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Volontiers！の由来：誘われたとき、 頼まれたとき「喜んで！」と笑顔で応えるフランス語
町田国際交流センターではボランティアを中心に、日本にいる外国の方を支援したり、コミュニケーションの活性化をはかるなど、様々な活動を行っています。

ぼろんてぃえ

国際交流事業やボランティアのお問い合わせは、町田国際交流センターまで（詳細▶５面）
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～町田国際交流センターだより

今回の開催は２月３日、「季節の節目、季節の移り変わるとき」といわれる節分らしく、春の気配を感じ
させる暖かな日になりました。会場では神龍会の皆様によるお囃子が始まり、いよいよパーティーのは
じまりです。今回もフィリピン、中国、台湾、アメリカ、インド、アラブ、日本と総勢179名の国際色
豊かなパーティーとなりました。
その中、年男でもある石阪市長が、天満宮での豆まきを終えて、かけつけてくださり、来賓挨拶に会場は
大盛り上がり。
各テーブルで自己紹介の後は、お待ちかねのお食事タイム。和やかな雰囲気になったところで「ペルー
ダンス」の始まりです。少女達が、きらびやかな衣装で踊り、スライドでペルーの紹介もして頂きました。
私達が大好きなポテトフライのじゃがいもは、ペルーが原産ですって！！
次に、神龍会の皆様による「祭り囃子」です。会場の後ろから二頭の“獅子”が登場し、会場はビックリ
モード。そして“おあかめ＆ひょっとこ”そこへ鬼がやってきて会場の子供達（大人も？！）による豆まきが
始まりました。
「鬼は～外！　鬼は～外！」たちまち鬼は逃げて行き。。。そして、福がやってきました。
皆さまにとりまして今年も良い年になりますように！　See you next Party　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　国際交流部会　土屋　理美
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今回の勉強会は児玉弁護士をお迎えして新しくなる
「入国管理法」について話をしていただきました。当日
は外国人相談部会員はもちろん、他部会の方々の多数
参加がみられ、関心の高さがうかがわれました。

日本に在住し働いている外国人の在留資格は、留学（資
格外活動として働く）と技能実習で40％を超えていま
す。（いわゆるサイドドアからの受け入れ）このうち技
能実習については低賃金での労働を強いられ、大きな問
題であり、国際的にも厳しい目を向けられています。中
には、来日する際に業者（ブローカー）に多額の借金を
しており、その借金を返済するため日本で働いています
が、手取りの給料も、手数料や様々な名目で差し引かれ
た後にはわずかしか残らないケースもあります。しかも
少ない給料に不満があっても現在では職場を変えること
ができません。このため、失踪してしまう例が後を絶ち
ません。一方、特定技能は労働を目的とした受け入れ（正
面からの受け入れ）で、雇用主との直接契約となり、職

場も選ぶことができるため、この制度の導入は一歩前進
と言えます。ただ、当制度の導入に当たっては、十分な
議論を経ずに行われたため、法整備などが遅れています。
今後の日本の国のあり方を考える上でも、国民全体での
議論が必要です。

外国人相談部会　佐藤　有史

技能実習と特定技能の勉強会（児玉弁護士）	 2019年３月23日（土）

貴重なお話を伺うことが出来ました

　日頃より、一般財団法人町田市文化・国際交流財団の事業に対しまして、ご支援とご協力を
いただき、心から感謝申し上げます。
　2019年４月１日付で、町田国際交流センターセンター長を務めることになりました王　莉莉です。
　町田国際交流センターでは、ボランティア会員を中心とした地域レベルの国際交流推進事業を
目的に事業展開をしております。また、国籍や民族など異なる人々が互いの文化の違いを認め
合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として共に生きていくという多文化共生社会を
目指しております。
　入管法の改正により、今後地域における在住外国人の大幅な増加が見込まれる中、中間支援組織
として、多文化共生社会の実現に向けて外国人支援など国際交流センターの役割が益々大きく
なります。
　また、来年2020年に開催される東京オリンピック・パラリン
ピックでは、多くの外国人訪問者が訪れると思われます。外国の
方々との交流やおもてなし活動も一層重要になります。
　今後も、町田市在住の外国人及び近隣在住の外国人に利用され
やすいセンターであるように、情報提供の充実などにも力を尽く
してまいりたいと存じます。
　微力ではありますが、努力してまいりますので、ボランティ
ア会員の皆様のご支援とご協力を賜りますよう、宜しくお願い
いたします。

