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NGOダイバーシティとやま 

 

日本社会は、1950年代の高度成長期以降、様々な分野において先達の技術や技能が

発揮され、未曾有の経済成長を果たし、安定的な社会システムの中、大量生産・大量

消費という豊かな社会を実現しました。しかしながら、その後の 1990年初頭のバブル

経済の破綻や 2008年の世界的な金融危機を受け、効率化やグローバル化、規制緩和な

ど過度の自由主義の推進、さらに人口減少社会を迎えた今、さまざまな課題が現前す

る結果となってきています。 

 2011年、私たちは未来志向のアドボカシーともいえるドリームプランプレゼンテー

ションをきっかけとして、NGO ダイバーシティとやまを設立し、以後、普及啓発を中

心としながらも、地域に根差した活動をめざし、顔の見える関係の構築に努め、多様

な活動に傾注してまいりました。学びを深める座学型の講座から、対話型のワークシ

ョップ、フィールドに出かけての体験型の野外事業まで、さまざまな形態での活動を

展開してまいりました。 

 また、日常的な情報発信として、新聞での連載記事やインターネットによる活動報

告の継続的配信や依頼に応じた講演活動などを実施し、ダイバーシティの理念の紹介

や身近な存在の多様性の紹介に努めてきたところです。 

 一方で、地域振興会と連携し、地域住民の参加型講座を開催してきましたが、地域

においてダイバーシティがスタンダードとなる成熟した社会に至るには、まだまだ途

上の段階であることも整理されてきています。 

こうしたことから、引き続き、しなやかな地域社会の創造に向けた提言や普及啓発

活動を行うとともに、新たに人に注目したカフェの開催や、地域の企業調査といった

課題に取組み、これまでの成果を活かした多分野団体との連携など、今後、ますます

の NGOダイバーシティとやまの活動の充実化や、多様な主体による多面的連携に努め

ることが重要となってきています。 

 

Ⅰ．”ちがい”に気づく事業 

 

１．ワークショップ｢多様性と対立｣開催事業 
【実施日時】2013年 4月 20日 

 

4月 20日（土）に、ダイバーシティとやまの定期総会に併せ、ワークショップを開

催しました。「ただの総会だけじゃ、もったいない！」ということで、今年度の総会も、
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第１部を総会議事、第２部をワークショップという２部構成で開催いたしました。一

粒で何度も美味しいのが多様性を推進するダイバーシティのとやまの醍醐味！ 

第１部の総会議事では、昨年度の事業を振り返り、改めて、とてもたくさんの方々

に支えられていたことを実感いたしました。数多くの喜びとたくさんの発見がありま

した。新たな気づきを活かし、次年度もしなやかな地域づくりに向けて、進んでまい

りたいと思っています。 

総会にご参加くださった田畑裕明衆議院議員、

ダイバーシティの必要性を語ってくださいました。

そして、いつもダイバーシティとやまを応援して

くださる平木柳太郎県議会議員。お二人とも公務

ご多端な中、本当にありがとうございました。 

 

