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（公財）とやま国際センター
〒930-0856　富山市牛島新町5-5
インテックビル4F（タワー111） 
TEL（076）444-2500
FAX（076）444-2600
E-mail：tic@tic-toyama.or.jp
URL：http://www.tic-toyama.or.jp

〜日本海学シンポジウム〜
　さる平成２５年１２月７日、北日本新聞ホールにおいて、「海がつなぐ文化と環境」をテー

マに日本海学シンポジウムが行われました。



日時：平成２６年２月２２日（土）１４：００～１５：３０

場所：富山県民会館３０４号室

講師：西村　可明 氏（（公財）環日本海経済研究所 所長）

第4回 日本海学講座
「陰りの見えるロシア経済」

　BRICsの一角を占めるロシア。２０２０～２０２８年には伊・仏・英・独の経済規模を上回るという大胆な予測も一時は

なされましたが、その後の成長に陰りがみられます。ロシア経済の現在の課題を考え、ロシア進出を考える日本企

業が考慮すべき点などについて講義がありました。

　今年で１４回目を迎えた日本海学シンポジウムには、およそ１３０名が会場に集まり、｢海がつなぐ文化と環境｣ をテー

マに開催されました。

　基調講演では講師の武田佐知子氏が、古代の大和政権と中国や韓国、先住民族との交易について語り、大和政権

が日本海側の各地を交易拠点としていたことなどを紹介しました。

　後半のパネルディスカッションにはそれぞれの専門分野のパネリストに武田先生も加わり、様々な意見が交換さ

れました。

　第３回では大気をテーマにしました。蜃気楼や富山湾での特異な気象現象である気嵐、鰤起こし（ブリのとれる

時期に鳴る雷）などについて専門家が解説しました。また蜃気楼についてそのしくみだけでなく歴史についても触

れられ、１１０名あまりの参加者も興味深く聞き入っていました。

日時：平成２５年１２月７日（土）１３：３０～１６：３０

場所：北日本新聞ホール

日時：平成２６年１月２５日（土）１３：３０～１６：２０

場所：富山県民会館３０４号室

講師：「富山湾の特異な気象はなぜ
（気嵐、雷、雪、最近の気候など）」　　　

　　　　　奥　　清治 氏（富山地方気象台 次長）

　　　「富山湾の蜃気楼～そのしくみと歴史～」
　　　　　石須　秀和 氏（魚津埋没林博物館 学芸員）

日本海学シンポジウム

第3回 森里海のつながり講座

基調講演：「古代環日本海の交流と衣服」
　　　　　講師　武田 佐知子 氏

　　　　　(大阪大学大学院文学研究科教授・歴史学者)

パネルディスカッション：

　　　　　「海がつなぐ日本海文化」
　　　　　コーディネーター　今村　弘子 氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（富山大学極東地域研究センター教授）
　　　　　パネリスト　武田 佐知子 氏
　　　　　　　　　　　藤田 富士夫 氏（前 富山市埋蔵文化財センター所長)
　　　　　　　　　　　小野 　　洋 氏（環日本海環境協力センター専務理事）

