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〜第１７回とやま国際草の根交流賞表彰式〜
　去る１１月８日、富山県庁３階特別室において、国際交流・協力活動を草の根レベル

で実践している団体、個人を表彰する“とやま国際草の根交流賞”の表彰式が行われ

ました。



第17回とやま国際草の根交流賞受賞者第17回とやま国際草の根交流賞受賞者
【個人】
浦野　康徳 さん
　福岡町日中友好協会の専務理事や富山県日中友好協会の常
任理事として、多くの日中友好交流事業を企画・実施した。
また、越中源多良太鼓保存会会長・名誉会長として太鼓演奏
を通じて日中友好交流親善に努めている。

永山　コニコ さん
　富山県南米協会主催のポルトガル語教室の講師を務め、会
話だけでなくブラジルの文化や習慣なども広く紹介してい
る。また、とやま国際センターなどの相談員として活躍する
など多文化共生に貢献している。

川合　洋三 さん
　井波中学生国際交流協議会長として、オーストラリアとの
友好親善に努めた。また、南砺市中学生国際交流協議会の設
立に尽力、初代会長として市内中学生の海外派遣・受入れ事
業などで国際交流の推進に努めている。

金　和雄 さん
　富山県日韓親善協会の常任理事、副会長として、また、在
日本大韓民国民団富山県地方本部の団長・顧問として、経済、
文化、スポーツなどの交流事業を積極的に推進し、日韓両国
の相互理解と友好に努めている。

黒川　雅皓 さん
　黒川邦楽院理事長として邦楽（琴）の普及推進活動を行う
とともに、富山県芸術文化協会の事務局幹事として、国際交
流事業の企画・運営に携わり、アメリカ公演をはじめ多くの
海外派遣事業に参加し日本の伝統芸能・文化の紹介普及に努
めている。

黒川　真理 さん
　黒川邦楽院長として理事長の黒川雅皓とともに邦楽（琴）
の普及推進に努めている。特に、アジア太平洋こども演劇祭
やモナコ世界演劇祭など多くの海外派遣事業に参加し、日本
の伝統芸能・文化の普及や国際芸術文化交流に努めている。

新村　輝子 さん
　富山市民国際交流協会設立当初から、ボランティアとして
協会運営に尽力するとともに、県内の国際交流団体が参加す
る「国際交流フェスティバル」の企画運営に携わるなど、国
際理解を深める活動に努めている。

中村　正春 さん
　高岡鳩の会の副会長として、また、高岡・錦州市民友好交
流協会会長として、中国錦州市訪問団への参加や高岡への招
待者の積極的な受け入れ、中国錦州市で開催している日本語
弁論大会や日本対中国歌合戦の開催などに尽力している。

水木　正美 さん
　ラオスの子供達の教育環境の改善に役立ちたいと募金活動
やパネル展開催などに取り組むとともに、ラオスへの親善訪
問や、ラオスの高校生のホームスティの受け入れなどで、友
好親善に貢献している。

森岡　元就 さん
　富山県海外移住家族会の理事、副会長として、長年にわた
り会長を支えるとともに、豊富な南米訪問の経験を生かして
南米移住者の留守家族相互の親睦と情報交換に努めている。

【団体】
長者丸・次郎吉研究会
　本研究会は、長者丸漂流民のハワイの事跡を訪ねるツアー
や、ニューヨーク市でのパネル展を開催するなど、幕末の日
本に貴重な海外情報をもたらした次郎吉らの事績を広く紹介
している。

太閤山日本語グループ
　本グループは、ボランティアとして日本人と外国人住民が
日本語学習支援を通じてお互いに学びあう日本語教室を開催
し、日本語学習支援だけでなく外国人住民に地域の生活情報
や災害時の情報提供等を実施するなど、多文化共生の推進に
貢献している。