さて、第 2部のワークショップは「多様性と対立」がテーマ。 

まず、「偏見」「ステレオタイプ」をイメージした

り、定義することにより自分自身が持っている「偏

見」や「ステレオタイプ」について向き会っていた

だきました。 

自分は「ステレオタイプ」ではないと思っていて

も、このステレオタイプの言葉（「男の人って・・・」

「○○(国名）人（ジン）って・・・」）を使った方

が便利なため、よく使っていることがあるなど、自

分が待つ「偏見」や「ステレオタイプ」の言動に多

くの方が気付かれます。 

次に、「社会的な不公正」の事例として、女性経営者とそこに訪れたお客様に成りき

ってもらいロールプレイング。役を演じることによりどんな気持ちになるか体験して

もらいました。これが大盛況！ 

役に成りきることにより、「相手がお客様だから、理不尽と思っても強い口調で言え

ないことがわかった」などの感想が聞かれました。役に成りきることにより、さらに

白熱したやり取りが行われ、中には不公正な要求をしているはずの人が、逆に説得さ

れる場面もあり。 

最後に、 「社会的な不正義に取り組む」と題して２つの事例をあげ、自分達ならど

う対処するか、グループごとに意見を出し合ってもらいました。発表された解決策の

中には、実際に対処した事例よりお互いのことを考えた素晴らしい提案もありました。 

「対立は悪いことではなく、対立から勝ち負けでも win-win でもない HAPPY-HAPPY

を目指したい。人間が創造した社会だから、私たち人間が変えて行くことは可能。私

たちの富山、世界を住みやすい場所にすることはできるはず」。素晴らしいまとめとな

りました。 

事前に予定していたワークとは別のワークへと直前になって変更しましたが、予定

していたワークを楽しみにして参加された方もいらっしゃったと伺いましたので、次

の機会にはぜひ、実施させていただきたいと思っています。 
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２．「世界自閉症啓発デー世界遺産五箇山菅沼合掌造り集落ブルー

ライトアップ＆ワークショップ」開催事業 
【実施日時】2013年 4月 2日 

【共催】越中五箇山菅沼集落保存顕彰会 

【協賛】㈱ウエルネスサプライ／ＮＰＯ法人真おやじ塾／㈱丸八ホールディングス／㈱タービ

ンインタラクティブ／アルカスコーポレーション㈱／四国管財㈱／アリエス美容室／(有)中

野工業／森本自動車(有) 

【後援】富山県／南砺市／富山県自閉症協会 

【協力団体】ＮＰＯ法人とやま福祉ネットワーク／任意団体ひとのま／ヤマシナ印刷（株）／Ｈ

ａｐｐｙＭＯＳＳ／夢響村塾 

 

今年も開催しました。世界自閉症啓発デーに合わせた世界遺産五箇山菅沼集落のブ

ルーライトアップ。集落一体が幻想的な優しい青の光に包まれました。 

今回は夜だけではなく、日中からイベントを開催。その名も「五箇山みんなで赤か

ぶ掘り大会」。こちらは上平赤かぶ生産組合が主催で、ダイバーシティとやまは共催で

の開催でした。 

雪の下にたくさんの赤かぶが残っていました。 

こんなに美味しそうな赤かぶがたくさん！ 

赤かぶ掘りの後は参加者で地元のお母さんたちが作ってく

ださった赤かぶ料理尽くしに舌鼓。 

本当に美味しかった！ 

この後、こきりこ節を始めとする五箇山伝統民謡を踊ってとても盛り上がりました。 

 

そしていよいよ Light It Up Blue がはじまります。ワークショップ会場は、いつも

の吾郎平さん。徐々に日が落ちてくる菅沼合掌集落。青の光が集落全体を優しく包み

ます。すっかり暗くなると尚一層青が美しく、ワークショップ会場の受付も青のキャ

ンドルでお出迎えしました。そして、ワークショップ会場には、めひの野園の自閉症

の方が描かれたすてきな絵も並べられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

囲炉裏を囲んでのワークショップ。講師には、社会福祉法人めひの野園うさか寮施

設長の東 真盛（ひがし まもる）さんをお迎えしました。 

自閉症の方が大好きだとおっしゃる東さん。参加されたみなさんは、見方を変える

ことの大切さを実感されたようです。 



NGOダイバーシティとやま 

ワークショップの最後には、Get in touchのみなさんが東京タワーで使われた同じ

青いキャンドルでキャンドル・リレーを行いました。 

「ひとりの夢はただの夢。だけど、みんなで見る夢は現実になる。」 

自閉症啓発大使のオノ・ヨーコさんの言葉のとおり、たくさんの人の想いが集まれ

ばきっと世界は変わる！本当にすてきで、あたたかな時間を過ごすことができました。 

 

３．講演｢子どもたちの未来を拓くダイバーシティ｣講師派遣事業 
【実施日時】2013年 6月 29日 

 

