
 

 

 

 

 

 

お仕事を探されている保護者の方へ 

「東村山就職情報室」利用者向け保育サービスのお知らせ

 

 

 

 

 

・預かり日 毎月第３木曜日（10月は第 1・3、11月は第 2・

4）、詳細は下記表を参照してください。 

・利用時間  午前９時～12 時（受付は午前 11 時まで）。     

午後１時～４時（受付は午後３時まで）。 

・定員対象 ２名、生後３ヵ月～未就学児。 

・場  所 多文化共生・男女共同参画推進交流室 

・保育時間 最長１時間３０分 

・申し込み ご希望のかたは、本庁舎１階 10番窓口「市民相

談・交流課」へ直接、または、下記までお電話で

ご予約ください。定員に空きがある場合は当日受

付も可能です。お気軽にご利用ください。 

℡042-393-5111 内線 2557・1140

 

 

 

 

 

 

 

 

「東村山就職情報室」は;、ハローワーク立川と東村山市が共同運営する地域密着型ハローワー

クです。「東村山市民センター1F北側」にあります。 

発 行：東村山市市民部市民相談・交流課 

TEL042-393-5111（内）1140 

平成 28 年度保育実施日 

9 月 15 日（木） 12 月 15 日（木） 

10 月 6 日（木） 1 月 19 日（木） 

10 月 20 日（木） 2 月 16 日（木） 

11 月 10 日（木） 3 月 16 日（木） 

11 月 24 日（木）  

 

交流室だより 
♪第６号♪201６. ９ 

多文化共生・男女共同参画推進交流室ＭＡＰ

 

～利用者の声～ 

出産後仕事を辞めましたが、また仕事が

したいと思い職探しを始めました。しか

し、私には 2歳になる息子がおり、なかな

か職探しが上手く進められませんでした。

そんな時パンフレットで「就職情報室」の

保育サービスのことを知り利用しました。

おかげ様で、気持ちを集中して求人情報の

検索や相談を受けることができました。 



 

☆★☆交流室フェスタ☆★☆ 

 「男女共同参画」って、なんだか難しそう…？ 

 そんなことはありません！まずはフェスタに参加

して、「交流室ってこんなところなんだ」「男女共同

参画って、こんなに身近なことだったんだ」そんな

風に感じてもらえるよう、分かりやすい展示や楽し

いプログラムをご用意しています。 

  今年の「産業まつり」は、ちょっと「交流室」ま

で足を伸ばしてみませんか？ 

 

★日時：11月 12日（土）10:00～16:00 

（「市民産業まつり」初日と同日開催） 

プログラム 時 間 内 容 

ラテンのリズ

ムでストレッ

チ 

13:30 

～15:00 

ラテンの軽快なリズ

ムに乗って、日頃の

疲労やストレスの解

消を図りましょう！ 

ヨーヨー釣り 終日 親子で楽しめる懐か

しのヨーヨー釣り。

釣れなくても、もれ

なくヨーヨー１つ差

し上げます。 

※持ち帰りは 1人３

個まで。 

ＤＶ防止啓発

パネル展示 

終日 DV 被害について、

Q＆A やイラストで

分かりやすく説明し

ています。被害者に

も加害者にもならな

いために、まずは「知

る」ことから始めま

せんか？ 

女性の悩み相

談会 

終日 

最終受付

15:30迄 

予約不要で、専門の

女性相談員による無

料カウンセリングが

受けられます。 

男女共同参画

関連図書展示 

終日 市内図書館にある男

女共同参画関連図書

を展示します。 

＊すべて無料で参加できます。 

 

 

企画進行中のイベントや講座 

 

★男女共同参画推進フォーラム 

「あな吉さんの 家族みんなでゆる家事のすすめ」 

 日時：10月 23日（日）10:00～12:00 

 

★市民カレッジ（3回連続講座） 

第１回：10月25日(火)「ママと一緒講座 就職準備編」 

第 2 回:11 月 1 日(火)「応募書類作成・面接対策編」 

第 3 回:11 月 18 日(金) 

「就活メイクアップ＆ビジネスマナーセミナー」 

＊3回連続講座ですが、各回単独での受講も可能です。 

＊申し込み方法や事業の詳細は市報・HP でお知らせし

ます。みなさんのご参加をお待ちしています！ 

 

～平成 28年度男女共同参画推進講座報告～ 

「たたかない、どならない子育て」 

実施日：7月 23日（土） 

手や大声を出さずに子育てする方法、家庭から「暴

力」をなくす具体的な方法について、参加者と一緒に

考えました。叩いたり、怒鳴ったりするのではなく、

子どもと一緒に課題に向き合い、子どもの自信を育み、

力を伸ばす方法を、ワークショップ形式で学びました。 

 

 

「女性のための悩み相談」 

～無料カウンセリング～ 

毎日の生活の中で、誰にも打ち明けられず、ひとり

で悩んでいることはありませんか？専門の相談員（女

性）がお話をお聞きします。電話予約または直接窓口

までお越しください（予約優先）。 

 

 

 

 

問合せ：市民相談・交流課  

℡042-393-5111(内線 1140・2557) 

受講されたかたの感想 

グループワークをすることで、他のか

たのお話を聞けてとても良かったです。

子育ての悩みを持っているのは、自分だ

けではないと感じられ気が楽になりまし

た。今日から教えていただいたことを実

践したいと思います。 

●毎週火・土曜 10:00～15:00 

●毎月第 1・4 火曜、第 3 金曜 15:00～19:00 

＊祝日・年末年始除く 

 



唐突に質問からスタートしましたが、みなさんは多文化共生って何だか知っていますか？ 聞いたことがある方、

すでにご存知で実践されている方、『何それ？』と思われる方、十人十色かと思います。 

今回は、限りある紙面ではありますが、この『多文化共生』について、出来る限りシンプルにわかりやすく、お

伝えできればと思います。 

 

