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〜インド映画が富山に上陸！〜
　４月にインド映画の富山ロケが行われました。五箇山、新湊大橋等、富山のお馴染

みの名所をバックに繰り広げられるロマンティックラブコメディ。日本での封切りが

待たれます！

インド映画 “Work like Fire Kumaru”収録の模様（菅沼集落にて）



平成25年度国際交流・協力、多文化共生担当市町村課長等会議

外国人のための日本語ボランティア養成講座

日時：平成２５年６月７日（金）　

場所：環日本海交流会館

日時：平成２５年６月４日（火）～８月６日（火） 

　　　毎木曜日　　全１０回　１８：３０～２０：３０

会場：環日本海交流会館

　富山県内の市町村、国際交流協会の連携と、国際交流・協力、

多文化共生事業の促進を目的に富山県、国際協力機構（JICA）

北陸支部ととやま国際センターが共催で開催しています。

　富山県からは平成２５年度の県国際・日本海政策課所管事業の

概要と多文化共生関連事業等について、当センターからは、市

町村と連携して進めている事業を中心に、新規事業の災害時の外国人支援のための防災訓練事業など今年度の新規事業

について説明しました。国際講協力機構北陸支部からは市民参加協力事業などJICAが進めている国際協力事業につい

ての説明があり、富山県内の国際交流を担当している市町村、国際交流協会と情報交換を行いました。

　平成１０年度から開催した日本語ボランティア養成講座は今年で１６

回目となります。その間、講座の内容も日本語の文法・文型中心の

教え方から地域や生活に密着した話題や会話を交わすことで外国人

住民の日本語を充実させていく方法へと変化してきました。この方

法は、教える人＝日本人、教えられる人＝外国人という関係ではな

い双方向の学びということを大切に考えています。同じ地域に暮らす外国人参加者と日本人参加者が共に学びあい、人

間関係を築く中で日本語の運用能力の向上を図ろうとするものです。

　そのために、この講座では

　・相手を理解したいと思う気持ちや伴走者として相手に寄り添う気持ちの大切さ

　・対話を行う力（相手の話をよく聴く、話を引き出す、自分の話を相手に伝える、話題を広げて話す。）

　など「日本語学習支援」に必要なことを学びます。

　初回の講座では、それぞれの外国語習得の体験から、ことばが上達するために必要なこととして、「伝えようとする

意思」「聞こうとする姿勢」「お互いを理解しあおうとする態度」「教えようとすると上から目線になるので、わかりや

すい言い方でコミュニケーションをとる方がいい。」などという意見が出てきました。

　相手の外国人の日本語が十分でなくても、気持ちよく会話を継続させていくことができる力が外国人住民の日本語支

援には必要です。そのことを講座の初めに参加者同志で共有することができ、よいスタートをきることができました。



　みなさん、はじめまして。私は遼寧省の瀋陽市から参りました、馮悦と申します。

富山県と遼寧省は１９８４年に友好県省を締結して以来、幅広い分野で交流を行っておりま

す。富山の素晴らしい自然風景にずっと憧れていたので、今年、国際交流員として勤

務をさせていただくことになり、本当にうれしいです。

　瀋陽市は平地ですので、山がほとんどありません。４月１２日に、富山に到着した時、

雄大で素晴らしい立山がすぐ好きになりました。また、富山の人々がみんな親切にして

くれて、本当に感動しました。そして、今後、富山の力になりたいと思っています。富

山の美しい自然風景をもっと多くの中国人に知ってもらい、富山へ来てくれるよう、また、両県省の絆をさらに強くし、揺

るぎない友好関係を築き、ともに発展していけるよう一生懸命に頑張りたいと思っています。どうぞ、よろしくお願いします。

　みなさん、你好（ニイハウ）！李穎と申します。名字の漢字がなかなか難しくて読め

ないかもしれませんが、発音的には日本人の女性も多用する名前で親しみやすいとよく

言われます。みなさん、どうぞお気軽に「リエイ」と呼び捨てにしてください。