…………………………………………………………………………………………………………………

国際交流フェスティバル2012

　このフェスティバルは、国際交流・協力団体の活動や様々な異文化を幅広く紹介

し、日本人と在住外国人の交流を図り、多様な異文化に対する理解を深めることを

目的とし、毎年開催されています。ステージでの各国の演奏や舞踊、留学生らが自

国を紹介するブース、世界の民族衣装の試着体験や小物作り体験など様々な催しが

実施され多くの来場者で賑わいました。外国人カラオケ大会では中国出身の渋谷芳

さんが優勝しました。

日時：平成２４年１１月１１日（日）　１０：３０～１７：００ 

場所：富山駅前CiCビル内（１、３、５F）



防災多文化共生教室　－日本語ボランティア・スキルアップ講座－

国際交流人材バンク通訳者セミナー

　東日本大震災における外国人支援活動とその後の取り組みのなかから、「災害時の避難所運営には、避難してきた外

国人も運営の担い手として参加してもらうことが必要」ということが被災地の国際交流協会から報告されています。こ

のことから、当センターでは防災多文化共生教室を開催し、災害時の避難所について知るための研修を行いました。

　１部で実際の被災地、避難所の様子を写真で振り返り、避難所についての基礎知識を学び、日頃から防災に備えてお

くこと、日本人と良い関係をつくっておくこと等の必要性について講師の時氏からの話がありました。

　２部では、静岡県が開発した避難所運営ゲームHUGを用い、外国人住民と日本人が協働で避難所運営するという疑

似体験ワークショップを行いました。

　日本人参加者からは「避難所を利用できないと思っている外国人もいることに驚いた」、「実際に外国の方と一緒に同

じ目的のために作業をするのがとても楽しく有意義でした」などの声が聞かれました。当日は１１カ国からの外国人住民

の参加者がありましたが、「地震があったとき自分がどこにいれば安全なのか、どんな準備をしたらいいのか考えたい」、

「災害時、自分でもできることがあれば力になりたい」などの感想もきかれました。

　オブザーバーとして２部にも参加いただいた時氏から「言語能力や文化背景が違う人達が一緒に避難所運営ゲーム

HUGを行うのはかなり難しいことだと感じましたが、参加する外国人住民が“お客さん”としてではなく、主体的に

避難所の運営に関わることができるようになるためにも、今回の取り組みは意義があることだと思います」との言葉が

ありました。

　とやま国際センターの国際交流人材バンク英語通訳登録

者を対象に通訳者セミナーを開催しました。

　今回は“通訳概論と実践演習”と題して講座を行い、前

半は通訳者の役割について学び、後半はサイトトランス

レーション（頭から訳していく方法）を中心に通訳の実践

演習を行いました。

　講師の新崎先生からは、“通訳者は言葉が通じない人たちの精神的、身体的な命を預かるやりがいのある仕事である”

という説明の後、“動作主を目立たせる英語と目立たせない日本語”といった基本的な英語の日本語の構造の違いを知っ

た上で、サイトトランスレーションの通訳演習を行いました。

　参加者からは「メモの取り方が大変勉強になった」、「通訳の現場の苦労話が面白かった」などの感想がきかれました。

日　時：平成２４年１２月２日（日）　１３：００〜１６：３０

場　所：環日本海交流会館

講　師：１部　避難所ってどんなところ

　　　　　時　光　氏　

　　　　　（特活）多文化共生マネージャー全国協議会事務局長

　　　　２部　災害時の避難所運営を体験する

　　　　　田上　栄子 氏

　　　　　民間日本語教育機関トヤマ・ヤポニカ講師

参加者： ４６人（日本人２７人、外国人１９人)

日時：平成２４年１１月１８日（日）　　

場所：環日本海交流会館

講師：会議・NHK放送通訳者　新崎　隆子 氏



　外国人留学生を対象にした就職活動イベントを開催し
ます。
　前半は国内に就職した留学生OBとの座談会、後半は
県内企業による合同企業説明会です。申込みは不要です。
　是非、ご参加ください！ 

日　時：平成２５年２月２０日（水）１３：００～１６：３０
内　容：１３：００～１４：００　OBとの座談会（全学年対象）
　　　　１４：００～１６：３０　合同企業説明会（平成２５・２６年卒業予定の学生対象）
場　所：富山県民共生センター（サンフォルテ）
お問合せ：OBとの座談会　 富山県国際・日本海政策課　TEL ０７６－４４４－８８７３
　　　　　合同企業説明会　富山県労働雇用課　TEL ０７６－４４４－８８９７

Ｑ．富山で仕事をされているきっかけは何ですか?

Ａ． 日本の「モノづくり」の技術を学ぶため富山大学に入学した事をきっかけに１１

年前、富山にやってきました。富山は自然が豊かで、人々が親切で、安心に暮

らせる町です。さらに、今の職場はモノづくりの現場であり、ベトナムに拠点

があるので、本社とベトナム拠点との架け橋になる仕事をしたく入社しました。

現在、所属している部署では、現場の無駄を取り除いて、効率のよい環境へと

改善していくという仕事をしています

Ｑ．仕事で困ったことはどんなことですか? それをどうやって乗り越えていますか?

