途上国で現場を持って活躍している、
地域の国際協力NPO／NGOのリーダーにお話を伺います。

「異文化コミュニケーションを楽しみました！」
〜チューターとして過ごした1年間を振り返って〜

〜国際協力・インド編〜

みんなの力で、
みんなの幸せを

名古屋工業大学工学部4年生

杉江 郁実さん

私は2020年4月から国際留学生会館（以下「ISC」）にチ
ューター※として入居しています。チューターに応募した理
由は、様々な国籍の方々に囲まれながら異文化と触れあい、
交
流を通して国際感覚
を身に着けたいと考
えたからです。同時
にコロナ禍という状
況で、外出も自粛し、
困惑している留学生
たちをサポートして
いきたいと思いまし
た。
私が最初に取り組 ▲チューター企画「Let's go to犬山」より
（前列左から二番目が杉江さん）2020年9月撮影
んだことは、日本語
に不案内な留学生に対して、日本語や基本的な日本での生活
の仕方についてお伝えしたことでした。海外という慣れない
地で、しかもコロナ禍という厳しい状況の中、
不安で孤独にな
る留学生もいるのではないか、
困っている留学生はいないか、
とても気を使っていました。そんな中、自分を頼ってくれて、
声をかけてくれる留学生には精一杯自分のできる範囲でサ

国際留学生会館とは…

認定NPO法人インド福祉村協会

ポートさせていただきました。喜んでくれる留学生の姿を見
て、
ほっとしつつ嬉しい気持ちにもなりました。
また、
ISCで暮らして驚いたことは、中国出身の方々をはじ
めとした皆さんの日本語能力の高さと日本で生活することへ
の意欲です。彼らは、私が考えていたよりもずっと日本の習
慣、
文化などについて心得ていて、
母国と日本の文化の違いな
ども彼らから学びました。日本人の私より日本のことを理解
している留学生たちを見て、
とても刺激になりましたし、自分
自身ももっと自分の母国である日本のことを学びたいという
気持ちになりました。このように留学生の方々との触れ合い
を通して、異文化理解
を楽しんでいます。4
月には大学を卒業して
社会人となりますが、
これからも様々な人々
とお互いに尊重し合い
ながら、自分自身の能
力もさらに磨いていき
▲秋のバスツアー・静岡
（日本平）
より
（左から三番目が杉江さん）2020年10月撮影
たいと思います。
＊留学生の日常生活について助言し、ISCの事業や運営に協力する学生。

NICが2001年から管理・運営している、
名古屋市港区にある留学生専用の宿泊施設。居室90室のほか、
研修室や和室、体育室などを備え、
100名の留学生が生活できる。日本文化理解講座の開催や各種相談・情報提供、地域住民との交流などを行っている。

リーダーズ・メッセージ
現地を自らの目で見て、
考え、
行動しよう！

インドの北部クシナガラにある慈善病院、
アーナンダ病
院を援助・運営する認定NPO法人インド福祉村協会の大
竹紘一さんにお話を伺いました。
当協会は、
名古屋大学病院に寄せられた寄付金を途上国
の医療支援に役立てたいと考え、
インドをその活動国と決
められた大学病院の日本人教授2名により、1987年に設
立されました。
そして、
インド国内の調査を丁寧に行い、身
分が低く貧しい人たちが暮らすこのクシナガラで現地の
NGOとともに病院建設に向けた活動が始まりました。日
本人教授と親交があり、この思いに賛同した私は、勤めて
いた製薬会社を定年退職した後、1997年、協会のメン
バーとして病院の建設に携わりました。2年にもわたる建
設工事ののち完成し、医師を含む14名の現地スタッフで
診療が始まりました。
私は毎年、年に3回程度、病院を訪問
しています。
当時のインドは、男性優位社会のため、女性や子どもは

常務理事・現地コーディネーター

大竹 紘一さん
（薬剤師）

十分な医療を受けられませんでした。特に妊婦は外出せ
ず、家族以外に顔を見せない習慣があり、必要な健診を受
けられずに命を落とす女性が多くいました。
私たちは地域
の集落を何度も訪問し、
信頼を築き、
妊婦検診、
病気の初期
治療、
公衆衛生の大切さを伝えました。
その結果、
妊婦以外
の女性の受診も増えてきました。
近代化による生活様式の変化と砂糖たっぷりのチャイ
（紅茶）を飲む習慣のため、
糖尿病や生活習慣病を患う人
が増えており、
3年程前から病気の原因や予防法を伝えて
います。現在、インドでは、糖尿病専門の病院がないため、
糖尿病予防教室の充実に力を入れていきたいと現地の医
師と考えています。22年間、約44万人の患者の治療と生
活に寄り添ってき
た現地スタッフと
と も に 、イ ン ド か
ら世界平和に貢献
できるよう今後も
活動を続けていき
ます。
▲糖尿病予防教室にて学ぶ村人