STEP．1 

●東村山市 ＜ 東京都・・・暮らしている人種は日本人だけではない。 

さて、東村山市にいったい何人の外国人が住んでいるかご存知でしょうか？  

正解は、2,395人（平成 28年 7月現在）です。これは、東村山市の人口 150,854人（平成 28 年 7月現在）に対して、

約 1.6％。 

では、東京都には何人の外国人が住んでいるでしょうか？ 正解は、468,666人（平成 28 年 7月現在）、東京都の

人口は 13,617,445人。（平成 28 年 7月現在）比率は、約 3.4%。東村山市と比べると、倍以上ですね。 

では、日本全体では何人の外国人が住んでいるでしょうか？ 正解は、2,688,288 人（平成 27 年 12 月現在）、日

本の総人口は、127,110,047人（平成 27年 12月現在）。比率は東京都に比べ少し下がり、約 2.1%。 

比率はどうあれ、これだけの数の外国人が東村山市・東京都、ひいては日本国内に住んでいるのです。 

 

STEP．2 

●となりに住んでいるかもしれない外国人、想像してみよう。 

『なんだ、外国人の比率は、1.6%？ じゃあ、自分には関係ないよ。』と思った方、いらっしゃると思います。

関係ないままかもしれないし、明日にも、外国人一家があなたのとなりに引っ越してくるかもしれない。可能性

はゼロではないのです。 

そこで助けになるのが、『共に生きる＝多文化共生』という考え方です。簡単に言うと、さまざまなバックグラウ

ンドを持った人たちが、お互いの文化（生活の流儀や考え方）を知り、理解し、認め、時に歩み寄り、時に一歩

引いて妥協案を模索しながら、お互いハッピーに暮らしていくという考え方です。 

『あれ？ 多文化共生ってそういうこと？ 外国人に限らず、ひと付き合いと同じだ！』、そうです、まさしくそ

うなのです！そこに言葉の壁があって、難しく感じてしまうだけなのです。 

 

STEP. 3に進む前にちょっとひと休み・・・ 

 

 

    

2016年夏… 今年はなんといってもリオ・オリンピックを夏の思い出に挙げられる方も多いのでは 

ないでしょうか？ 12時間の時差で、観戦による寝不足に悩む方もいらっしゃったかと思います。 

次回 2020 年は、いよいよ東京オリンピックです。前回開催から 56年を経た 2 回目の開催。世界各国

から、一流のアスリート・外国人観光客が来日します。今から『共に生きる＝多文化共生』の考え方を知

り、開催国の国民らしく、多様な文化を受け入れられる土壌を作りましょう。 

 

 



STEP. 3 

●言葉の壁、どう克服する？ 

東村山市に暮らす外国人は、中国・韓国・フィリピン・ベトナムの方でほぼ 7～8割を占めています。また、当

市の外国人相談員が扱う言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語）を話さない外国人もいらっしゃいます。そんな時、

有効なのが『やさしい日本語』です。では、やさしい日本語とは何か？ それは、日本語が母語ではない外国の

方にわかるように、簡単でわかりやすい日本語を話すことです。 

たとえば、 

明日の早朝には、大型の台風 5号が首都圏を通過するおそれがあります。 

→→ 明日の朝、大きな台風が、東京に来ます。 

のように、話します。STEP.4では、市民団体の協力のもと、市民の方に参加していただける各種イベントをご

紹介します。 

 

STEP. 4 

●体験してみよう!  

東村山市では、市民団体と協力して、『災害時多言語支援センター立ち上げ研修（2回）』及び『防災まち歩き』、

そして『やさしい日本語をどのように使うのか』という講座を、下記日程で行う予定です。 

また、昨年に引き続き、外国語講座・日本語教室の学習者が披露するスピーチ大会を開催します。 

 

☆災害時の多言語支援センター立ち上げ研修（2回行います） 

 日時：（1回目）平成 28年 10月 3日（月）午後 1時 30分～午後 3時 30分 

    （2回目）平成 28年 10月 18日（火）午後 1時 30分～午後 3時 30分 

会場：（1回目）市民センター 第 1・第 2会議室 （2回目）中央公民館 第三集会室 

講師：高橋伸行氏（全国多文化共生マネージャー協議会理事） 

☆防災まち歩き 

 日時：平成 28年 10月 29日（土）午前 8時 30分～ 

 会場：多文化共生・男女共同参画推進交流室に集合し、危険箇所の確認等をしながら、秋津小まで歩きます。 

 講師：矢野和孝氏（立川防災ボランティアネット理事長） 

 

☆やさしい日本語をどのように使うのか 

 日時：平成 28年 10月 1日（土）午後 1時～午後 4時 30分 

 会場：東村山市役所 北庁舎 1階 第 2会議室 

 定員：50名（応募詳細は、9月 1日市報および東村山市役所ホームページをご確認ください。） 

 講師：土井佳彦氏（NPO 法人多文化共生リソースセンター東海代表理事） 

 

☆交流室フェスタ 語学学習者によるスピーチ大会 

 日時：平成 28年 11月 26日（土）午後 2時～午後 4時 

 会場：市民センター 2階 

 スピーカーは、英語（東村山市国際友好協会）・中国語（東村山市日中友好協会）・韓国/朝鮮語（東村山地球市

民クラブ）・日本語（東村山地球市民クラブ）の学習者です。日頃の成果を披露します。 

  

お問い合わせは、下記まで。 

【お問合せ】市民相談・交流課 多文化共生係 TEL：042-393-5111（代）内線 2558・2559 

 

 