武田 佐知子 氏の基調講演



国際交流員より離任のご挨拶！

　「越に一年　住み住みて　立ち別れまく　惜しき宵かも」富山ゆかりの大伴家持の歌を

因んで、１年間の国際交流員の任期の終わりに迎える名残惜しい心境を伝いたいです。

　来日する時に桜が咲き誇った松川べりの景色は四季折々に変わって、職場からの帰り道

に一年間見守ってくれました。富山の篤い人情、おいしい食べ物、きれいな水、青々の空、

雄大な立山、神秘的な富山湾の光、さまざまな景色が私の目に焼きついてしまいました。

また桜の季節になり、ああ、もう一度最初から最後まで四季を体感したいなぁという気持

ちが抑えられず、帰国しても早いうちにまた富山にくるんでしょう。そう！富山はまさし

く何回来てもまた来たくなる魅力的な場所です。

　生まれて初めて都市部ではない地方で過ごした一年、きっと一生忘れられない人生の宝

物になりましょう。出前講座で見られた小学生の笑顔、民族衣装の「秀禾服」を着てもらっ

た歓声、飛行機から降りたばかりの時に頂いたおもてなし、仕事が困難に感じられた時に頂いた激励、富山人だからこそ、

こんな“富の国”を作りあげれるんでしょう。ありがとう、富山の人々！

　富山に来てからもはや４年の年月が過ぎました。２０１０年４月１３日、富山空港に着いた時の

あのトキメキ…。大学を卒業して、富山県で過ごしたこの４年間は私にとって、ほんとうに

貴重な時間でした。

　実は、富山県は私と昔から縁がありまして、高校２年生の時、富山県の高校生と文化交流

を行ったことがあります。その時は、自分が大人になって富山県で働くことになるとは予想

もできなかったのですが、今振りかえってみると、全てが縁であり、私は富山県に来る運命だっ

たのではないでしょうか。

　また、私は富山県で、子どもの時からの夢を叶えることもできました。通訳と翻訳を通じ

て韓国と日本の架け橋になったこと、韓国語の先生になったこと、韓国語スピーチコンテス

トを主催したこと、ミュージカルで女優として舞台に立ったこと、韓国の伝統音楽を紹介し

たことなど。私は、４月に帰国しますが、富山での素敵な思い出を忘れることはないでしょう。本当にありがとうございま

した。カムサハムニダ。

　去年来日したときは桜が早めに咲いたため、満開の桜を見ることができませんでした。

ですから、今年どうしても任期の最後の日まで桜の満開を待っていたいと思います。

　国際交流員の仕事は人生の良い経験になったと思います。翻訳や通訳の他、特に学校訪

問です。中国の観光地や食文化等を日本の子供たちに紹介し、一緒に中国の伝統的なゲー

ムをし、本当に楽しかったです。そして、彼らが中国に対してどのような印象をもってい

るかも分かりました。富山では外国人が寂しくならないように外国人向けのイベントがた

くさん行われていましたので、いろんな異文化体験をできました。

　最初に富山に来た時、東京と比べたら、「富山は本当に田舎だなあ」と思いましたが、

でもこの一年間に富山で暮らして、富山を好きになりました。静かな町、親切な県民、綺

麗な立山、きれいな空気、新鮮な魚、甘い水、美味しい米等が全部好きです。富山のすばらしさは、ここで住まないとたぶ

んわからないと思います。もしチャンスがあれば、東京や大阪のような大都市ではなく、もう一度富山に住みたいです。中

国に戻っても、私は日本と中国、富山県と遼寧省、日本人と中国人の友好交流のために自分の一生を尽くしたいと思ってい

ます。
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外国人のための日本語ボランティア養成講座
外国人の日本語学習を支援するボランティア養成講座を、黒部市、南
砺市の２か所で開催します。

日本語教室アドバイザーの派遣
地域日本語教室へ日本語教育専門アドバイザーを派遣します。

外国語の絵本よみきかせ親子の会
とき：毎月第２土曜日　１０：００～１１：００　全１２回

　　　（＊９月、１０月は第１土曜日）

場所：環日本海交流会館

外国語の絵本の読み聞かせを通して、外国人親子が母国の文化に親し

んだり、日本人親子が異文化を楽しむ講座です。

～詳しいスケジュールはホームページをご覧ください!!～

イングリッシュ・チャット
とき：毎月第１、３水曜日　１９：００～２０：３０

場所：（公財）とやま国際センター 談話室

県内に暮らす外国人ゲストと、文化や習慣など様々なことについて英語でお

しゃべりする集まりです。

とやま国際塾
とき：７月１９日（土）～２０日（日）１泊２日

場所：呉羽青少年自然の家

高校生を対象に、国際交流員、海外技術研修員、留学生等との交流を通じて

国際協力、多文化共生について考えるセミナーです。

日本海学研究グループ支援事業研究成果発表会

とき：５月１７日（土）９：３０～１６：００

場所：サンシップ７０１号室

日本海学に関する研究・普及活動に対し平成２５年度に助成を受けた９つの

個人・グループによる合同の成果発表会です。

 