認定NPO法人インド福祉村協会 HP

http : //iwvs.jp/
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おうちで！

グローバルに
活躍する

グローバルユースカフェに若者がつどいました！

名古屋市とトリノ市は2005年5
月27日に姉妹都市提携を結び、今
年度15周年を迎えました。今回は、
イタリアの音楽とトリノの魅力に
触れることができるウェブコン
サート動画についてご紹介します。

初のオンライン開催！
グローバルユースカフェとは？
「グローバルに働きたい」
「世界の出来事に関心がある」
「同じ興味・
関心を持つ仲間を探したい」
…そんな若者がつどい、
語らい、一歩を
踏み出す つながりの場 です。
年に3回程度開催しています。

配信動画の概要

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

第1回 「あなたの知らないバイヤーの世界」
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、初めてZoomでオ
ンライン開催されたグローバルユースカフェ。第1回は、名古屋
大学大学院で研究を行いながら、両親が経営するペルシャ絨 毯
専門店「ペルシャギャラリー」
（名古屋市昭和区）で販売と、イラ
ンでの買い付けに奮闘する小島梨納さんをゲストに迎えまし
た。
バザール（現地の絨毯マーケット）
での買い付けエピソードか
ら現地でのキャリアの積み重ね方、
ものづくりの現場の様子、
持
続可能な消費行動への想いまで幅広くお話しいただき、参加者
10名と交流しました。
イラン人の父親と日本人の母親の間に生まれ、絨毯で両国を
つなげたいと語る小島さん。
「商品を通じて、異なる文化や地球
環境についてみんながまずは関心を持ち、
考え、
意見を持つこと
で世界はもっと平和になるはず。私はイランに関心を持っても
らうきっかけとなる存在であり続けたい」とも語ってくれまし
た。
グローバルに活躍するうえで必要な力について、キレイで完
璧な 英語を使えることが重要というような決められた1つの
基準に自分を合わせることよりも、異文化に触れた際に目の当
たりにする様々な 違い に対して、それを受け入れようと努力
じゅう たん

り
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な

名古屋の象徴「シャチ」と、
トリノの
「雄牛」
をイメージ
した姉妹都市提携記念の
ロゴマークです。

▲それぞれのドリンクを持っての記念撮影

することや、
楽しもうとする姿勢こそが大切であると、
小島さん
自身の心がけとして話してくれました。
参加者からは、
「今まで、
生産者のことや、
ものが作られる過程
などは全く関心がなかったが、イベントを通して知ることがで
きた。自分の周囲にも伝えたい」などのコメントが挙がりまし
た。
小島梨納さんからのメッセージ
参加者の皆さんの活動や興味の幅広
さに私自身も1人のユースとして刺
激を受けました。一期一会に感謝で
す！

★Instagramアカウント
はこちらから！

!
﹁
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名古屋−トリノ姉妹都市提携15周年を記念し、
「イタリア文化会館−大阪」
の協力の下、
世界で活躍するトリノ出身・在住の
オルガン奏者兼作曲家アルベルト・マルシコとミュージシャン2名によるウェブコンサート動画を無料公開しています。動
画の始めにはトリノ市長の、
終わりには名古屋市長からのメッセージが収録されています。
アルベルト・マルシコと、
同じくトリノ在住のディエゴ・ボロッティ
（サックス担当）
とアレッサンドロ・ミネット（ドラム
担当）
とのジャズトリオによるイタリアの素晴らしい音楽とトリノの雰囲気をお楽しみください。

配信内容

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

〇コンサート動画
〇アルベルト・マルシコ、
トリノ市長、
名古屋市長からのメ
ッセージ

配信場所

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
URL :
https : //eventionline.net/artist̲video/s167/

その他、
「イタリア文化会館−大阪」
のサイトでは、
このウェ
ブコンサートとは別に、イタリアの伝統的な楽器であるマ
ンドリンを紹介するシリーズ「イタリア 多彩なマンドリ
ンの世界」
において、
名古屋市とトリノのマンドリンについ
て紹介した動画も無料公開しています。
URL :
https : //eventionline.net/artist̲video/s138/
名古屋姉妹友好都市協会の公式ウェブサイト・フェイスブックでは、姉妹友好都市にちなんだイベント情報などを発信しています。
ぜひご覧ください。

リニューアル
しました！

Web http : //nsca.gr.jp/

Facebook

nagoya.sistercities

検索
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