　上海市政府から富山県に派遣され、国際交流員として仕事をさせていただけることが

嬉しくて仕方がありません。大都会で生まれ、ビルの森に住んできて、なかなか大自然

と接する機会がありませんでした。上海に居た時、地下鉄の看板で「北陸の春」という

ポスターを見たことがあります。富山に来て、あの高さ２０メートルの雪の壁は立山黒部

アルペンルートの名所だと初めて知りました。一つの県で海から山までの景色を堪能できるなんて、これ以上理想的な住み

処がないと感銘を受けました。平和で豊かな別天地の町で、ここは「桃源郷」ではないかとさえ思いました。

　私はこれから出来る限り富山の豊かさ、雄大さそしてゆかりのある点を掘り出して、より多くの中国人に紹介し、富山県

へ観光に来てもらいたいと思っています。そのため、お互いにいいところを取り入れて、多文化共生のために信頼関係を築

き、交流を深めるように一所懸命に頑張りたいと思います。みなさんとイベントや語学講座などで出会えることを心から期

待しています。よろしくお願いします。

　私が初めて富山に来たのは２００５年の４月でした。その時桜が咲いていて、富山に一目

惚れをしました。富山大学に１年間の短期留学をしたのですが、「また富山に戻る！」

と自分の心の中で決めました。２００８年８月に国際交流員として富山に戻り、幸せで胸が

いっぱいでした。

　この５年間、仕事で貴重な経験を重ね、翻訳・通訳の技を磨きました。学校訪問の際、

ロシアを紹介し、授業の終わりに「ロシアは良いところだ。行ってみたい！」と言われ

るのが一番嬉しくて、一番やりがいを感じた時だったと思います。そして、ロシア語を

教え、イベントに参加させてもらったのもとても楽しく良い経験になりました。仕事の面だけでなく、プライベートでも素

敵な思い出を沢山作りました。車での旅行が好きで、九州、四国まで行きました。日本の様々な地方文化の勉強も出来て、

嬉しいです。

　富山は自然が豊かで住みやすい場所で、県民の皆さんはとてもフレンドリーで親しみやすいので、富山を２番目の故郷の

ように思っています。私が出会った皆さんのお陰でこの５年間は、人生で一番幸せな時期の一つになりました。皆さんに心

から感謝しています。機会があれば、是非私の出身ウラジオストクにもいらして下さい。富山県と沿海地方の友好交流がよ

り一層促進しますように心から願っていますし、自分もそのためにできるだけ頑張りたいと思います。

シェルバチュク アナスタシア さん（ロシア）

　馮
ひょう

　悦
えつ

 さん（中国）

李
り

　穎
えい

 さん（中国）

国際交流員よりご挨拶！

離任挨拶

着任挨拶



深まる富山との交流

インド ～多様性と可能性に満ちた国～

プチャラパリ スリニワスル レッディ さん

　富山の皆さん、こんにちは。わたしは富山に１１年住んでいました。日本に足かけ１５年滞在した後、２０１３年５月よりアーンドラ・プラデーシュ州の

ハイデラパードに戻ってきました。今は環境コンサルタントとして土壌・地下水の浄化に主に取り組んでいます。今でも前にいた富山の会社のコン

サルタントをしていますので、富山とは結びつきがあります。

　ハイデラバードはインドで４番目に人口の多い都市で、この州では、鉱物産業、農業・農産品加工業、IT、バイオ技術、エンジニアリング、自動車・

自動車部品製造、繊維、宝石類の生産が主たる産業です。ハイデラバードはインドの製薬会社の中心地ともいえる所で、そういった点では富山と似

ています。また２００８年にできた新空港ハイデラバード国際空港はインドでもナンバー１とされています。またハイデラバードではメトロの建設が進

んでいて、これが完成すれば通勤状況が一層改善されることでしょう。インフラにはまだ問題があります。大気汚染や、水質汚染はインドではまだ

ごく普通のことですが、日本から戻ったばかりの私には適応するのに時間がかかりました。

　インドで一番暑いのは５月です。その頃、学校は休みに入ります。６月の初めにモンスーンが雨をもたらすようになると気温が下がり、学校がスタートします。私には娘が２人いますが、