ダイバーシティとやまでは、各種講演会、研修会のご依頼にも応じております。こ

こでは、青少年育成黒部市民会議総会での講演について、ご報告させていただきます。 

日頃から青少年育成活動に従事していらっしゃる方々に、子どもたちの未来のため

にも、これからの社会ではダイバーシティの考え方は不可欠だということをお話させ

ていただきました。 

ダイバーシティという言葉自体聞くのは初めてだったという方も多かったのですが、

みなさんとても興味深く聴いてくださいました。 

主催者からは、「当市民会議の、青少年がいきいきと自分の居場所を持って生きる社

会づくりへの思いと重なり、充実した講演会となりました。」と締めくくりの言葉をい

ただきました。こうした講演会を通じてお話させていただいたことが、少しでもみな

さんの中に残れば嬉しく思います。 

そして、講演には、宮田が以前に日本語学校で教えた学生も駆けつけてくれました。

現在は、日本人のご主人と結婚され、開催地の黒

部市に住んでいる韓国の女性です。突然マイクを

お渡ししましたが、日本に住む外国人という立場

から思うことを話してくれました。 

これからもダイバーシティとやまでは、多様な

人々が力を活かせる富山を目指して活動していき

たいと思っていますので、ダイバーシティのこん

なこと聴いてみたい！講演や研修を依頼してみよ

う！等ございましたら、ホームページのお問い合

わせからお申込みください。 

 

４．講演｢姜尚中氏と語ろう国際交流！｣パネリスト派遣事業 
【実施日時】2013年 11月 17日 

 

富山国際大学創立５０周年記念事業に、ダイバーシティとやまがパネリストとして

招へいされました。こうした節目のイベントに招かれ、本当に嬉しく思っています。

また、昨年に引き続き、姜さんとのコラボとなり、人と人とのつながり、縁を感じま

す。 

演題は、学校法人富山国際学園創立５０周年記念国際交流フォーラム「姜尚中氏と
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語ろう国際交流！」。ダイバーシティとやまから、代表の

宮田が第３部のパネルディスカッションに、パネリスト

として登壇しました。パネルディスカッションのテーマ

は「アジア諸国との共存共栄に向けた民間交流」です。 

＜パネリスト＞ 

聖学院大学全学教授 姜尚中 氏 

富山国際大学客員教授 鈴木康雄 氏 

ダイバーシティとやま代表 宮田妙子 

＜コーディネーター＞ 

富山国際大学国際交流センター長 才田春夫 氏 

姜尚中さんからは、歴史認識についての視点、そして元読売新聞外報部部長の鈴木

さんからは、アジア諸国全般と日本との関係についてお話がありました。宮田からは、

私たちダイバーシティとやまの活動について、多文化共生を中心にお話しました。 

それを受けて、姜尚中さんがまとめてくださいましたことをご紹介いたします。 

「過疎化や少子高齢化があり、第一次産業が今後、TPP をはじめとしてどうなるか

わかりませんので、そういうなかでダイバーシティ、多様性を生かすことが、地域社

会の持続的な発展につながるというご指摘だったと思います。どうしても、私たちは

『海外に出なさい』というときに、国家と国家、国境と国境の問題としてまず考えが

ちです。しかし、まずそれよりも、自分の足元で、地域でどういうことが起きている

のかということを考えないといけません。」 

「ダイバーシティは、英語で Diversityです。離婚は Divorceです。語源は同じだ

と思います。diは『離す』という意味もあるのです。これは何を意味しているのかと

いうと、ダイバーシティ、多様性であるために、実はつなぐものが必要だということ

です。ダイバーシティは、同時にチェーンでつながっていかなかればいけない。これ

が絆だと想います。多様性は、必ずそれをつなぐ鎖によって、初めて生かされていく。

そのことが、先ほど宮田先生がおっしゃった『無関心ではない』ということです。他

人に関心を持つことです。他人に関心を持たなければ、自分も他人から関心を持たれ

ません。そういうことが地域社会の一つの多様性につながり、それがやがて海外の国

籍の違う人々との可能性にもつながるのです。 

ダイバーシティが少ないということは、裏を返していうと、日本の社会の人間関係

や絆が、うまくいっていないということです。３月１１日にあれだけ絆という言葉が

合唱されたということは、人々が、人間関係が、バサバサになっているということに

気付いたからこそだと想います。ですから地域の絆を大切にするということと、ダイ

バーシティ、多様性とは不可分になります。このことを私は強く言いたいと思います。」 

真摯なメッセージ、ありがとうございます。 

 

５．「第 31回開発教育全国研究集会 in富山」への参画事業 
【実施日時】2013年 8月 17日 

【主催】特定非営利活動法人開発教育協会 

【参加団体】NGOダイバーシティとやま ほか 
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富山高等専門学校本郷キャンパスにおいて開催されました「第 31回開発教育全国研