新任ご挨拶
一般財団法人 町田市文化・国際交流財団
　　　　町田国際交流センター　王　莉莉
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東京都各地で毎月催されている外国人のための
リレー相談会が今回は町田国際交流センターで開催さ
れました。当日は弁護士、行政書士、社会保険労務士
等の専門家による８か国語での相談会を実施、多くの
方の相談を受けました。近年町田市にお住まいになる
外国人の数は6,000人を超え、中には日本人でさえも
難しく感じられる行政手続き、教育問題、家庭問題、
又は在留資格に関する等の多くの問題を抱えて、何処
で相談出来るのか解らないという方が少なくないと想
像できます。さまざまな理由により、遠くから日本の
地を選んで来て頂いた方々が、少しでもその日々を快
適に暮らしていける手助けを、又その問題解決の糸口
を見つけられればと毎回皆で真剣に取り組んでいます。

世界は広くても悩みは皆同じ。これから先はますま
す在留外国人の方が増えます。私達も相手の考えや文

化を尊重し、共に楽しく地域で暮らしていく事こそが
平和な世界への第一歩だとつくづく感じています。

外国人相談部会　石黒　佳子

日本語教室親子教室

外国人のための東京都リレー専門家無料相談会の開催	 2019年２月17日（日）

日本語教室部会では2008年から、１歳半までの
子どもをもつ方々を対象に子どもをつれて日本語を
学ぶ親子教室を水曜日（第３水曜日を除く）に開いて
います。子どもの世話は基本的には保護者が責任を
もちます。なかなか落ち着いて学習することは難し
いですが、母語の異なるお父さんやお母さんが日本語
でコミュニケーションをとっています。おむつのメー
カーのこと、離乳食の時期や作り
方、夜泣きのこと、予防接種のこ
となど、今、困っている事や生活
に密着した話題でいろいろな情報
が飛び交っています。日本の習慣
はもちろん、各国の習慣など、み
んなで驚いたり喜んだりしてい
ます。なかには、ここで初めて歩
いた子もいます。お母さんと一
緒にみんなで手をたたいて大騒ぎ
です。また、月に一度は町田市子
ども支援センターの方が来てく
ださり、育児の悩みのアドバイスや
手遊び、読み聞かせなどをしてく
れます。

出産後、子どもと二人で家に
閉じこもってしまいがちな方々の
憩いの場にもなっています。最近は
日本の親子も参加し、最新の情報も

交換できるようになりました。これからは、出産を
控えたプレママにも参加していただき、出産の不安や
注意点を外国の先輩方の目線でアドバイスしていた
だければと思っています。多くの出産を控えたお母さ
んや小さな乳児のいるお母さん、お父さんの参加をお
待ちしています。

日本語教室部会　荒明美奈子

アンパンマンがやってきた！
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町田市介護人材開発センター主催で「介護のしごと
ワールドトークカフェ」が町田市文化交流センターで
開催されました。町田国際交流センターも外国人人材の
提供という事で協力をしました。人材不足がさけばれる
介護の仕事への外国の方の参画を求める目的で介護に
興味のある方が集まりました。市内の介護施設の紹介や、
すでに介護の仕事をしている外国人の話をききました。
当日は外国の方25名を含め、59名の参加があり、大変
盛り上がりました。その中からフィリピンから EPA
プログラムで研修中の方の一問一答を紹介します。
Ｑ　なぜ、介護の仕事をしてみようと思いましたか？
Ａ　初めての経験になるしチャレンジになるとおもいま