英語がほとんど喋れなかったので最初は大変でした。インドには様々な種類の学校があります。国のシラバスにのっとった学校、州レベルのもの、インターナショナル・スクールなどです。

　富山とインドの相互経済発展の可能性は大きいと思います。日本には世界先端の技術があり、インドには若い人材と市場があります。ハイデラバードやバンガロールなどの南インドで

はIT化が進み人々の生活はめまぐるしく変化しています。ハイデラバードに在住する日本人家族とこの間話しましたが、ここにも日本人が結構住んでいるようです。日系企業のインドへ

の進出は進んでおり２０１３年は１０００社を超えると言われています。またアーンドラ・プラデーシュ州にはインド全土の日本企業約２０００事業所のうち、約１００事業所があります。富山の企業

が生産拠点等をインドにもってくることはお互いの市場に非常にメリットがあると思います。

　先日富山でロケのあった映画は私の住む州の言語テルグ語では“Something Something”というタイトルで封切られます。予告編を見ましたが、富山の世界遺産、五箇山や立山、

新湊の景色がいっぱいでとても嬉しかったです。今回富山の皆さんにこういう形でメッセージをお届けできることを嬉しく思います。これからもインドと富山の交流がさらに深まり発展

していくことを願っています。

　12億の人々が暮らし、近い将来には中国を抜いて世界一の人口を抱えると言われるインド。古代か
ら世界の文明を文化先進国としてリードしてきた。植民地支配の後、1947年に独立を勝ち取り、貧困
問題などを抱えながらも、IT等の分野では世界の先端を行く。
　民族、言語、宗教など多様性に富んだ国インド、その世界に迫ります!

　富山県からインドには既にYKK、不二越、コマツNTCなど１３社２６事業所が進出しています。

２０１１年には富山インド協会が設立され、２０１２年１２月には富山インド協会と北日本新聞社のインド

経済文化視察団、また県のタイ・インド経済訪問団も途中合流してインド訪問が行われました。

２０１３年２月には富山県薬業連合会が訪問団を派遣し、インドの製薬企業の視察や商談を行いまし

た。また４月にはインド映画の富山ロケが行われました。

　さる６月３日にはインド薬業セミナーの開催、またディーパ・ゴパラン・ワドワ駐日インド大

使が知事表敬し、富山インド協会主催の特別講演会において「インド

における日本企業のビジネスチャンス」と題し講演されました。

　大使は日印包括的連携協定、デリー・ムンバイ間産業大動脈構想、

インド国家製造業政策、エレクトロニクス分野、薬業分野の５つの観

点から富山とインドの相互経済発展の可能性について語り、富山県企

業の進出を歓迎し、両国のさらなる交流の発展に期待すると締めくく

られました。

インドのスパイスはインド文化さながらに多様

インドの基本情報
首都：ニューデリー
面積：328万7,263km²
人口：12億1千万人

ワドワ大使

インドからのメッセージ



“こんなこと知ってる? インド”

