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清瀬国際交流会 kIC

Kiyose International Club
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清瀬国際交流会とは？

外国人との交流を通じ、多文化共生

社会の実現をめざすボランティア団

体です。

多文化共生とは：国籍や民族などの異な

る人々が、互いの文化的違いを認め会い、

対等な関係を築こうとしながら、地域社

会の構成員として共に生きて行くこと。
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清瀬国際交流会とは？

1991年に、市内にある結核研究所

が受け入れていたアジア・アフリカ・

中南米等の研修生の方たちとの交流

の場として創設されて20年余りが過

ぎました。

現在約100名の会員が活動中です。
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世界中から医療従事者が集まる国際研修

51周年・97か国2246人

ウルグアイ

エクアドル

コンゴ

アンゴラ
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清瀬国際交流会とは？

地域在住の外国籍の方たちが安心し

て暮らせるように、日本語教室など

の支援活動を行うほか、「国際交流

パーティー」「国際理解講座」「コーラ

ス」「清瀬でも英語しゃべらん会」

「多文化共生」などの事業を行ってい

ます。
6

清瀬国際交流会の組織と活動

総会

運営委員会

国際交流事業

清瀬でも英語

しゃべらん会

日本語教室

多文化共生事業

コーラス事業

広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会

主 な 活 動

国際交流パーティーの開催

国際理解講座の開催

市民まつりの参加

結研日本語教室の開催

清瀬でも英語しゃべらん会

の開催

世話人会の開催

各クラス(火,木,金,子ども)の運営

学習者スピーチ発表会の開催

ボランティア養成講座の開催

ボランティア学習者の開催

コミニケーション支援

生活支援

多文化共生の地域づくり

コンサートの開催

ホームページの運営

広報資料の作成

●

●

●

●

●

●
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国際交流事業とは？

国際交流パーティーの開催（年２回）

国際理解講座の開催 (年1回）

清瀬市民まつりに参加 (年1回）

結研日本語教室の実施 （春と秋）

●

●

●
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国際交流事業 国際交流パーティー

結研の研修生とともに 国際交流パーティー
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国際交流事業 国際交流パーティー

清瀬管弦楽団ミニコンサート 管弦楽演奏
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国際交流事業 国際交流パーティー

結研 研修生自己紹介 国際交流パーティー

11

国際交流事業 国際交流パーティー

乾杯！ 国際交流パーティー
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国際交流事業 国際交流パーティー

立食で歓談 国際交流パーティー
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国際交流事業 国際交流パーティー

炭坑節で回る 国際交流パーティー
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国際交流事業 国際理解講座

清瀬 世界医療文化遺産をめざして 国際理解講座
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国際交流事業 国際理解講座

清瀬 世界医療文化遺産をめざして 国際理解講座
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国際交流事業 国際理解講座

清瀬 世界医療文化遺産をめざして 国際理解講座
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国際交流事業 国際理解講座

清瀬 世界医療文化遺産をめざして 国際理解講座
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国際交流事業 国際理解講座

清瀬 世界医療文化遺産をめざして 国際理解講座
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国際交流事業 国際理解講座

清瀬 世界医療文化遺産をめざして 国際理解講座

20
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癒しと平和を世界に発信する地

清 瀬

公益財団法人結核予防会

結核研究所

石川 信克

「国際理解講座～清瀬 世界医療文化遺産をめざして～」

2014.10.26

21

清瀬は

昭和30年代初期に、13の結核療養所、

5千人以上の患者が入院

(清瀬町人口約2万人）

日本で一番結核施設が多かった

結核患者の苦しみと嘆き、病気との闘い

が積み重なってできたまち

個々の患者・患者会・患者同盟

22

恐るべき国民病を制圧するために

結核研究所ができた(1939年(昭和14)）

75年の働き

• 結核制圧に役立つ研究と診療
– BCG開発、細菌学、病理学、X線診断学、治療法、予防法

• 全国の医師・保健師等の研修

• 途上国人材の育成：1963年～

• 途上国へ人材の派遣・国際協力

23

患者の病理標本の陳列

24
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保健大臣：

ネパール，ペルー，モザンビーク

25

国際交流事業 国際理解講座

清瀬 世界医療文化遺産をめざして 国際理解講座
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国際交流事業 国際理解講座

