付、ステージ担当、ブース担当、 
イベント担当、ギャラリー担当、 
ストリート担当、休憩室担当 

ご協力いただける方は 

下記に連絡ください！ 

八王子国際協会 

ﾒｰﾙ：802_kk@jcom.zaq.ne.jp  

Tel/Fax：042-642-7091 
 

 募集 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

     

 

 
 

 

      

 

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子国際交流フェスティバル 2016 
～ 八王子市 市制 100 周年プレ記念事業 ～ 

テーマ：多文化でつながる絆 八王子！ 
“SHALL WE BE ON THE STAGE?” 

日時: 10 月２日(日) 11:00～17:00 
会場: 八王子市学園都市センター11F,12F 
ステージ・パフォーマンスや各国の展示､講演や遊び、日本の文化・外国の文化などに触れ 
楽しみながら多文化理解を楽しみましょう。皆さん！ぜひ、ご来場下さい。 
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＜昨年の催しの様子＞ 

これからの催しもの案内 

JICA の展示と講演 笑顔の写真展 

異文化交流 日本語スピーチ 

書道 腕輪作り(レインボールーム) 

防災訓練 

 

ヨガ体験 

ステージパフォーマンス 

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 
日時：10月 23日(日) 13:00～16:30 

会場：学園都市センター第１セミナー室 

参加費：300円 （資料代） 
都内で夏前に３か所、秋に３か所で開催

します。今年は、八王子での開催が最後

です。 

ボランティア・グループと高校の教師等

が協力して、日本語を母語としない中学

生を対象に進学ガイダンスを行います。 

保護者と中学生が一緒に参加すること

を、おすすめします。 

英語、中国語、タガログ語、スペイン語、

タイ語、やさしい日本語の通訳がつきま

す。その他の言語通訳が必要な時は、早

めに八王子国際協会に申し込んでくださ

い。 

内容：説明会 日本の教育のこと 

高校の種類や受験のしかた 

受験で合格した高校生の体験談 

個別の教育相談 

mailto:802_kk@jcom.zaq.ne.jp
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♪♪♪  実施済みの催し  ♪♪♪ 

八王子の野口英世 

   「肥沼
こえぬま

信
のぶ

次
つぐ

」を知っていますか？ 
（8 月 20 日会員研修と懇談会の卓話から） 

 講師：塚本回子（元八王子国際協会理事・委員長） 

ドイツ東部・ポーランドとの

国境に近いヴリーツェンの街

に肥沼博士は今も眠っていま

す。1908 年、八王子市中町

で 生 ま れ た 肥 沼 博 士 は

1937 年、ドイツに留学。放

射線医療の研究に打ち込みま

した。 

しかし世界大戦後の劣悪な

衛生状態はチフスを蔓延させ

てしまいます。博士は医師と 

しての使命感から献身的に治療にあたり多くの人の命

を救います。自らも冒されますが、自分のためには薬 

を使う事は拒否し、患者に

与えます。そして「日本の桜

を見たい」との望郷の念を

残し、37 歳の若さで亡くな

るのです。 

 没後、ヴリーツェンの街

では、その治療活動が語り

継がれ、名誉市民としてた

たえ、Dr.コエヌマパーク 

ではコエヌマ杯のスポーツも行われています。ベルリ 

ンの壁のためにその偉業は43年間も日本に伝わりま

せんでした。肥沼博士が尊敬していた、アインシュタ

インの「誰かのために生きてこそ、人生には価値があ

る」という言葉を、身をもって示した人生でした。 

10 月 2 日（日）の八王子国際交流フェスティバルで、

現地取材映像の放映と講話を行います。多くの皆さまの

ご来場をお待ちしています。 

 

日本語ボランティア基礎講座  
 

場所：生涯学習センター南大沢分館 第 3 学習室 

日時： ６月５・12 日、７月３・10・17 日  

日曜日 10:00～12:00 (全 5 回) 

東京日本語ボラン 

ティアネットワークの 

講師の皆さん（林川玲 

子氏・宮崎妙子氏・金 

子広幸氏・藤橋帥子氏 

・山形美保子氏）に、 

「地域日本語ボラン 

ティアとは何か」に 

ついて、豊かな経験に裏付けられたお話を伺い、実際

に日本語学習者と勉強するときに役に立つワークショ

ップをしました。今回は、南大沢での実施となりまし

たが、22 名の方に受講いただき大変好評でした。 

参加者の多くの方が今後日本語ボランティアをした

いと回答してくださり、「“日本語ボランティアをやっ

ていると日本語がわかってくる”“外国人の目になっ

てくる”という先生の言葉が印象的でした」などの感

想が寄せられました。  

(日本語ボランティア養成講座委員会委員長 西堀孝文) 
 

世界の人とコミュニケーション 

「やさしい日本語」講座  

場所：学園都市センター  

第 5 セミナー室 

日時： ６月 25(土)  

10：00～12：00 

講師：梶村 勝利 氏  

（東京日本語ボラン 

ティアネットワーク代表） 

受講者 32 名が、外国人にわかりやすい日本語でコミ

ュニケーションする方法を学びました。 
 

外国人おもてなし語学ボランテイア 

「おもてなし講座」を受講して 
場所：学園都市センター 

日時：６月 26 日(日) 