インド ～多様性と可能性に満ちた国～

プチャラパリ スリニワスル レッディ さん

　富山の皆さん、こんにちは。わたしは富山に１１年住んでいました。日本に足かけ１５年滞在した後、２０１３年５月よりアーンドラ・プラデーシュ州の

ハイデラパードに戻ってきました。今は環境コンサルタントとして土壌・地下水の浄化に主に取り組んでいます。今でも前にいた富山の会社のコン

サルタントをしていますので、富山とは結びつきがあります。

　ハイデラバードはインドで４番目に人口の多い都市で、この州では、鉱物産業、農業・農産品加工業、IT、バイオ技術、エンジニアリング、自動車・

自動車部品製造、繊維、宝石類の生産が主たる産業です。ハイデラバードはインドの製薬会社の中心地ともいえる所で、そういった点では富山と似

ています。また２００８年にできた新空港ハイデラバード国際空港はインドでもナンバー１とされています。またハイデラバードではメトロの建設が進

んでいて、これが完成すれば通勤状況が一層改善されることでしょう。インフラにはまだ問題があります。大気汚染や、水質汚染はインドではまだ

ごく普通のことですが、日本から戻ったばかりの私には適応するのに時間がかかりました。

　インドで一番暑いのは５月です。その頃、学校は休みに入ります。６月の初めにモンスーンが雨をもたらすようになると気温が下がり、学校がスタートします。私には娘が２人いますが、

英語がほとんど喋れなかったので最初は大変でした。インドには様々な種類の学校があります。国のシラバスにのっとった学校、州レベルのもの、インターナショナル・スクールなどです。

　富山とインドの相互経済発展の可能性は大きいと思います。日本には世界先端の技術があり、インドには若い人材と市場があります。ハイデラバードやバンガロールなどの南インドで

はIT化が進み人々の生活はめまぐるしく変化しています。ハイデラバードに在住する日本人家族とこの間話しましたが、ここにも日本人が結構住んでいるようです。日系企業のインドへ

の進出は進んでおり２０１３年は１０００社を超えると言われています。またアーンドラ・プラデーシュ州にはインド全土の日本企業約２０００事業所のうち、約１００事業所があります。富山の企業

が生産拠点等をインドにもってくることはお互いの市場に非常にメリットがあると思います。

　先日富山でロケのあった映画は私の住む州の言語テルグ語では“Something Something”というタイトルで封切られます。予告編を見ましたが、富山の世界遺産、五箇山や立山、

新湊の景色がいっぱいでとても嬉しかったです。今回富山の皆さんにこういう形でメッセージをお届けできることを嬉しく思います。これからもインドと富山の交流がさらに深まり発展

していくことを願っています。

　12億の人々が暮らし、近い将来には中国を抜いて世界一の人口を抱えると言われるインド。古代か
ら世界の文明を文化先進国としてリードしてきた。植民地支配の後、1947年に独立を勝ち取り、貧困
問題などを抱えながらも、IT等の分野では世界の先端を行く。
　民族、言語、宗教など多様性に富んだ国インド、その世界に迫ります!