Ａ． 日本語のあいまいな表現があり、コミュニケーションを取るとき理解出来なかっ

たり、誤解してミスにつながってしまうことがあります。こういう時に限らず、

常に同僚や上司とコミュニケーションを取り、理解できるよう説明してもらう

ことが大切です。また言葉だけでなくあいまいなルールなどについても積極的

に上司に相談し、明確なルールを提案出来るように努力しています。

Ｑ．富山で働きたい外国人の方にアドバイスをお願いします！

Ａ． 富山は安心して仕事を出来る環境になっているのでお勧めしたいです。グロー

バル化が進んでいる中、富山の多数の企業が海外拠点を展開しています。外国

人の皆さん！仕事を通じて、それぞれのお国と富山との架け橋になるチャンス

なので、ぜひチャンジしましょう。

インタビュー　“富山で働く”　　～富山県で働く外国人の方に聞きます～

外国人留学生向け就職活動イベント

グエン・タン・ダン さん　

出　身：ベトナム　　

勤務先：黒田化学（株）

TOYAMＡで働こう！
　外国人住民の滞在の長期化、定住化の傾向がみられるなか、
富山県で働きたいと考える外国人住民、また既に働いている
外国人住民の数も増えています。
　そんななか、とやま国際センターでは職場で使う日本語だ
けではなく、ビジネスマナーや雇用制度についても学べる“働
く人のニホンゴ”講座を開催しました。

　初回と第２回目は“同僚・上司との会話”と題し、依頼するとき、許可を

求めるときの敬語表現を中心に学びました。社会人として欠かせない“ホウ

レンソウ”（報告・連絡・相談）の中における日本語表現も学びました。

　また“社外の人との会話”と題し、電話のやり取り、伝言、アポイントの

取り方を学びました。さらに後半では、ビジネスメールの書き方、社内の報

告文の書き方なども学習しました。

　また講座４回目は“実践！ビジネスマナー”と題して、吉谷直美氏を講師

としてお招きし、お辞儀、名刺交換、来客応対のマナーなどを学びました。

　第８回目には社会保険労務士の森眞弓氏からは雇用契約の注意点、労働保

険・社会保険制度や育児・介護休暇など働く人のルールや制度についての説

明があり、個別に質問する人が多数ありました。

　最終回では、日本人の会社員、外国人の会社員をゲストに迎え、～気持ち

よく働くために～と題しワークショップを行いました。「仕事で大事にしてい

ることは何ですか？」という受講者からの質問に「コミュニケ―ションです。

挨拶を大事にしています。」とゲストが答えていたのが印象的でした。

講 座 内 容

日　時 テ　ー　マ

５月２０日（日） 同僚・上司との会話（１）依頼、許可など

６月３日（日） 同僚・上司との会話（２）報告・連絡・相談など

６月１７日（日） 社外の人との会話（１）電話の会話

７月１日（日） 実践！ ビジネスマナー

７月２９日（日） 社外の人との会話（１）伝言、アポイントをとるなど

８月１９日（日） メール・報告文を書こう（１)

９月２日（日） メール・報告文を書こう（２)

９月３０日（日） 日本の雇用制度、知ってますか？

１０月２１日（日） ワークショップ～気持ちよく働くために～

宮崎　克英 さん（班長）

　ダンさんはとても礼儀正しく、いつも明るく挨拶をしてくれます。社内で

も、自分から積極的に話しかけてコミュニケーションを取っている姿がよく

見られ、どの部署の人とでもすぐに仲良くなります。仕事においては大変な

努力家です。理解出来ないことがあれば自分で調べたり上司・先輩方に聴い

たりして、とことん理解しようとします。また、社内でベトナム語の勉強会

があるのですが、その際には自ら講師となってベトナムの言語や文化を伝え

ています。今後は、富山－ベトナム間をはじめとする海外拠点との架け橋と

なって、ますますグローバルに活躍してくれることを期待しています。

先輩から一言



　外国人留学生を対象にした就職活動イベントを開催し
ます。
　前半は国内に就職した留学生OBとの座談会、後半は
県内企業による合同企業説明会です。申込みは不要です。
　是非、ご参加ください！ 