日本海シンポジウム

とき：２月１４日（土）１３：３０～１６：４０

場所：北日本新聞ホール

講師：総合地球環境学研究所 名誉教授

　　　秋道　智彌 氏　ほか

日本海学講座

第１回　

とき：６月１４日（土）１４：００～１５：３０

場所：サンシップ 福祉ホール

講師：長野県考古学会員

　　　中沢　道彦 氏

第２回　

とき：８月３０日（土）１４：００～１５：３０ 

場所：サンシップ６０２～６０４号室

講師：京都大学 名誉教授

　　　田中　　克 氏

第３回　

とき：１０月２５日（土）１４：００～１５：３０

場所：高岡市生涯学習センター 研修室５０３（ウィングウィング高岡内）

講師：富山県［立山博物館］

　　　高野　靖彦 氏

第４回　

とき：１２月２０日（土）１４：００～１５：３０

場所：サンシップ 福祉ホール

講師：環日本海経済研究所 研究主任

　　　朱　　永浩 氏

【お申込み・お問合せ】
〒930-8501（住所記載は不要です）
日本海学推進機構（富山県 国際・日本海政策課 企画係内）
TEL  076−444−3339　FAX  076−444−8694
E-mail  adm@nihonkaigaku.org
URL  http://www.nihonkaigaku.org/

多文化共生講座

外国語・外国文化を学ぶ講座

日本海学を学ぶ講座

平成26年度の（公財）とやま国際センター
の事業をご紹介します!!
　今年度、(公財)とやま国際センターは創立30周年を迎えます。
　このグローバル時代に求められているものを皆様に提供できるよう、
国際理解、国際交流、国際協力及び多文化共生の促進のため、様々な事
業を展開していきたいと考えています。