・最も古い木綿栽培の痕跡は約７０００年前のインダス文明によるものとされる。

・マウリヤ朝チャンドラグプタは常に７００人の女性ボディガードに囲まれていた

という。女性のほうが信用がおけるからとのこと。

・チェス発祥の地はインド。チェスの語源はサンスクリット語のチャトランガ。

意味は４つの要素という意味で、像、馬、車、歩兵を表すとされる。

・世界で初めての美容整形に関する記述は古代インドのサンスクリット語の書物

にみられる。

・インド人は算法、三角法、代数、ゼロの概念などを発明した。１０進法も紀元前

１００年頃に発明された。

・インドはヒンズー教、仏教、ジャイナ教、シーク教等の

発祥の地である。

・ラダックにあるベイリー橋は世界で最も高い場所にある

橋でヒマラヤ山脈のドラス川とスル川の間にかかってい

る。標高は５，６０２ｍでインド陸軍によってつくられた。

・インドでは葬式には黒ではなく白い服を来る。

・右手で食べることがマナーで、食べ物を粗末にするのは

罪とされる。

・インドの道路網は世界第三位の１．９百万マイルに及び、鉄道網は世界第二位の

規模をもち、鉄道関係で従事する人は１６００万人という。

・英語とヒンディー語が公用語であるが政府が認めている言語は他に１７ある。加

えて１６５２の方言がある。

・インドの国果はマンゴー、そして国鳥はクジャク。クジャクは食用に繁殖された。

・イギリスからもたらされたクリケットは今やインドで

は一番人気のスポーツ。

・国名のインドは、サンスクリット語のsindhu、川を意

味する言葉からきている。

・マハトマ・ガンディーのマトハマとは“偉大なる魂”の

意味。ガンディーの誕生日１０月２日はインドでは祝日。

・インドの最も大きい都市はムンバイで市域人口は約

１３００万人。

・インドは年間制作本数、映画館観客総数も世界一多い

映画大国。

・インド人の約８０％はヒンドゥー教。次に多いのはイスラム教の１３．４％で、イ

スラム教の人口はインドネシア、パキスタンに次いで世界で三番目に多い。

・サン・マイクロシステムズ社の共同創設者ビノッド・コースラ、Pentiumチッ

プの開発者ビノッド・ダム、Hotmailの開発者・設立者のサビール・バティア、

ヒューレットパッカードのジェネラル・マネジャーのラジブ・グプタはインド

人である。

・米国では全医師の２０％、英国では４０％がインド人であ

る。

・ベンガル虎は国の動物だが今では生息しているのは

４０００頭のみ。

・インドはインゲンマメやひよこ豆などの乾燥豆の生産

が世界一。バナナの輸出も世界一。

・１００万人以上の人が１００万長者といわれているが、依然

としてたくさんの人が一日２ドル以下で生活している。

３５％の人が貧困ラインより下のレベルの生活。

インドのスパイスはインド文化さながらに多様

インドにまつわる面白い事実。あなたはご存じでしたか?

シーク教徒

ビノッド・ダム氏

クリケットナショナ
ルチームキャプテンの
ドーニ選手

街のシンボル、チャール・ミナール
ウルドゥ語で4つの塔を意味する



　「インド洋の真珠」と称されるモルディブ共和国はインドの南に浮かぶ島

国です。サンゴ礁でできた白い砂浜、青く透き通った海を持つこの国は、

リゾートとして有名なのでご存じの方も多いと思います。

　その土地も特徴的です。地表面積は３００km2（淡路島の約半分）で、それ

が１，１９０もの島に分かれていています。これらのうち、人が住んでいる島は

約２００島です。そのため各島がとても小さく、全国民の３分の１にもなる約

１０万人もの人が住んでいる首都のマレは１．７km2の小さな島で、その人口密

度は世界一だと言われています。また、最高海抜が２．４ｍ、平均海抜が１．５

ｍと世界一低く、海面が１ｍ上昇すると国土の８０％が失われるといわれて

います。標高差がないため国内の気候の差はなく、国土全体が熱帯モンスー

ン気候地域に属しています。赤道近くにあるため、その日差しは痛みを感

じるほど強く、日中は地元の人でもあまり外に出ません。

　私が活動しているのは、首都マレから南に約４００kmのところにあるホー

ンデッドゥー島というところで、島の大きさは縦幅が２．５km、横幅が４５０ｍ

程度、人口は１，２００人です。私の配属先は、地域振興を行う地元NGOです。

私の活動は、地元農民へのワークショップや巡回を通しての野菜栽培の指導です。栽培されているのは、トウガラシ、ナス、キュ

ウリなど夏野菜が中心です。

　この国の農業は、前述したように各島の面積が小さいこと、またサンゴ礁でできた島であるために土壌状態が悪い、というこ

とから盛んには行われていません。また、リゾートでの仕事や漁業で生計を立てていることが多く、汚れ仕事である農業は、特

に若い世代から敬遠されている傾向があります。実際に栽培しているのは主婦や年配の方ばかりです。病気や農薬に対する知識

が不足しているようなので、そこを中心に指導していこうと考えています。

　また、学校で野菜栽培に関する授業、若者に向けた日本語の授業をする話もあり、積極的に色々な活動をしていこうとしてい

ます。

今回はモルディブ共和国から届いた青年海外協力隊　金田　孝示 さんからのお便りをご紹介します。

　北陸地域の国際協力活動に興味・関心のある個人や諸団体を対象にスタディツ
アー、開発教育・草の根技術協力事業に結びつくような現地調査等について、航
空運賃、現地交通費、資料作成費等の活動経費の一部を上限金額内で支援します。