した。お年寄りのケアを具体的に勉強できるチャンス
ですから。

Ｑ　なぜ、日本で働こうと思いましたか？
Ａ　日本はいい国です。給料もいいですし。
Ｑ　働いてみて、大変な事、苦労したことは何ですか？
Ａ　ときどき、体が痛くなります。日本語でのコミュニ

ケーションが大変です。
Ｑ　働いてみて楽しい事は何ですか？
Ａ　ご利用者さんとはなし、わかってもらえたとき、

ご利用者さんの笑顔がうれしいです。
Ｑ　これから介護の仕事をしてみようと考えている人
へのメッセージ
Ａ　どんな仕事も大変ですが、ここは、利用者さんと

の心のつながりができ、色々な人の生活がわかり、
たのしいです。

ワークショップ「やさしい日本語」でコミュニケー
ションが「町田やさしい日本語の会」との共催で行わ
れました。町田国際交流センターのボランティアの方
を中心に22名の方が参加しました。

まず「やさしい日本語」とは、普段使っている日本語
を外国人にわかりやすくした簡単な日本語であることを
確認し、「やさしい日本語」が広まった経緯、理由、使用
場面などを聞きました。その
後、グループに分かれて、実際
に配布されたお知らせを「やさ
しい日本語」に直す活動を行い、

「先着順」、「参加費を添えて」、
「満席になったら、締切です」
など「やさしい日本語」に直す
のに、難しい言葉が多かったの
ですが、皆さんはこれまでの
経験を活かしながら熱心に取
り組んでいました。また、そ
の活動を通して普段使用して

いる自分の言葉遣いについて振り返りにもなったようで
した。

アンケートでは、「学習サポートのヒントになった」
「お知らせを書く時に生かしたい」「使える場面では使って
みたい」などという意見が見られ、参加者の今後の活動
につながる機会となりました。

「町田やさしい日本語」の会　福島　智子

ワールドトークカフェ	 2019年２月23	日（土）

ワークショップ「やさしい日本語」でコミュニケーション	 2019年３月16	日（土）

会場の様子 ワールド・トーク・カフェ開催

真剣に話を聞く参加者
参加者はやさしい日本語をチャレンジ
できました
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「英語基礎 B」クラスは、４月６日（土）スタートし
ました。は、「簡単な挨拶」から始まり、「自己紹介の仕方」

「呼びかける」「聞き返す」「お礼を言う」等々基礎的な
表現を学んでゆきます。

目標は「英語で話しかけられた時に、恥ずかしくて
逃げ出す事の無いようになること。」です。

講師はネイティブスピーカーですが、生徒さんがキョ
トンとされておられる時などには、コーディネーター
の私たちが日本語で補足説明などをしています。

更に年に一回は、外部の方にお願いして、実際の場
での英語の使われ方を学んだり、英語に対する耳

「英語耳」を育てる方法を学ぶことなどもしております。
2018年度は JAXA（相模原）の方にお出で頂き

「はやぶさ２」制御のための、アメリカ・オーストラリア・
スペインの各追跡ステーションとの間での英語のやり
とりなども学びました。

これからも同様な試みを続けたいと考えております。
英語サークル「基礎 B」　川瀬　正彦

４月６日から新年度の活動がスタートしました。
１時間半のクラスは二部制になっています。
前半では、スペイン語を話す21カ国のニュースや

文化情報、参加者の旅の体験談などを共有しています。
また、毎回、スペイン語の歌を一曲紹介し、
楽しんでもらうと同時に歌からスペイン語
を学ぶ機会を作っています。初回は「コー
ヒールンバ」原曲名は「Moliendo Café コー
ヒーを挽きながら」で、結構好評でした。