日　時：平成２５年２月２０日（水）１３：００～１６：３０
内　容：１３：００～１４：００　OBとの座談会（全学年対象）
　　　　１４：００～１６：３０　合同企業説明会（平成２５・２６年卒業予定の学生対象）
場　所：富山県民共生センター（サンフォルテ）
お問合せ：OBとの座談会　 富山県国際・日本海政策課　TEL ０７６－４４４－８８７３
　　　　　合同企業説明会　富山県労働雇用課　TEL ０７６－４４４－８８９７

　富山県内で就職を希望する外国人
留学生にお薦めのウェブサイトで
す。登録すると日本特有の就職活動
スケジュールや、企業・業界分析、
面接マナーなど必要な情報を得るこ
とができ、就職カウンセリング（英語
でもOK）も受けることができます。
（サイト言語：日本語、英語）
https://job.axol.jp/１４/s/toyama-syukatsu/mypage/login
お問合せ：富山県国際･日本海政策課　TEL ０７６－４４４－８８７３

Ｑ．富山で仕事をされているきっかけは何ですか?

Ａ． 日本の「モノづくり」の技術を学ぶため富山大学に入学した事をきっかけに１１

年前、富山にやってきました。富山は自然が豊かで、人々が親切で、安心に暮

らせる町です。さらに、今の職場はモノづくりの現場であり、ベトナムに拠点

があるので、本社とベトナム拠点との架け橋になる仕事をしたく入社しました。

現在、所属している部署では、現場の無駄を取り除いて、効率のよい環境へと

改善していくという仕事をしています

Ｑ．仕事で困ったことはどんなことですか? それをどうやって乗り越えていますか?

Ａ． 日本語のあいまいな表現があり、コミュニケーションを取るとき理解出来なかっ

たり、誤解してミスにつながってしまうことがあります。こういう時に限らず、

常に同僚や上司とコミュニケーションを取り、理解できるよう説明してもらう

ことが大切です。また言葉だけでなくあいまいなルールなどについても積極的

に上司に相談し、明確なルールを提案出来るように努力しています。

Ｑ．富山で働きたい外国人の方にアドバイスをお願いします！

Ａ． 富山は安心して仕事を出来る環境になっているのでお勧めしたいです。グロー

バル化が進んでいる中、富山の多数の企業が海外拠点を展開しています。外国

人の皆さん！仕事を通じて、それぞれのお国と富山との架け橋になるチャンス

なので、ぜひチャンジしましょう。

インタビュー　“富山で働く”　　～富山県で働く外国人の方に聞きます～

外国人留学生向け就職活動イベント TOYAMA Shu-Katsu. 
　　　　　　　　backup site

グエン・タン・ダン さん　

出　身：ベトナム　　

勤務先：黒田化学（株）

宮崎　克英 さん（班長）

　ダンさんはとても礼儀正しく、いつも明るく挨拶をしてくれます。社内で

も、自分から積極的に話しかけてコミュニケーションを取っている姿がよく

見られ、どの部署の人とでもすぐに仲良くなります。仕事においては大変な

努力家です。理解出来ないことがあれば自分で調べたり上司・先輩方に聴い

たりして、とことん理解しようとします。また、社内でベトナム語の勉強会

があるのですが、その際には自ら講師となってベトナムの言語や文化を伝え

ています。今後は、富山－ベトナム間をはじめとする海外拠点との架け橋と

なって、ますますグローバルに活躍してくれることを期待しています。

Ｑ．富山で仕事をされているきっかけは何ですか? 

Ａ． 結婚を機に富山に来て２１年です。長い間販売の仕事をしていましたが、ある人

から誘われて今の介護の仕事をはじめて５年になります。富山は私の故郷と似

ていて静かで住みやすく食べ物がおいしいです。みんなが法律を守っていて安

心して住める社会です。

Ｑ．仕事で困ったことはどんなことですか? それをどうやって乗り越えていますか?