【募集対象者】
　国際協力活動に興味・関心のある、北陸３県在住の個人または諸団体など

【対象となる活動】
　１．開発途上国における国際協力活動の実地体験を通した参加者への啓発活動
　２．国際協力活動に関する知識普及を目的とした活動

【活動支援経費】
　１件あたり１５～３０万円を目安として、活動地域や事業内容をもとに申請者とJICA北陸との協議で決定

【募集期間】
　２０１３年８月１日（木）～９月３０日（月）

【申込方法】
　必要書類を添えて募集期間内に郵送にてお申し込みください。詳しくはJICA北陸ウェブサイトをご覧ください。
　（URL：http://www.jica.go.jp/hokuriku/enterprise/program/index.html）

【お問合せ・お申込み先】
〒920-0853 石川県金沢市本町1-5-2　リファーレ（オフィス棟）4F
JICA北陸　海外プログラム担当　石橋裕子
Tel：076-233-5931　Fax：076-233-5959　E-mail：Ishibashi-Yuko@jica.go.jp

金田　孝示さん 
派 遣 国：モルディブ共和国
職　　種：野菜栽培
派遣期間：平成24年1月～平成26年1月
配 属 先：Huvadhoo Aid（フワドゥー・エイド）

JICA市民参加協力事業「海外プログラム」

エチオピアで調査を実施
（NPO団体／2012年度）



〜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〜

【優秀賞】　

　　富山県の虫たち
　クロイ デルゼル（アメリカ出身)　富山第一高校　外国語指導助手

　富山県に来て不思議に感じたことは、さまざまな種類の虫がいることだ。富山では私

の周りにたくさんの虫が現れた。私は見つけた虫を携帯でたくさん写真を撮るように

なった。友達に携帯の写真アルバムを見られた時、「なんか虫の写真が多くない？虫が好きなの？」と言われた。「いや、

そうじゃないけど」と笑いながら私が答える。確かにアメリカではこんなに多くの虫の写真を撮ったことはなかった。

　虫に興味がある訳ではない。実は虫は苦手なほうだと思う。子どもの時小さなクモからも逃げていた私が昆虫学者

になる可能性はもちろんゼロだった。でも富山県では出会う虫は大きさがいろいろ、鮮やかな色に独特の魅力があり、

理由はわからないけど写真を撮りたくなった。今まで撮った写真の中で特に二つの虫との出会いが浮かんでくる。

　今年の夏のある朝、アパートから出て、自転車に乗ろうとしたところ、鮮やかな緑色のカマキリを発見した。彼は

ハンドルの上にひょいと座っていて、非常に大きい目で私をじっと見つめている。さっそく写真を撮った。私は仕事

に行かなければならないのに、彼の目付きからわかったことは、そう簡単に動く気はないということだ。筆箱で動か

そうとしたら、思ったとおり、あちこち自転車の上を素早く逃げ回った。やっと地面に落ちた時、彼は不快な目付き

でまた私を見上げた。

　もう一つは、五箇山に行ったときのことだ。和紙作りの場所で休憩をとり、自動販売機で飲み物を選んでいた時に

気づいた。自動販売機と壁の隙間に隠れていたのは、今まで出会った中で一番大きい蛾だった。見たことがないデリケー

トな美しさを持っていた。掌ほどの大きさで、透き通った若草色の羽、体は真っ白のふわふわの毛で覆われ、頭の触

角はシダのような形をしていた。あの蛾を見つけた瞬間は、まるで別の世界と触れ合った感じがした。

　虫が苦手だった私は、富山で少しずつ虫と住めるようになっている。セミ、ジョロウグモ、ゴキブリ、スズメバチ

も富山で共生している。私は虫とのいい関係を見つける必要があると思った。写真を撮ることで虫の共生世界の理解

に一歩ずつ近づいていきたい。