後半はネイティブの先生によるスペイン
語の勉強です。

上期と下期で先生が交代しますがチリと
エクアドル出身の女性教師ふたりが丁寧に
教えてくれます。

今年から年間を通して一冊のテキストを
学ぶようになりました。

教科書は、大学に入って初めてスペイン
語を学習する学生を対象にしていますが必
要最低限のことだけをゆっくりと学んでい
く構成になっています。

アフタークラスも希望者でワインを飲みながらざっ
くばらんにスペイン語談義をしたりしています。新し
い出逢いの場にもなっていてとても有意義です。

コーディネーター：あたらし

英語サークル

スペイン語サークルのご紹介

JAXAの方の特別講習 英語サークルの様子

スペイン語サークルの様子
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編集後記編集後記
いよいよ新しい元号が始まりました。「令和」　すぐにはなじめないと思いますが、昭和、平成を生き

抜いてきた多くの仲間たちにとって、新しい元号は、新たな未来を見出すきっかけになればと思います。
　とかく暮らしにくいと言われるこの世の中を楽しく生きるため、人のためになるボランティアの活動を
通じて、　自分自身へのヒントを見つけ出し、新しい気持ちで外国人への支援を考えるといった区切り
目の年にできればと考えます。

　 Q：MIFA（マイファ）の活動はいつ頃始まりましたか？
松崎：1993年から活動を始め、昨年25周年を迎え

ました。
　 Q：１週間にどのぐらい活動していますか？
　　　活動場所はどこですか？
松崎：週に４日、親子クラスも含めて全部で７クラス

あって、市民フォーラムの４階で活動しています。
　 Q：現在の日本語ボランティア、学習者について
　　　教えてください
松崎：登録しているボランティア会員は139名ですが、

実際に活動しているのは109名です。
　　　男性より女性の会員の方が多いんですよ。学習

者は108名で、国籍はアジアを中心に16か国
ぐらいでしょうか。現在多いのはインドと中国
ですね。あとはベトナム、フィリピン、韓国と
続きます。

　 Q：ボランティアを始めるきっかけはどんなこと
　　　でしょうか？
松崎：私の場合は、定年退職した後、妻が勝手に申し

込んだんですよ（笑）　他の方は、知らない国の人
と話してみたいとか、海外在住の経験があるので
それを生かしたいとか、理由はそれぞれですね。

　 Q：日頃の活動について教えてください。
松崎：まず、支援者と学習者は１対１で学習します。

MIFAが始まった当時からずっと一貫してこの
スタイルをとっています。そして全体の活動を
支えるために会計管理やイベントの企画など、
支援者でさまざまな役割分担をしています。年に
一度は学習者と一緒に遠足にも行きますよ。参加
者も多く、去年は電車で小田原城に出かけま
した。新年には「新春のつどい」と銘打った
パーティーを行います。この時は学習者が自分の
国の手料理を持ってきてくれたり、踊りや楽器
を披露してくれたりと本当に楽しいです。

　 Q：嬉しかったこと、またはご苦労などはありますか？
松崎：自分とは異なるいろいろな年代の方と話せるの

は楽しいですね。そして学習者の日本語はもち
ろんですが、生活者として成長していくのを
見られるのが何より嬉しいです。

　　　つらいのは、支援者の数が足りず、やる気の
ある学習希望者をお断りしなければならない時
ですね。今も20名ほどの方が支援を待っている
状況です。国際交流センターにも協力していた
だいていますが、１対１の学習を望んでくる方も
多いので、とても申し訳ない気持ちになります。
それから、苦労しているのが教室の確保です。
クラスを増やしたいけれど、場所がとれなくて
増やすことができないんですよ。