外国人のための日本語ボランティア養成講座
外国人の日本語学習を支援するボランティア養成講座を、黒部市、南
砺市の２か所で開催します。

日本語教室アドバイザーの派遣
地域日本語教室へ日本語教育専門アドバイザーを派遣します。

外国語の絵本よみきかせ親子の会
とき：毎月第２土曜日　１０：００～１１：００　全１２回

　　　（＊９月、１０月は第１土曜日）

場所：環日本海交流会館

外国語の絵本の読み聞かせを通して、外国人親子が母国の文化に親し

んだり、日本人親子が異文化を楽しむ講座です。

～詳しいスケジュールはホームページをご覧ください!!～

災害時外国人支援ボランティアの養成
災害時における多言語や、やさしい日本語による情報提供の研修を行います。

防災訓練への参加
大規模災害時における石川県と連携した「災害時多言語支援センター」等運営訓練を

行い、富山県総合防災訓練にも参加します。

外国人住民と日本語学習支援ボランティアのための防災学習
外国人住民や日本語学習支援ボランティアに対して防災意識を高めるワークショップ

を行います。

イングリッシュ・チャット
とき：毎月第１、３水曜日　１９：００～２０：３０

場所：（公財）とやま国際センター 談話室

県内に暮らす外国人ゲストと、文化や習慣など様々なことについて英語でお

しゃべりする集まりです。

とやま国際塾
とき：７月１９日（土）～２０日（日）１泊２日

場所：呉羽青少年自然の家

高校生を対象に、国際交流員、海外技術研修員、留学生等との交流を通じて

国際協力、多文化共生について考えるセミナーです。

講座名 開催期間 曜日 対象 定員

中国語（入門） ５／１９～３／１６ 月 初心者 ３０名

中国語（初級） ５／２３～３／１３ 金 １年程度学習された方 ３０名

中国語（中級） ５／２１～３／１１ 水 ２年程度学習された方 １５名

韓国語（入門） ５／２０～３／１０ 火 初心者 ４０名

韓国語（初級） ５／２２～３／１２ 木 １年程度学習された方 ４０名

韓国語（中級） ５／２１～３／１１ 水 ２年程度学習された方 ３０名

ロシア語（入門） ５／２２～３／１２ 木 初心者 １５名

ロシア語（中級） ５／２３～３／１３ 金 ２年程度学習された方 １５名

ポルトガル語（初級） ５／１９～３／１６ 月 初心者等 １５名

と　き：上記の期間の１８：３０～２０：００　年間３５回程度　　 
場　所：（公財）とやま国際センター研修室
受講料：１０，０００円（テキスト代別）

外国語・外国文化を学ぶ講座

“BOUSAI RADIO”外国人のための災害情報提供
防災意識の啓発を目的として多言語ラジオ番組“BOUSAI RADIO”を
放送しています。

FMとやま 周波数８２．７MHz

毎月第１土曜日　２１：５５〜２２：００　やさしい日本語、中国語　
　　第３土曜日　２１：５５〜２２：００　英語、ポルトガル語

平成26年度の（公財）とやま国際センター
の事業をご紹介します!!
　今年度、(公財)とやま国際センターは創立30周年を迎えます。
　このグローバル時代に求められているものを皆様に提供できるよう、
国際理解、国際交流、国際協力及び多文化共生の促進のため、様々な事
業を展開していきたいと考えています。

よみきかせ
親子の会の様子



　皆さん、こんにちは。サモアで木工隊員として活動しています。河

本健造です。そもそもサモアってどこなの？って思われるかもしれま

せん。サモアは太平洋にある小さな小さな島です。日本の四国よりも

小さな面積です。それでも立派に一つの国です。気候は雨季と乾季が

ありますが、一年を通して夏です。人柄もかなり陽気で穏やかです。

　配属先は、サモアの中でも一番大きな島サバイイにある、マタエア

バベ中高等学校。そこで技術科の教師として活動しています。サモア

の子供達相手に木工の実技授業をしています。そして時には技術科の

先生を対象に木工工具の使用方法や家具の作り方、図面の書き方を教

えるワークショップを行ったりしています。

　赴任先に来たときまず感じたのは、家具を作るにあたってまず繊細

さに欠けているなと思いました。家具を作ってもらう人側に立ち家具

を作っていないなと過去の作品を見て感じました。例えば机の天板か

ら釘が飛び出しているとか、家具の表面がザラザラしているとか。そ

こで私は生徒達が使う側に立って家具作りができるよう実技授業を心

がけています。そして物づくりの楽しさを彼らに知ってもらえたらと思っています。

　といっても実際にそれをするのはとても大変なことでした。まず木工道具がない、生徒が言うことを聞いてくれない

など最初は問題だらけで、まともに授業をすることもできませんでしたが、JICAの協力、現地の同僚の手助けもあり、

少しは自分の思いをサモアの人たちに伝えられたかなと思っています。

　２年間の活動、サモアンライフも既に終盤ですが、いまだにサモア人は私をいろんな意味で驚かせてくれます。ボラ

ンティア、協力隊、何かを伝える立場ではありますが、いつも陽気で笑顔を絶やさないサモア人、そんな彼らからたく

さんのものを教えてもらった時間であったと思います。

今回はサモア独立国から届いた青年海外協力隊員　河本　健造 さんからのお便りをご紹介します。

　私たちができることで世界の人たちが明日への希望を持てたら、それはきっとあなたの心も満たす素晴らしい経験
になることでしょう。あなたも、海外でもうひとつ意義のある人生を見つけてみませんか。

募集期間：平成２６年４月１日（火）～５月１２日（月）

　下記の日程で「体験談＆説明会」を実施します。事業概要、応募要領説明、経験者との交流、個別相談のほか、語
学テストガイダンス（土日のみ）も開催します。（ドリンクサービス付き）どなたでもお気軽にお越しください！高校生、
大学生も大歓迎です！※予約・参加費は不要、時間内は出入り自由です。