清瀬 世界医療文化遺産をめざして 国際理解講座

27

ザンビア地域ボランティアによる結核予防活動支援

28
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世界の「癒しと平和のまち KIYOSE」

病者、障碍者、海外とのつながり

• 歴史的に多くの実績があった
• これからもさらに

1. 行政および市民による「健康づくり」を。

2. 平和への関心を。

– 平和こそが健康のもと

– 人どうしの交流の中に、真の平和づくりの一歩が

ある

29

国際交流事業 国際理解講座

清瀬 世界医療文化遺産をめざして 国際理解講座

30

日本語出前教室

春と秋、結核研究所のアジア、アフリカからの

研修生を対象。

約２ヶ月半の滞在中、日本での生活を楽しんで

いただけるよう、すぐに役立つ、使ってみたくな

る日本語のフレーズや、

日本の習慣、風習や文化を紹介しながら、交

流を深めています。

国際交流事業 結研日本語教室

31

日本語出前教室 2013年春の講座

フィリピン、カンボジア、ミャンマー、アフガニスタン、中国、パ

プアニューギニア、スーダン、ザンビア、ケニア、パキスタンの

10カ国14名の研修生の方たちに計6回の講座。

国際交流事業 結研日本語教室

今回は新聞紙で折った「サムライ ヘルメット」で日本文化を体験

32
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清瀬でも英語しゃべらん会とは？

清瀬でも英語しゃべらん会の開催

（年３回）

市内に住む外国人と日本人が英語に

よる異文化交流。

毎回さまざまなテーマで、

プレゼンターを中心に和やかな雰囲

気の中で、楽しい時間を共有。

33

清瀬でも英語しゃべらん会

プレゼンターを中心に、楽しいトークで異文化交流

“Autumn Memories”

Mr. David Nobil (Australia)

34

清瀬でも英語しゃべらん会

プレゼンターを中心に、楽しいトークで異文化交流

35

清瀬でも英語しゃべらん会

プレゼンターを中心に、楽しいトークで異文化交流

36
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清瀬でも英語しゃべらん会

プレゼンターを中心に、楽しいトークで異文化交流

37

清瀬でも英語しゃべらん会

プレゼンターを中心に、楽しいトークで異文化交流

38

日本語教室とは？

● 世話人会の開催

● 各クラス(火,木,金,子ども)の運営

● 学習者スピーチ発表会の開催

● ボランティア養成講座の開催

● ボランティア学習者の研修開催39

日本語教室とは？

日本語教室運営図

役員役員役員役員

日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室
世話人会世話人会世話人会世話人会 世話人世話人世話人世話人

実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会

火曜日ボランティア火曜日ボランティア火曜日ボランティア火曜日ボランティア

水曜日ボランティア水曜日ボランティア水曜日ボランティア水曜日ボランティア

木曜日ボランティア木曜日ボランティア木曜日ボランティア木曜日ボランティア

金曜日ボランティア金曜日ボランティア金曜日ボランティア金曜日ボランティア

各曜日学習者各曜日学習者各曜日学習者各曜日学習者

清瀬国際交流会清瀬国際交流会清瀬国際交流会清瀬国際交流会

多文化共生事業多文化共生事業多文化共生事業多文化共生事業

40
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日本語教室 各クラスの運営

学習者の都合を配慮、午前クラス（火、木）、夜間ク

ラス（金）、子どもクラスの４クラス

● 火曜クラス １０：００～１２：００

● 木曜クラス １０：００～１２：００

● 金曜クラス １９：００～２１：００

● 水曜子どもクラス １５：３０～１７：３０

学習者とボランティアは原則１対１に対応

ボランティアはいろいろな経験を積まれた方々

学習者は世界各国の方々

41

日本語教室 各クラスの運営

火曜クラス
木曜クラス

金曜クラス
水曜子どもクラス

42

日本語教室 ティーパーティー

日本語教室、1年は、4学期。

その3か月ごとの学期末に、恒例のティーパーティが開催。

催し物、お国自慢のようなゲーム、歌など、なんでもアリ！

ナイジェリアの歌声 折り紙「だまし船」

43

日本語教室 スピーチ発表会

毎年学習者によるスピーチ発表会を開催

日頃の学習の成果を発表

日本語能力の向上

学習パートナー(KICボランティア)以外の人々との交流

今年の

スピーチ発表会 2015年 5月17日（日）

44
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日本語教室 スピーチ発表会

タイのソクランまつりについてにほんのバスのうんてんしゅ

なぜ私は日本語教室に来たか リトアニアのうつくしさ

スピーチ発表会 日本語教室

45

日本語教室 スピーチ発表会

スピーチ発表会 日本語教室

46

日本語学習ボランティア養成講座

日本語ボランティア日本語ボランティア日本語ボランティア日本語ボランティアになりたいになりたいになりたいになりたい人は人は人は人は、、、、

日本語日本語日本語日本語ボランティア養成講座ボランティア養成講座ボランティア養成講座ボランティア養成講座に出席を！に出席を！に出席を！に出席を！

この講座ではこの講座ではこの講座ではこの講座では、日本語、日本語、日本語、日本語教授法のほか教授法のほか教授法のほか教授法のほか、、、、

学習者学習者学習者学習者への理解をへの理解をへの理解をへの理解を深め深め深め深め

日本語日本語日本語日本語学習支援ボランティア活動の学習支援ボランティア活動の学習支援ボランティア活動の学習支援ボランティア活動の基本基本基本基本

が学べます。が学べます。が学べます。が学べます。

（（（（平成平成平成平成27272727年度）「日本語学習支援ボランティア養成講座」年度）「日本語学習支援ボランティア養成講座」年度）「日本語学習支援ボランティア養成講座」年度）「日本語学習支援ボランティア養成講座」