　 Q：今後、どのように活動していきたいと思われますか？
松崎：今までどおり支援者ひとりに学習者ひとりの

スタイルは続けたいですから、ぜひ多くの方に
MIFAのボランティアに参加していいただける
ようにがんばりたいですね。

　教室をのぞかせていただくと、ボランティアの皆さん
が学習者に寄り添い、とても和やかであたたかい雰囲気
の中で日本語の学習が行われていました。また、松崎
さんのお話を伺いながら、気負わず自然体でボラン
ティア活動に臨
むことこそ、長
く続けられる秘
訣なのではない
かと感じまし
た。MIFAにご興
味がある方はぜ
ひ教室をのぞい
てみてはいかが
でしょうか。

　今回は、町田国際交流センター設立以前から、長くボランティアとして地域の日本語学習支援を担ってきた
『まちだ地域国際交流協会（MIFA）』をご紹介します。語学部の松崎さんにお話を伺いました。

まちだ地域国際交流協会（MIFA）賛助団体紹介

支援の様子
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まちだ市民大学HATS人間関係学
公開講座

「児童虐待と叩かない子育て」を開催します！
　子どもが言うことを聞かず、イライラして大声で怒鳴ったり、手をあげてしまい、
あとで後悔することはありませんか？そんな時どうしたらいいか、一緒に考えて
みませんか？

対　象　どなたでも
日　時　2019年５月15日（水）午後７時～９時
　　　　（受付は午後６時30分～）
会　場　生涯学習センター 7階ホール
定　員　108名（申し込み順）
申　込　１次受付＝４月１日（月）正午～午後７時に
　　　　　　　　　イベシスコード190402Gへ。
　　　　２次受付＝４月２日（火）正午～５月７日（火）に

　　　　　イベントダイヤル（℡724-5656）
　　　　　　　　　またはイベシスへ。

町田市生涯学習センター
〒194-0013　町田市原町田 6-8-1　TEL 042-728-0071　FAX 042-728-0073
休館日　毎月第 4月曜日（祝日の場合は翌日）および年末年始（12月 29日～ 1月 3日）

問い合わせ

生涯学習センター主催

町田国際交流センター
（一財）町田市文化・国際交流財団 〒194-0013 東京都町田市原町田4-9-8 町田市民フォーラム4Ｆ

TEL 042（722）4260　FAX 042（722）5330
http://www.machida-kokusai.jp町田市民フォーラム

TEL 042（722）4260　FAX 042（722）5330
町田市民フォーラム4Ｆ
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E-mail:info@machida-kokusai.jp

ホームページをご覧下さい！！
アドレス　http://www.machida-kokusai.jp

新しい情報がいっぱい !!

　町田国際交流センターのホーム
ページでは、 センターが開催する
講演会や外国人向けの相談会の
お知らせのほか最新の情報を提供
しています。
　また外国語版のページでは、 「日本
語教室」など、 外国人の方々が地域で
暮らすのに必要な情報を英語で提供
しています。
　今後も楽しいコンテンツづくりを
目指していきます。是非、ご活用
ください。



外国のダンスとお話と
町田国際交流センター・生涯学習センター共催講演会

集まれ！国際結婚のＹＯＵ
～町田国際交流センターで集まりませんか～

■日　　　時：５月19日（日）13:30 ～ 16:00
■会　　　場：町田市生涯学習センター ホール
■費　　　用：無料
■申し込み・お問い合わせ：町田市生涯学習センター 
　　　　　　　〒194-0013 町田市原町田6-8-1　TEL : 042-728-0071　FAX : 042-728-0073

■日　　　時：６月２日（日）13:30 ～ 15:30　　■会　　　場：町田国際交流センター　講習室
■費　　　用：無料　　　■対　　　象：国際結婚されている方
■申 込 方 法：町田国際交流センターで申込できます。 ①名前　②住所　③電話番号　④参加人数
　　　　　　　〒194-0013　町田市原町田4-9-8 町田市民フォーラム4F
　　　　　　　TEL : 042-722-4260　FAX : 042-722-5330
　　　　　　　Mail: info@machida-kokusai.jp
主催：（一財）町田市文化・国際交流財団　町田国際交流センター
協力：国際ソロプチミスト町田・さつき

