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賛助会員紹介
■恵泉女学園大学
人文学部、人間社会学部の２学部を持つ。海外、国内でフィールドスタディなどの現場教育を実践。

■多摩大学
１９８９年に設立され、経営情報学部とグローバルスタディーズ学部を持つ。基本理念は、国際性、実際性、学際性。

■NPOグロウバル言語文化研究会
国際交流を通して、外国人と直にかかわり異文化を知る楽しさを体験します。体験することにより、英語やほかの言語
学習へのモチベーションを高め、自ら学び行動する積極的な子供の育成を目指します。

■東京多摩プロバスクラブ
現役をリタイヤーした会員たちが、会員相互の親睦を図りながら長年仕事を通して勝ち得た知識や技術、ノーハウを
活かして社会奉仕活動を行っています。

■ハワイアンショップ　スイートアロハ
ハワイ直輸入のものばかりを取り揃えております。ステージ用、練習用のパウスカート、フラダンス衣装、ドレス、または
普段使いのアクセサリーやＴシャツ、小物などをリーズナブルな価格でネット販売しております。どうぞよろしく お願い
します。

■河邑公認会計士事務所

四半世紀 ― 支えてくださったすべての皆様に感謝して

祝　辞

● 記念式典
12月1日（土）　10：00-12：00
ヴィータ・コミューネ　８階
大会議室

● 記念交流パーティー
12月2日（日）　17：00-19：00
桜ケ丘プラザ　４階　スタジオ

・挨　拶 ・・・・ 理事長  加藤　晃章
・来賓祝辞 ・・・・ 多摩市長  阿部 　裕行
・来賓紹介 ・・・・ 議会議長  岩永　ひさか
   くらしと文化部長 松尾　銘造
・映　像 ・・・・ ＴＩＣ ２５年の歩み
・式典のパフォーマンス　・・・・
 中国の詩の朗読「静夜思」他  張　仙玉
 インドネシアの民族舞踊  宮下　デヴィ 
・懇親会

・挨　拶 ・・・・ ２５周年実行委員会
・乾　杯 ・・・・ ＴＩＣ副理事長 松浦　史一

理事長　加藤　晃章
　お陰様でＴＩＣは２５周年を迎えました。
　１９９３年の創立から、ここに至るまで、会員の皆様はもとより、議会、行政、市民の皆様の温
かいご支援をいただきましたことに、心から感謝申し上げます。
　２５年と言えば四半世紀の節目。人は学業を終え、成人となり一人前の社会人と呼ばれる頃。
夫婦なら、「あっという間だったね・・」と振り返りながら銀婚式を迎える年です。
　思い出せば２５年前、市役所の地下の職員休憩室をお借りし、畳の上に車座になって「ふれんどりー
たま」第１号の編集をしました。活動資金を作ろうと、家庭の不用品を集め、多摩センターのお祭りで売りました。市役所の
方がリヤカーを調達し、鉢巻きを締め一緒にテントを立ててくれました。ＴＩＣのシンボルマークは、全国に公募し静岡の
アマチュアの方が作ってくれたものです。お会いすることが叶うなら、このマークの元に仲間が集い、こうして大きく組織が
発展できたことのお礼を、申し上げたい気持ちで一杯です。
　思い出の一杯詰まった２５年の活動を、ここで語り尽くすことはできませんが、沢山の皆様の支えによって困難を乗り越
えここに至ることができたのだと、感慨深く思います。
　次に私たちが「金婚式」を迎える２５年先、多摩市が一層素晴らしい国際都市として発展するよう期待して止みません。
そのために、私達ＴＩＣは、組織の理念を子の世代、孫の世代に引き継ぎ、国際交流の輪の真ん中で、市民の皆さんに愛
され続けるよう、努力を続けていきたいと思います。

多摩市市長　阿部　裕行

　このたび、多摩市国際交流センターが創立 25 周年を迎えられましたことを心からお祝い申
し上げます。また、貴センターが、平成 5 年に設立されて以来、多摩市の国際交流の推進、
国際理解の促進に大きくご尽力いただいておりますことに、心より感謝申し上げます。
　この 25 年の間に、交通手段の発達や情報通信技術の進歩等により、世界との距離は格段に
近くなり、人・モノ・サービス・情報等が容易に国境を越えて行き交う時代となりました。それに
伴い、様々なトラブルや問題も増え、お互いの文化を理解し、認め合い、関係を築いていくことが重
要視されるようになってきました。多摩市国際交流センターには、日頃の活動を通して、様々な国籍をもつ市民間のか
け橋となっていただいております。今後も、多摩市の多文化共生社会の実現に向けて共に汗を流して頂ければ幸いです。
　結びに、多摩市国際交流センターの益々の発展と関係者の皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