開催地 開催日 開催時間 会場

富山市 ３月２９日（土） １０：３０～１２：３０
（公財）とやま国際センター 研修室A
（富山市牛島新町５－５ インテックビル４階）

高岡市 ４月１３日（日） １０：３０～１２：３０
ウィング・ウィング高岡 研修室５０１

（高岡市末広町１－７）

富山市 ４月１７日（木） １８：３０～２０：３０
（公財）とやま国際センター ラウンジ
（富山市牛島新町５－５ インテックビル４階）

 募集ボランティア 　青年海外協力隊（２０歳～３９歳対象） 
　　　　　　　　　 シニア海外ボランティア（４０歳～６９歳対象） 
 職　　　　　　種 　 農林水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛生、教育文化、社会福祉、観光・商業、スポーツ

など多種 

【応募に関するお問い合わせ・相談窓口】
・JICA北陸・ボランティア担当
　　　電話：076-233-5931　URL：http://www.jica.go.jp/hokuriku/index.html
・国際協力推進員（富山県デスク）髙岡　教代
　　　電話：076-444-2500　E-mail：jicadpd-desk-toyamaken@jica.go.jpl

JICAボランティア平成26年度春募集が始まります！

河本　健造さん 
派 遣 国：サモア独立国
職　　種：木工
派遣期間：平成24年3月～平成26年3月
配 属 先：マタエアバベ中高等学校



Voices from the worldVoices from the world
世界の富山ファンからのメッセージ

～中国 瀋陽市（遼寧省）～

佟
とう

　立
りつ

峰
ほう

 さん（遼寧省国際貿易促進委員会 国際連絡部　係長）

Ｑ．どんなお仕事をされていますか？　

Ａ．中国遼寧省瀋陽市にある遼寧省国際貿易促進委員会の国際連絡部に勤め、遼

寧省と海外との経済、貿易に関わる交流や協力の促進を担当しています。海

外からの経済団体や企業の受け入れ、外資誘致、国際展示会の主催、貿易情

報の交流、経済ミッションの派遣、省内企業の海外進出と技術、設備、人材

などの交流を促進しています。

Ｑ．近況を聞かせてください。

Ａ． ２０１３年７月、娘が生まれて、３人の家族になりました。仕事や子育てが大変ですけど、母親が実家から助けに来

てくれて、家族３世代の生活を楽しんでいます。毎日、母親が作ってくれるお弁当と娘の笑顔は私の大好物で、

力の源です。仕事面では、遼寧省の温泉開発（温泉の運営と温泉化粧品や温泉豆腐の研究）に協力しています。

Ｑ．富山とはどんな結びつきがありますか？

Ａ． 国際交流員として２００８～２０１０年まで、富山県に派遣され、帰国する前にとやま名誉友好大使に委嘱されました。今も、

遼寧省にある富山ファンクラブ代表世話人のアシスタントで頑張っています。

Ｑ．最後に富山の人に一言メッセージをお願いします。

Ａ． 富山での２年間、おかげ様で、たくさんのいい思い出を作りました。富山の

風景と皆様の顔がとても懐かしいです。県庁とTICの同僚、中国語講座の皆

様、あらゆる知り合いになった方々、本当にお世話になりました。ありがと

うございます。中日両国の平和と友好を祈念し、皆様のご健勝とご多幸を心

よりお祈りします。今年で遼寧省と富山県友好締結３０周年となり、再会を期

待しています。

　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ます。

【助成対象事業】

① 異文化交流、異文化理解の増進に資する事業

② スポーツ・芸術・学術などの国際交流促進に関する事業

③ 国際的に緊急かつ深刻な貧困、災害などへの支援事業

④ 開発途上国への援助・協力支援事業

⑤ 国際協力に関する県民の理解を深めるための事業

⑥ 県内在住の外国人を支援する多文化共生支援事業

⑦ 多文化共生に対する県民の理解を深めるための事業 

⑧ その他県民の国際交流・協力および多文化共生促進に寄与する事業

＊助成事業は、審査委員会にて決定します

＊ 対象となる経費は報償費、旅費（交通費・宿泊費）、需用費（消耗品・印刷製本・光熱）、役務費（通信費・保険料）、

使用料及び賃借料です。

～詳細につきましては、当センターにお問い合わせください～

草の根国際活動助成事業募集中!!