Ａ． やはり言葉だと思います。話すだけではなくて、報告書など書くことも多く求

められ、専門用語が多いです。また命に関わる仕事をしていますので、間違い

がないように、分からない言葉はよく確認します。毎日が本当に勉強です。職

場の方にも「頑張っているので応援してあげたい」と厳しく、そして優しく指

導してもらっています。感謝しています。デイサービスの利用者の方は、自分

が外国人ということは関係なく、世話をしてくれる人には「ありがとう」と声

をかけてくれます。それが励みになりこの仕事を続けているんだと思います。

Ｑ．富山で働きたい外国人の方にアドバイスをお願いします！

Ａ． 私は職場で１人しかいないフィリピン人なんですが、職場ではなるべく日本語

を使うように心がけたほうがいいと思います。最初のうちは言葉に慣れるのに

時間がかかり、次は文化に慣れるのにも時間がかかります。分からない事は職

場の方に素直に聞くことが大事だと思います。日本社会では相手の事を考えて

物を言う言葉の使い方が大事だと思います。One for all, all for one.の精神が

大事です！

長谷川 クレスリンダ さん

出　身：フィリピン　 　　　　　　　

勤務先：社会福祉法人 新川老人福祉会

澤田　美津子 さん（生活相談員）

　長谷川さんは入社５年目ですが、とても明るく優しくて、時には得意の踊

りも披露してくれるため、利用者さんからは“リサ”と呼ばれて人気者です。

仕事でもとても熱心で頑張り屋さんです。現在介護福祉士の資格取得のため

勉強中ですが、福祉の難しい専門用語も読み書きできるようになりました。

日本が大好きで、お年寄りが大好きなリサはこれからもみんなから可愛がら

れる介護士になると期待しています。

先輩から一言

アクセス
してみよう！



　西アフリカ、セネガルの古都サンルイ。観光地であるサンルイ島は

街並みがまるで昔のヨーロッパのように整っていますが、川の対岸は

風景が一変し、人や小舟や民家がごったがえしています。セネガル一

の出生率と人口密度を誇るこの漁村が、私の活動地であるゲンダール

地区です。

　私が配属されているのはゲンダール地区評議会で、ゲンダール地区

の地域住民とともに生活の向上をはかる活動を行います。私は女性た

ちの収入向上のために、ビーズ細工を教えて、その商品の販路開拓に

取り組んでいます。

　今は裁縫教室に通っている１０代の少女約３０名にビーズ細工を教えて

います。出席を取るためにノートに名前を書いてもらうのですが、自

分の名前が書けない子が何人かいます。その中の一人ビントゥちゃん

はいつも１時間くらい遅れてきます。遅刻すると、みんなと一緒に講

習を受けさせることができないので、いつも横で見ているだけになっ

てしまいます。残念そうにしているので「もうちょっと早く来れたら一緒にできるんだよ」というと、「家の手伝いや、

コーラン学校（イスラム教のコーランを習う学校）があるから、早くは来れない」と言いました。ビントゥちゃんだけ

でなく、ほかの子も少し終わる時間が遅くなりそうなときは、晩御飯の支度をしなければいけないと言って、早く帰り

たがります。小さいうちから家の手伝いをよくするセネガルの子どもたちにはいつも感心してしまいます。でも裁縫教

室にいるときに、同年代の友達と集まって楽しそうにおしゃべりをしながら作品を作る姿は、１０代の少女らしいと感じ

ます。

　こういう時間を彼女たちと共有しているときが、セネガルに来て一番良かったなと思えるときです。私が帰国した後

に、今私が教えていることが、収入を得る手段として彼女たちの生活に生かされるかはわかりません。彼女たちが活動

を続けていけるように、販路の開拓や、組織づくりをすることが、残り半年の課題です。

今回はセネガル共和国から届いた青年海外協力隊　杉坂　瑠利 さんからのお便りをご紹介します。

開発教育教材体験フェスタ開催!
　開発教育・国際理解教育は、参加型の学びを通して地球上で起こっている様々な問題や世界と自分たちとのつなが

りを理解し、自分に何が出来るのかを考え行動することによって、より良い社会づくりを目指しています。

　今回は、世界と私たちとのつながりを学ぶ教材や、楽しく、深く学ぶ場をつくるために欠かせない基本アクティビティ

を、短時間でたくさん体験していただくことを目的としたプログラムです。ぜひご参加下さい。

日　　時：平成２５年２月３日（日）１０：００～１６：３０

会　　場：富山県総合福祉会館サンシップとやま

主　　催：独立行政法人国際協力機構北陸支部（JICA北陸）

問合せ先：独立行政法人国際協力機構 北陸支部　

　　　　　開発教育支援事業担当：山口泰範

　　　　　E-mail：Yamaguchi-Yasunori@jica.go.jp　　

　　　　　TEL：０７６－２３３－５９３１　　FAX：０７６－２３３－５９５９

申込締切：平成２５年１月２８日（月）必着

　（公財）とやま国際センターでは国際理解教育のための教材、世界各国の民族衣装、遊具、国旗などの貸出し、
ユニセフビデオライブラリーも設置しています。また、TIC国際理解出前講座で講師派遣も行っています。
　詳細につきましては当センターホームページをご覧ください。http://www.tic-toyama.or.jp/