　多摩市国際交流センターの創立２５周年、おめでとうございます。
　２５年前、多摩市ではニュータウン開発も概ね終了し、より住みやすく、暮らしやすい環境
づくりに向け、市民の力を生かしたコミュニティづくりが加速し始めたころでした。多摩市国際
交流センターはそれ以来、世代や地域、国籍などを超えた交流に熱心に取り組まれ、「まちの
国際化」をめざす多摩市の取り組みを担う存在とし、大きな役割を果たしてこられました。
　特に、近年は在住外国人のみなさんに対する生活支援をはじめ、喫緊の課題ともいえる災害時
の対応等についてもその役割がますます期待されており、活動領域もさらに広がっています。これから
も、市民力で広げてこられた交流のネットワークを礎とし、多摩市における多文化共生の地域社会を実現するためにお
力添えをいただきますよう心からお願い申し上げます。
　改めて、多摩市国際交流センターの活動を支えて下さった多くの皆様に敬意を表すると共に心から感謝を申し上げ、
お祝いの言葉といたします。

多摩市議長　岩永　ひさか

多摩市国
際交流センター（ＴＩC)  ２５周年記念
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1993
1994
1周年記念交流会
市役所内にＴＩＣ専用室が誕生
第1回日本語スピーチ大会
日本語セミナー文集発行

1995
ＴＩＣシンボルマーク決定
第1回ウェルカムパーティー開催
生け花サロン

2001
「子ども国際交流会」発足
第3回国際フェスタin TAMA「オセ
アニアと環境問題」

2005
第1回「総会」開催（毎年）
外国語セミナー公開講座開始

2008
外国人防災協力プロジェクト発足
外国人子どもの日本語教室開始

2010
ワールドキャンパス交流会
地域ふれあいフォーラム参加
「シンポジウム」2013

20周年記念式典・交流パーティー
外国語の絵本の読み聞かせ

2015
大使館訪問「スペイン大使館」
せいせき桜まつり参加

2016
日本語ボランティア養成講座
外国人おもてなし講座

2017
恵泉女学園大学・スプリング

フェスティバル参加
絵手紙サロン

25周年・国際フェスタ in TAMA
「オリンピック・パラリンピック」・
｢ハワイ」

多摩市国際交流センター設立
日本語セミナー3クラス開始
専門委員会設立＜企画、総務、広報、
外国人相談＞
会報「ふれんどりーたま」「Hand in Hand in たま」創刊
生活習慣セミナー開始
イヤーエンドーパーティー（以後毎年）
いきいきTAMA　ふれあいフェスティバル初参加



日本語セミナーでボランティア活動をしていると、
新聞やTVの報道では得られない「生の情報」を
学習者から得ることができる。外国に対してどうしても
一方的な見方をしがちだが、彼らから直接母国の様々
な情報を得て、認識を新たにすることが多々ある。また
学習者との良いコミュニケーションをとるには、日本語
の勉強だけではなく、彼らが興味をもつものについて
一緒に考えて行く事が大切で、様々な質問については、
今までの人生で得た知識で対応できるものもあれば、
改めて調べ直すものあり、これも私にとっての母国「日
本」を見つめなおす良い機会となっている。これからも
学習者とふれあいながら小さなかかわり方を大切にして
お互いの理解を深める努力をして行きたい。

上野いくみ
日本語セミナー部

ゴミの分類について
来日した直後、ゴミの分類や有料処分に
慣れず、ゴミを捨てる曜日を間違えたりす
ることが多く、面倒と思っていました。しか
し、六年間日本に住み、ゴミの分類はリサ
イクルも可能とし、自然環境に優しいこと
がわかりました。またゴミの処分を有料化
することで、むやみな消費行為を避け、自
分の行動に責任があると考えるようになり
ました。改めて人と環境の関係を意識し、
美しい環境を作るには、一人一人の努力
と密接な関係があると思いました。日本は
美しい国だと思うので、自分の第二故郷と
して大切にしたいと思います。