事務局からのご案内・募集

　第１部では、ペルーの民族舞踊、他を鑑賞します。子ども
たちのかわいいダンスを楽しむことができます。第２部で
は、日本で「子育て」を経験した外国の方からお話を聞き
ます。だれもが住みやすい街づくりをめざしていく目的で、
日本の習慣や文化・制度を知らなかったり違いなどで困ったり
戸惑ったりしたことをお聞きします。我々日本人側もいろ
いろな国の子育ての習慣や文化などを理解してお付き合いを
していきましょう。

　日本で国際結婚したカップルの方、日本の生活はどうですか？
　日々の暮らしの中で楽しかったこと、驚いたこと、あるいは困ったことはありませんか。
みんなで町田国際交流センターに集まってお話をしましょう！

ホストファミリー募集

広  告

留学生をご家庭に受け入れて国際交流をしてみませんか？
　世界各国から日本へ留学する高校生を家族の一員として受け入れてくださるご家庭
を募集しています。
　日本の素晴らしい文化や習慣を伝えると同時に、留学生の母国語、文化、習慣に
ついて学んでみませんか？

● 受け入れ期間：１ヶ月から可能です
● 開 始 時 期：随時
● 担当コーディネーターが責任を持ってサポートいたします。
● 個人費用は留学生が負担いたします。

期間・時期・概要

詳細・お問合せ フリーダイヤル：0120-955-414
E-mail：intrax@intraxjp.com　HP：hostfamily.ayusajapan.org
東京都港区海岸1-9-11 マリンクスタワー７階　アユサインターナショナル事務局

前売り 4,000円、当日4,500円（学生各1,000円引き）
　　　 全席自由席　中学生以上有料

ジャズ･オーケストラの夜
トップ・プロ集団によるジャズの過去・現在・未来

【チケット取扱い】和光大学ポプリホール鶴川（窓口販売のみ） 町田市民ホールTEL042-728-4300
TBAOウェブページ http://tokyobrass.seesaa.net/

東京ブラスアートオーケストラ2019

主催 東京ブラスアートオーケストラコンサート事務局 tbao2011@yahoo.co.jp  協力 ネブラスカ大学リンカーン校芸術学部

和光大学ポプリホール鶴川（窓口販売のみ） 町田市民ホールTEL042-728-4300

主催 東京ブラスアートオーケストラコンサート事務局 tbao2011@yahoo.co.jp  協力 ネブラスカ大学リンカーン校芸術学部

前売り 4,000円、当日4,500円（学生各1,000円引き）
　　　全席自由席　中学生以上有料
【チケット取扱い】和光大学ポプリホール鶴川（窓口販売のみ） 町田市民ホールTEL042-728-4300

TBAOウェブページ http://tokyobrass.seesaa.net/

前売り 4,000円、当日4,500円（学生各1,000円引き）

和光大学ポプリホール鶴川（窓口販売のみ） 町田市民ホールTEL042-728-4300和光大学ポプリホール鶴川（窓口販売のみ） 町田市民ホールTEL042-728-4300
TBAOウェブページ http://tokyobrass.seesaa.net/

前売り 4,000円、当日4,500円（学生各1,000円引き）前売り 4,000円、当日4,500円（学生各1,000円引き）
全席自由席　中学生以上有料全席自由席　中学生以上有料

和光大学ポプリホール鶴川（窓口販売のみ） 町田市民ホールTEL042-728-4300和光大学ポプリホール鶴川（窓口販売のみ） 町田市民ホールTEL042-728-4300
TBAOウェブページ http://tokyobrass.seesaa.net/TBAOウェブページ http://tokyobrass.seesaa.net/

6月21日金 開演19:00 和光大学ポプリホール鶴川

【指揮】渡邉 晋　【特別招聘ゲスト、ピアノ、作曲】トム・ラーソン

広  告
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