杉坂　瑠利さん 
派 遣 国：セネガル共和国
職　　種：村落開発普及員
派遣期間：平成23年6月～平成25年6月
配 属 先：ゲンダール地区評議会



〜平成24年度外国人住民エッセイコンテスト入選作品より〜

　富山県民とオーストラリア国民との相互理解を深め、両国の友好親善関係を

促進する事を目的として、１９８２年に富山日豪協会を設立、その後ニュージーラ

ンド国民とも同様の目的を遂行するため１９８７年に協会の名称を富山日豪ニュー

ジーランド協会と改め、現在に至ります。

　昨年、創立３０周年を迎えた協会は、８月２０日に、オーストラリア、ニュージー

ランドの両大使を迎え、記念式典を行いました。あわせて第１回交換留学生の

浜四津菊枝氏(ノーザンイリノイ大助教授)の講演も行いました。

　また９月２０日～２７日には記念オーストラリアツアーを行い、１６名が参加し

ました。ニューサウスウェールズ州カウラ市では、南半球最大規模といわれる

カウラ日本庭園での桜まつりを見学し、戦没者慰霊式に参列しました。カウラ

は日本兵捕虜脱走事件があった場所として知られますが、戦後はオーストラリ

アと日本の友好の象徴的な場所となっています。日本人墓地を豪州軍人基地と

並んで分け隔てなくきれいに管理しているカウラ市民の温情に参加者はみな深

く感動していました。

こんな“国際交流”やっています！
　富山日豪ニュージーランド協会創立30周年記念行事

富山日豪ニュージーランド協会（富山市)

【優秀賞】　

　　外国人から見た富山
　リチャード メドハースト（イギリス出身)　射水市国際交流員

　私はイギリス人ですが、初めて富山県に来たとき「懐かしい！」と何度も思いました。

というのは千葉県に３年間住んでいて、３年間日本を離れ、そして日本に戻ってきたから

です。黒いかわらのある家と枝のゆがんだ松の木など日本らしい景色を見て、千葉県での

日々を思い出しました。やはり外国人から見ると富山県と千葉県には共通点が多いと思います。しかし、ここで生活を

しているうちに、富山県の独特な雰囲気を感じるようになりました。

　県の名前にある「山」はもちろん特徴のひとつです。立山はイギリスの最高峰より倍以上高い山です。バスやロープ

ウェイで行く立山黒部アルペンルートから見る立山はすばらしい景色でした。今年５月に雪の壁を見るために再び立山

に行きました。壁は信じられないくらいの高さだったので、雪かきは大変だろうと思いました。

　五箇山ときれいな合掌造りの屋根を忘れてはいけません。一度両親が富山にきました。何回もでる「山」の意味と漢

字は日本語ができない両親でもすぐに覚えることができました。

　富山県には山だけでなく、海と川もあります。個人的には海と川のほうが好きです。今住んでいる射水市の海の近く

にある内川周辺が特に好きです。係留中の小さな舟と橋によりまるで絵のようです。内川に沿って歩くと、故郷イギリ

スのきれいな運河を思い出します。木造の建物から港の昔の様子を想像することができます。観光客がほとんどいない

穴場なので、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

　富山県の空も好きです。夜空を飾る星と月に感動します。暑い夏の夜、ちょっと家からでかけると、田んぼの上に美

しい月を見ることができます。

　富山県はいろいろな美に恵まれています。将来どこで暮らしても、富山県はずっと記憶に残る、そんなところです。

～TICから助成した事業をご紹介します～

ミラー駐日オーストラリア大使（左）とシンク
レア駐日ニュージーランド大使（右）を迎えて
の記念式典

カウラ戦没者慰霊式の様子



TICからのお知らせ

〜材料〜

金時豆………………250g
ジャガイモ……… 4～6個
ニンジン…………… 1個
生クリーム……… 200ml
小麦粉……大さじ3～4杯
酢…………………… 適量
砂糖………………… 適量
塩…………………… 適量
パプリカ(粉末）……… 適量
バター……………… 適量
パセリなど………… 適量