                                         胡　良娜
中国

会員 の  言葉
TIC members’    messages

数年の活動の中で、外国人はとて
も身近な存在なのだということを
知り、そして彼らの自己表現や納得
いくまで話しあう姿勢、自由な発想
が、大変新鮮なものとして映りまし
た。私を含め日本人は自己表現を
あまり得意としません。しかし彼ら
は、きちんと主張できる。それは遠く
故郷を離れても、母国の誇りを忘れ
ていないからであり、時に周りの人
々に良い影響を与えています。私も
彼らから自己表現の大切さを学び
、寛容と多様性を持って視野を広
げることができるようになりました。
「Everything happens for a 
reason 」を胸に、外国人との共生
がつくる豊かな街の発展ため笑顔
の橋渡しを続けていきたいと思い
ます。

真島朱子
外国語セミナー部

I have an opportunity to write few lines about 
a country which contributed for the better-
ment of the World in so many ways. Japan was 
leading the Innovation and Technology for 
many decades and still is one of the major 
contributors. There is so much to admire 
about Japan and it can't be expressed in few 
lines. If there is one word I can say about Japan 
and it will be "Perfection". The phenomenon 
of leading the world in this new era while 
maintaining the its rich culture is something 
that World can learn from Japan. On this 
opportunity to convey my message, I would 
like to say that TIC has the one of the most 
dedicated group of volunteer people I have 
ever seen. Thank you so much for helping 
foreigners in so many aspects. 

CHEEMA ARSLAN ARSHAD
パキスタン

　　　　　　”Good morning”,今朝も
　　　　　アメリカ、中国のかわいい子供たちとの　
　　　　　楽しい時間が始まります。日本語の勉強に
　　　　行くお母さんと笑顔でバイバイし、お気に入り
　　　　のおもちゃを広げ、遊びに興じているのは世
　　　　界のどこの国も同じです。もう８年も前になる
　　　でしょうか「ふれんどりーたま」の保育の募集を
　　　目にし子供好きな私はすぐ申し込み、会員にな
　　りました。現在は外国人小・中学生の適応指導
　　もしています。どこの国の子供もその子、その子の
　もって生まれた素質は同じだと思います。社会や
環境の影響を受けながら成長します。今の国際社会
において日本は益々外国人との共存が大切だと思い
ます。

佐藤　美智子　　　　
ユース国際交流部　　　　

大分前のことですが、私が住んでいたアパー
トに外国人が住んでしました。いつの間にか
会話をするようになったのですが、何故？ど
うして？いつ？どこで？とたびたび聞かれまし
た。そう言われると、成る程そこに至った理
由、背景、時間、場所等を説明していなかっ
たように思えます。いわゆる私はコミュニケー
ション力に欠ける日本人で論理的な会話をし
ていなかったのです。日本人同士の会話で
は疑問を持たなかったのですが、よく考える
と日本語は非常に不完全な要素を含んだ言
語で、通常、会話では主語を使わない事が
多く、５Ｗ１Ｈもしばしば省きます。つまり
聞き手の理解能力が必要な言語なのです。
従って相手（特に外国人）によっては、言い
たいことがうまく伝わりません。それ以来、
日本語の欠陥に気付き、論理的に会話がで
きるよう自分なり努めました。仕事において
だけでなく、通常生活においても大変役に
立ったと思います。

白石　修　　　　
交流事業部　　　　

　　　ＴＩＣは、
私にとって故郷のような、心の拠り所です。
私は日本人の夫との結婚によって日本に暮らすようになりました。
私の場合、大学で日本語を専攻したので言葉の不自由はあまりありません
でしたが、夫以外は誰一人繋がりが無かったので、非常に寂しい思いをしました。
人と深い関係になれるきっかけもなかなか見つからず、ただ悶 と々過ごしていまし
た。
そんな中、ＴＩＣの会員となって、一過性の関係ではなく、会員として長い関わり
合いが出来るようになったので、やっと所属感というか心の安定を得ることが出来
ました。お陰様で、今や、TIC を通して親しい友人が出来たり、生け花やお茶な
どの趣味も楽しんだりしています。
TIC では、災害から身を守る方法や、生活においての悩み相談など、常に外国人
のことを気にかけてくださっているので、本当にありがたいと思っています。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　李　華順

韓国　　　　
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