日日日日 時：時：時：時：5555月月月月13131313日（水）～日（水）～日（水）～日（水）～7777月月月月1111日（水）（毎週水曜日日（水）（毎週水曜日日（水）（毎週水曜日日（水）（毎週水曜日19191919時～時～時～時～21212121時）時）時）時）

講講講講 座：全座：全座：全座：全10101010回（下記見学の①、②を含む）回（下記見学の①、②を含む）回（下記見学の①、②を含む）回（下記見学の①、②を含む）

見見見見 学：①スピーチ発表会＝学：①スピーチ発表会＝学：①スピーチ発表会＝学：①スピーチ発表会＝5555月月月月17171717日（日）見学、②各教室見学日（日）見学、②各教室見学日（日）見学、②各教室見学日（日）見学、②各教室見学

※※※※詳しくは詳しくは詳しくは詳しくは、、、、3333月末から月末から月末から月末から4444月初旬発表の募集要項月初旬発表の募集要項月初旬発表の募集要項月初旬発表の募集要項をををを

ご覧くださいご覧くださいご覧くださいご覧ください （（（（清瀬市生涯学習スポーツ課）。清瀬市生涯学習スポーツ課）。清瀬市生涯学習スポーツ課）。清瀬市生涯学習スポーツ課）。

47

KICコーラス

ＫＩＣコーラスＫＩＣコーラスＫＩＣコーラスＫＩＣコーラスは、は、は、は、1995199519951995年年年年にににに

台湾台湾台湾台湾・ドミニカ共和国の２人を・ドミニカ共和国の２人を・ドミニカ共和国の２人を・ドミニカ共和国の２人を含めた５人含めた５人含めた５人含めた５人のメンバーかのメンバーかのメンバーかのメンバーか

ら始まりら始まりら始まりら始まり、、、、

今今今今は２１人（うち男声６人は２１人（うち男声６人は２１人（うち男声６人は２１人（うち男声６人）、）、）、）、

毎回毎回毎回毎回世界各国の歌を世界各国の歌を世界各国の歌を世界各国の歌を練習練習練習練習 !!!!

年年年年一回のクリスマスコンサートは、今年一回のクリスマスコンサートは、今年一回のクリスマスコンサートは、今年一回のクリスマスコンサートは、今年で８回目！で８回目！で８回目！で８回目！

""""人間文化は遊びの中に展開する”という人間文化は遊びの中に展開する”という人間文化は遊びの中に展開する”という人間文化は遊びの中に展開する”という、、、、

ホイジンガホイジンガホイジンガホイジンガの言葉のようにの言葉のようにの言葉のようにの言葉のように、、、、

音楽音楽音楽音楽の中でまじめに遊べる方なら、どなたでもの中でまじめに遊べる方なら、どなたでもの中でまじめに遊べる方なら、どなたでもの中でまじめに遊べる方なら、どなたでも歓迎！歓迎！歓迎！歓迎！48
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KICコーラス

KICKICKICKICコーラスのコーラスのコーラスのコーラスの練習練習練習練習 （月１回）（月１回）（月１回）（月１回）

場所：松山場所：松山場所：松山場所：松山地域市民地域市民地域市民地域市民センターセンターセンターセンター

49

KICコーラス クリスマスコンサート

2013201320132013クリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサート

50

KICコーラス 清雅苑コンサート

五月晴れの土曜日の午後、東京都清瀬市の特別養護老人ホー五月晴れの土曜日の午後、東京都清瀬市の特別養護老人ホー五月晴れの土曜日の午後、東京都清瀬市の特別養護老人ホー五月晴れの土曜日の午後、東京都清瀬市の特別養護老人ホー

ム「清雅苑ム「清雅苑ム「清雅苑ム「清雅苑」、」、」、」、KICKICKICKICコーラスのコーラスのコーラスのコーラスのミニコンサートを開催。ミニコンサートを開催。ミニコンサートを開催。ミニコンサートを開催。

メンバーメンバーメンバーメンバーは男声は男声は男声は男声6666人、女声人、女声人、女声人、女声10101010人、合唱、独唱・重唱に続き、人、合唱、独唱・重唱に続き、人、合唱、独唱・重唱に続き、人、合唱、独唱・重唱に続き、