Aスパイス
　ローリエ……… 4～6枚
　オールスパイス… 4ケ
　コショウ………… 4ケ

　チェコの伝統的な豆スープです。昔、聖ヒエロニムスが体がかゆくなるといって豆
スープを修道院で出すことを禁じたそうですが、実のところ豆には亜鉛がたくさん含
まれていて生殖器官等の発達には欠かせない栄養素です。バゲットやトーストと一緒
に召し上がれ! 

〜作り方〜
１．豆を洗い水に１２時間以上浸す。

２．豆を再度洗い鍋に入れ、かぶるくらいの水を入れ、Ａのスパイスをティー

バッグに入れたものと一緒に６０～９０分煮る。

　＊豆は柔らかくなる程度に。煮すぎないこと。

３．さいの目に切ったジャガイモとニンジンを鍋に加える。

塩を適量加え、柔らかくなるまで煮る。

４．ボールに生クリーム、酢、砂糖を加え泡立てる。鍋のスー

プを大さじ３～４杯そこに加え混ぜ、混ざったら鍋のスー

プに戻し全体を混ぜる。

５．ボールに少量の水をいれ、小麦粉をふるい

にかけながら溶く。

６．５をスープに入れて混ぜ、５分ほど煮る。

７．パプリカを溶かしバターと混ぜ、よそった

スープの上にかけるとより美味しいです。パ

セリや緑のハーブをのせるときれいです。

これからの行事予定
日本海学シンポジウム
１月１９日（土）１３：３０～１７：００　北日本新聞ホール
テーマ「自然観から捉える、森・里・海」
基調講演　講師：宗教学者　山折哲雄 氏
　　「海やまのあいだ　～意識の三層構造～」
パネルディスカッション
　　テーマ「森・里・海の自然観がつくる生活文化」
　　コーディネーター　米原　寛　富山県立山博物館長
　　パネリスト　　　田中　克　京都大学名誉教授
　　　　　　　　　　布村　昇　前富山県生物学会長
　　　　　　　　　　佐伯安一　元砺波郷土資料館館長

日本海学講座
２月２３日（土）１４：００～１５：３０  
高岡市生涯学習センター研修室５０３ 
「交流するアジア」
講師：富山大学極東地域研究センター教授　今村弘子 氏

JET世界まつり2013
２月２３日（土）　１２：００～１６：００
黒部市国際文化センター(コラーレ) 
ステージアトラクション、
出身国紹介ブース、キッズコーナー

外国人旅行客おもてなし出前講座
講座内容： 外国人旅行客との挨拶、簡単な会話、文化・

習慣等を学びます。
対象国等：中国、韓国、ロシア、台湾等
対　　象： 県内の旅館、飲食・土産店、交通・観光関係

者等
～お気軽にお問合せください!～ 

環日本海交流会館 新着図書のご案内
〜新しく図書が入りました! 〜

パターン別徹底ドリル　日本語能力試験N１～N４

英語リスニング・クリニック 

最強の英語リスニング・実践ドリル

日本案内 ロシア語ガイドテキスト

ロシア語通訳教本

日中・中日通訳トレーニングブックCD付

中国語通訳講座 基礎編 

医療通訳入門

現場ですぐに役立つ！
　看護・医療スタッフの英語（CD付）

実例による英文診断書・
　　　　　　医療書類の書き方

（公財）とやま国際センター賛助会員募集及び
寄付のお願い

公益財団法人とやま国際センターは、民間レベル
の国際交流、国際協力を推進するため、様々な事
業に取り組んでいます。TICの事業にご支援いただ
ける賛助会員の方を募集しています。
　　　年会費（１口）個人会員　３，０００円　
　　　　　　　　　　団体会員　３０，０００円
また、財政基盤の充実を図るため、寄付について
もよろしくお願い申し上げます。

Fazolová polévka od babičky Soňi
ソニア婆ちゃんの豆スープ

作ってみよう！チェコ料理
チェコ出身 
　ラドカ・ミレロヴァさん

　お薦め料理！
Fazolová polévka od babičky Soňi

ソニア婆ちゃんの豆スープ

1回60分
無料で派遣!