上海万博で石井知事の通訳

中国雲南省奨学金支給事業



TICからのお知らせ

〜材料〜（4人分）
【生地】
小麦粉………………… 150g
クミンシード………… 少々
サラダ油……………大さじ1
塩……………………… 少々
水……………………… 70cc

【具】
ジャガイモ………………4個
グリーンピース… お好みで
塩、コショウ………… 少々
唐辛子…………… お好みで
レモン汁……………… 少々
スパイス……………小さじ1
(ターメリック、コリアンダー、
クミンなどお好みで)
＊夏場は具にミントを入れてもOK

　中央アジアやペルシアに起源をもつと言われているサモサ。インド亜大陸、
東南アジア、中央アジア、アラビア半島など広い地域で食べられている春巻の
ような料理です。パキスタンではジャガイモやひき肉などを中にいれ、スパイ
シーにいただくことが多いです。

〜作り方〜

１． 生地の材料をボールに入れてこね、手につかなくなったらラップをかぶ

せ３０分休ませる。

２． ジャガイモをゆで、火が通ったら皮をむきつぶす。

３． 刻んだ唐辛子、グリーンピース、スパイス、塩コショウ、レモン汁をジャ

ガイモと混ぜ合わせる。

４． 打ち粉をした台に生地をとりだし、直径２０cmくら

いの円状の綿棒でのばす。

５． 生地１/４に切り、扇形の半径部分をあわせてつなげ

カップ状にし、中に具をつめる。

６． 蓋をし、サモサを立てて置き、フォークなど

で生地を抑える。

７． １８０度くらいの油で狐色になるまで揚げれば

できあがり。
＊ソースはタマリンド、唐辛子、ニンニク等で作った

辛めのソースでもよし、ケチャップでもよしです。

（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。

サモサ SAMOSA

環日本海交流会館 図書新着情報

英語絵本が新しく加わりました！

The Big Snowball 
Should I Share My Ice Cream?
Animals in Winter
Sunshine Makes the Seasons
Oh, Look !
Uncover the Human Body
Nighty Night, Little Green Monster
In the Haunted House
The Foolish Tortoise

子どもの好きなお化けの話、簡単な科学絵本まで
多数そろえています。中国語の絵本も入りました！

外国人のための生活相談
県内在住外国人が母国語で相談できるように相談員を配
置しています。電話通訳サポート（トリオフォン）もご
利用ください！！

曜日 言語 時間 場所

月曜日
英語 １３：００～１７：００

（公財）とやま
国際センター

TEL０７６－４４４－２５００

ポルトガル語 １２：３０～１７：００

火曜日 ポルトガル語 １２：３０～１６：３０

水曜日

ポルトガル語
９：００～１２：００
１３：００～１７：００

英語

１３：００～１７：００
中国語

韓国語

ロシア語

木曜日 ポルトガル語 １２：３０～１６：３０

金曜日

ポルトガル語 １２：３０～１６：３０

英語

１３：００～１７：００中国語

ロシア語

ウルドゥ語
（第２，４）

１４：３０～１７：３０

電話通訳サポート 遊戯
外国人の方が直接専門機関に相談されたい場合、電話通
訳サポートが利用できます。三者通話機を使い相談員が
通訳をします。

電話通訳サポート専用ダイヤル　076−441−5654

作 っ て み よ う ！ パ キ ス タ ン 料 理 パキスタン出身 
 メモナさん、タスリムさん

 お薦め料理！サモサ

アイラちゃんとサモサを作ってく
れたハミズ君