ホームの老人のホームの老人のホームの老人のホームの老人の方々と、「ふじの方々と、「ふじの方々と、「ふじの方々と、「ふじの山山山山」、「」、「」、「」、「瀬戸の花嫁」、瀬戸の花嫁」、瀬戸の花嫁」、瀬戸の花嫁」、

「ふるさと」など「ふるさと」など「ふるさと」など「ふるさと」などを大声で歌い楽しむ。を大声で歌い楽しむ。を大声で歌い楽しむ。を大声で歌い楽しむ。

51

KICコーラス 清雅苑コンサート

52
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KICコーラス ジョイントコンサート

２０１４今年２０１４今年２０１４今年２０１４今年の恒例の年末コンサートは、の恒例の年末コンサートは、の恒例の年末コンサートは、の恒例の年末コンサートは、

KICKICKICKICコーラスとノーチェ・デ・コッコのコーラスとノーチェ・デ・コッコのコーラスとノーチェ・デ・コッコのコーラスとノーチェ・デ・コッコのジョイントコンサートジョイントコンサートジョイントコンサートジョイントコンサート

二つのコーラスを指導するのは、高木恵美さん。今日はピアノ演奏も二つのコーラスを指導するのは、高木恵美さん。今日はピアノ演奏も二つのコーラスを指導するのは、高木恵美さん。今日はピアノ演奏も二つのコーラスを指導するのは、高木恵美さん。今日はピアノ演奏も

53

KICコーラス ジョイントコンサート

54

KICコーラス ジョイントコンサート

美しい国の衣装を着て歌う

H.Nさん（タイ)

チャイナドレスで、二胡の演奏と、

歌「ワンニメイ」も披露：T.Uさん（中国）

「ザイナータオホウシャンカイディティーファ

ン」を歌い上げたT.Kさん（中国）

フランスの曲「Comme d'habitude」を歌った

Z.Fさん（フランス）。

55

多文化共生事業とは？

「多文化共生」とは、国籍や民族などの異なる人々が、

互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうと

しながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。

● 生活支援

● 多文化共生の地域づくり

●●●● コミュニケーション支援コミュニケーション支援コミュニケーション支援コミュニケーション支援

清瀬市には1000人を超える外国籍の市民が住んで

ます。この方々のほとんどは今後も日本に定住するつ

もりで、これからの地域社会の担い手でもあります。

外国にルーツを持つ住民も、その能力を発揮してま

ちづくりに参画していくことができるようにすること。

56
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多文化共生事業 講演会～外国人が災害

弱者とならないために

１１月１３日（日）の午後、清瀬市北口のアミュー、多文化共生相談

員の杉田理恵さんによる講演会。参加者は１４名、ＫＩＣの日本語ボ

ランティアの方、語学ボランティアの方、清瀬市報を見て来てくだ

さった方、東久留米市や、小平市、新座市から参加してくださった

方など、実に多彩な顔ぶれ。

57

多文化共生事業 多文化おしゃべり広場

2012年５月１３日（日）午後に初めて開催。外国人も日本人も、日

本語でのおしゃべりを通じて交流を深めた。今回は中国系の外国人

が多く集まったが、それぞれ別の民族で、出身地で使用する言語や

文字の違いのため、出身地の言葉で話すと、何を言っているのか全

然わからず、中国の広さが伝わってきた。チワン族の劉さんが提供

する珍しい中国茶を飲みながら１～２ヶ月に一度のペースで開催

58

多文化共生事業 がいこくじん そうだんかい

きよせでのきよせでのきよせでのきよせでの そうだんそうだんそうだんそうだんかいかいかいかい

きよせでも がいこくじんのための そうだんかいを します。

４，６，８，１０，１２，２月の だい１ すいようびの ごぜん１０～１

２じに、きよせけやきホールのかいぎしつで おこないます。

がいこくじんそうだんの せんもんかが そうだんを うけます。

ひようは むりょうです。

そうだんのないようは ひみつを まもります。

ＶＩＳＡ、かぞくのこと、こどものこと、しごとのなやみ、せいかつのこ

となど。

（中国語・韓国語ＯＫ）

59

多文化共生事業 がいこくじん そうだんかい

きよせでのきよせでのきよせでのきよせでの そうだんかいそうだんかいそうだんかいそうだんかい

生活指導の専門家が参加生活指導の専門家が参加生活指導の専門家が参加生活指導の専門家が参加

ビザ専門の行政書士の先生が参加ビザ専門の行政書士の先生が参加ビザ専門の行政書士の先生が参加ビザ専門の行政書士の先生が参加

60
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多文化共生事業

61

清瀬国際交流会に入会するには？

どのボランティアをしたいですか？

催しものに参加

●入会案内あり

年会費：2,000円

ボランティア活動はいくつでも可能

みなさんの参加を期待しています！みなさんの参加を期待しています！みなさんの参加を期待しています！みなさんの参加を期待しています！

62

清瀬国際交流会

63
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