「おもてなし講座」を受講

しました。 

講 座 の キ ー ワ ー ド は 

“May I help you?”です。 

街で困っている外国人を見かけたら、声をかけてあ

げたいけれど、そこに立ちはだかる言葉の壁。  

そこで、「道案内」「交通案内」「緊急時対応」など

様々な状況設定のもと、どのように対応するのが良い

かを学びました。グループで解決策を話し合う手法が

楽しく、まさしく「三人寄れば文殊の知恵」。  

講座を通じて再認識したのは、「おもてなし」で大

切なのは、言葉ではなく「心」であること。旅先で親

切にしてもらったシーンが思い出されました。 

（受講者：右田順子さん） 

外国人おもてなし語学ボランテイア  
「セットコース」 
場所：学園都市センター 

日時：６月 22 日、29 日、

７月６日、13 日、20 日 

（全水曜日） 

講座終了後、受講者 24 名

に当国際協会の活動紹介を

行ないました。 

 
八王子市 
からの  
委託事業 

ヴリーツェン 

に眠る Dr.肥沼 
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大貫咲里さん 

 

 
     

コロンビア共和国の話 
República de Colombia 

実施日：平成2８年６月26日(日)  

場 所：国際交流室 

今回のゲストの咲里さんは、お

父さんが日本人でお母さんはコロ

ンビア人です。八王子生まれ。両

親、妹、弟とともに現在も八王子

に住んでいます。（その間、合計３

年間程コロンビアに居た期間もあ

ります）。 

（写真の咲里さんが着ている洋服

はサリさんの手作りです。） 

「コロンビア」には、紀元前

1000 年頃、アメリカ・インディ

アンのグループの首長（カシケ）

が首長制国家群を建てた歴史があ 

ります。国名はアメリカ大陸を発見したコロンブスに

由来します。 

首都はボゴタで、年平均気温は15℃～16℃です。

標高 2,640ｍに位置し紫外線が強く、高山病も多い

地域です。国旗の色は黄色＝太陽・青＝海と赤＝赤土

をあらわしています。 

コロンビアと言え

ば、コーヒー・麻薬（最

近 は 良 く な っ て き

た）・戦争（６月中旬

頃、大統領の力で終戦

手続き終了）・サッカ

ーなどが有名です。し

かし、最近は 

治安も大分良くなってきています。 

文化は「母は強し」で家族愛が根付いています。咲

里さんは中学生の頃いじめを体験しましたが、コロン

ビアでは逆に「大丈夫ですか」と声をかけられる事が

多いとの事です。 

コロンビアへ来る日本人の多くは、①ダンス留学、

②旅行・観光、③コロンビアの人間性が好きとの理由

からです。 

タクシーのヘッドカバー 

ボードの所にはスペイン語、 

英語以外にも日本語が併記 

されています。ダンスグル 

ープは国が支援している所 

もあります。なおコロンビ 

アにはイスロテ島(サンゴ礁でできた島)があり、ガス

や水道はありませんが人口密度は世界一です。コロン

ビア人は自国愛が強く誇りを持って、「人間みな平等」

で差別が無いので受け入れやすい国です。 
 
Ｑ＆Ａ 

Ｑ）国民的スポーツのサッ

カーについて？ 

Ａ)ワールドカップにも

出場したハメスは、国民

的ヒーローです。 

Ｑ）内戦について？ 

Ａ) ちょうど、６月 23 日に政府と左翼ゲリラ「コロ

ンビア革命軍」（FARC)の両者が停戦合意に署名し、

約半世紀にわたる内戦終結へ大きな前進をしました。 

Ｑ）年収は？ 

Ａ)日本円で 30 万円～60 万円ですが、物価は日 

本の１/10 程度です。 

Ｑ）国内の移動手段は？ 

Ａ)バスがほとんどです。なお韓国の車（ヒュ 

ンダイ）は多く走っています。 

Ｑ）主食は？ 

Ａ)豆と米(家庭料理)です。 

Ｑ）日本人が住んでいる地域は？ 

Ａ)ブラジルに近い所に住んでいます。 

Ｑ）英語教育の年齢は？ 

Ａ)幼稚園から英語教育を施し「世界で活躍するよ 

うに」と政府が推進しています。 

Ｑ）医療技術について？ 

Ａ)アメリカに近く「患者のために」との理由で最 

先端技術で施されています。 

Ｑ）政府方針は？ 

Ａ)米国と自由貿易協定、軍事同盟を結ぶなど、米国寄

りの方針をうちたて、平和への道を進んでいます。 

Ｑ）30 年～50 年前と現在の違いは？ 

Ａ)当時はストリートチルドレンが多くいましたが、現

在は政府からの援助もあり、ほとんどの子どもが学校

へ行っています。また子どもの面倒を見てくれる所も

あります。 

Ｑ）日本人について 

Ａ)親日派が多く、東日本大震災の時にも援助しました。 

Ｑ）コーヒーについて？ 

Ａ)コーヒーは毎朝飲んでいて、キント (ブラック) 

とカフェ(砂糖とミルク入り)があります。一般的に 

は甘味で濃いものが好まれています。 

Ｑ）将来の夢は？ 

Ａ)アメリカで特殊メイクの仕事をすることです。 
 

アンケート結果では、「コロンビアダンスの実演も

あり、大変良かった」との回答が多数寄せられました。 
 

（世界の人とふれあいタイム委員会委員長 生山龍哉） 伝統的なパレンケの祭り 

ロス・カティオス国立公園 

首都：ボゴダ 