　とやま国際センターでは県内で国際交流・協力活動及び多文化共生活動を実施する民間の非営利団体・グループに

対し助成しています。平成２５年度助成団体は以下の団体に決定しました。

　 団　体　名 事　業　名

１ 日本富山県中国雲南省友好協会 中国雲南省奨学金支給事業

２ Capoeira Narahari Festa de Brazil

３ NPO法人 村の音♪ 音楽と言葉の国際交流事業

平成25年度草の根国際活動助成団体決定！



TICからのお知らせ

〜材料〜

小麦粉……………… 3カップ
牛乳………………1/2カップ
水…………………1/2カップ
バター……………… 大さじ3
塩…………………小さじ1/2
ベーキングパウダー… 少々

※ お好みでジャムなどをかけ
てお召しあがりください！

　オーストラリアは多文化国家なので、世界中のいろんな食べ物がありますが、ベジマイト、
パブロバ等のオーストラリア独自の食べ物もあります。
　ダンパーは開拓時代の旅人が移動中に焼いて食べたパンのことです。荷物を持ちながらの
移動なので、小麦、水など最低限の材料を混ぜ、容器に入れ、炭焼きするという、シンプル
なスコーンのような味の食べ物です。今でもキャンプ等で作られるオーストラリアのアウト
ドア料理です。ここではオーブンを使っての作り方を紹介します。

〜作り方〜

１．小麦粉、ベーキングパウダー、塩をふるいにかける。

２．１とバターを混ぜ、パラパラの状態にする。

３．生地をボールの中でドーナツ状にして真ん中に混

ぜた牛乳と水を入れ、生地と軽く混ぜ合わせる。

４．粉を打った台の上で優しく生地をこね、直径

１５cm程度の丸い形にし、油を塗ったオーブン

の皿にのせる。真ん中に十字の切れ目を入れる。

表面に牛乳をハケで塗り、生地の上に少し小麦

粉をふる。

５．２００度のオーブンで１０分焼き、１８０度くらいに

温度を下げ、さらに２０分焼く。

外国人のための生活相談

災害時の外国人支援ボランティア養成講座
「やさしい日本語」ボランティアの養成

７月７日（日）９：３０～１１：３０ 
　“にほんご広場 in なんと”（福光福祉会館２F会議室）
７月２８日（日）１０：００～１２：００
　“日本語教室 in 黒部”（黒部市国際文化センター）

多言語ボランティアの養成
７月７日（日）１４：３０～１６：００（環日本海交流会館）

「災害時多言語情報提供のポイント」
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）

TIC国際交流人材バンク通訳者セミナー
７月７日（日）１３：００～１４：１５（環日本海交流会館）

「よくわかる逐次通訳」
講師：鶴田　知佳子 氏

（東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授）

とやま国際塾
７月１４日（日）～１５日（月）(富山県呉羽青少年自然の家)
＊高校生対象

高度差4000m森里海フィールド親子教室
海講座　　７月２７日（土）　富山湾
森里講座　８月３日（土）　氷見市内

災害時の外国人支援のための
広域連携による実施訓練

日時：８月４日（日）１０：３０～

場所：富山県広域消防防災センター

　大規模災害における「災害時多言語支援センター」の

運営・訓練を石川県と連携して実施します。防災本部か

らの情報の多言語化、やさしい日本語への置換え、避難

所巡回等の訓練を行います。非常食の体験、四季防災館

での地震体験・施設見学もあります。皆さん是非ご参加

ください！

（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。

ブッシュ ダンパー
作ってみよう！オーストラリア料理

オーストラリア出身 
　ケリー・ハンキンソさん

　お薦め料理！

ブッシュ ダンパー