究集会 in富山」の自主ラウンドテーブルに「人の多様性に配慮するまなざしから－ち

がいに気づくダイバーシティ野外キャンプ体験－」と題して、ワークショップを開催

してきました。 

「第 31回開発教育全国研究集会 in富山」のウェブサイトはこちらです。 

http://www.dear.or.jp/zenken2013/index.html 

さすがは全国大会で、しかも由緒ある開発教育協会主催の研究集会とあって、参加

者の熱意、意識の高さを肌を通して実感してきました。 

80 分のワークショップでしたので、前半 40 分はダイバーシティの理念や考え方の

お話をさせていただき、後半 40分は参加者によるグループワークという構成です。 

講義の導入部で、いつもの自己紹介から始める柴垣。しかし、いつもとは、ちがう

ツッコミが！「え～、ここポイントじゃないですか！？」と参加者。和気藹々と講義

がスタートしました。 

今回は、一方的なお話ではなく、講義の合間合間に質疑というか、ボケとツッコミ

のような掛け合いで、大変、楽しい講義になりました。 

そして、ダイバーシティとやまの活動も知っていただきたいとの想いから、2012年

度の事業報告書も配布させていただきました。事業報告書をまじまじと眺められた参

加者から、「ダイバーシティとやまさんって、何人で活動されてるんですか？」とのご

質問。「約 3名です」と答え。驚愕される参加者。そういう団体なんです。 

そんなやりとりをしながら、楽しくダイバーシティについて、考えることができま

した。 

そして、ワークショップでは、次のイベントとなる 8月 31日開催予定の「ダイバー

シティ野外キャンプ」で企画しているワーク。その名も「Ｄcard」。"Ｄ"は、もちろん 

divesityの頭文字です。多様性を参加者に体感していただき、より快適な生活環境

のために、何が必要なのかを考えていくカードゲームです。今回は、開発教育でのお

披露目だけに、カードも出来立てホヤホヤかつ開発途上でのお試しワークになりまし

た。おかげさまで、参加者のみなさんからは「面白い！」という声とともに、「このよ

うに改良してはどうか？」というご意見もいただき、とても楽しく一体感を得た自主

ラウンドテーブルでの発表となりました。 

今回の開発教育という場でのダイバーシティの発表から、ダイバーシティの可能性

をますます確信することができました。貴重な場をご提供いただき、関係者の皆様方

に厚くお礼申しあげます。 

 

６．ダイバーシティ・サポーター認定事業 
 

ダイバーシティの普及啓発や実践者の増加を図るため、１日１回、ダイバーシティ・

アクションを起こすダイバーシティ・サポーターを募集し、認定証を発行しています。 

ダイバーシティ・アクションとは、一人一人のちがいを大切にし、活かしていくた

めの行動のこと。いろんな人がいて、いろんな人と話した方が楽しい。むずかしいこ
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とは何もなく、自分にあるちがいを見つめ、相手のちがいを認め、行動してみよう。

日常的な何気ないひとコマが輝きはじめ、ダイバーシティ・アクションの連続になる

はず。 

自分の価値観と｢ちがうぞ｣って、拒まない。きっと、ちがいがあることで、いろん

な発見ができる。そして、そこから新しいワクワクが始まるのです。 

 

７．ダイバーシティ普及啓発事業 
 

○研修・講演受託・執筆事業 

ダイバーシティの理念や基本的な考え方、事例紹介などの普及啓発のため、依頼に

基づき、講師の派遣、研修会の受託、原稿の執筆などを受けました。 

2013年度の受託実績は次のとおりです。 

・青少年育成黒部市民会議総会(講演)[2013.6]《再掲》 

・富山県多文化共生連絡会議(講話)[2013.7] 

・ウーマンドリプラ(ゲストプレゼンター)[2013.8] 

・富山国際大学創立 50周年記念国際交流フォーラム(パネリスト)[2013.11] 《再掲》 

・岐阜ドリプラ(ゲストプレゼンター)[2013.11] 

・ドリンピック(コメンテーター)[2013.12] 

・安芸高田市多文化共生講座(講演)[2013.12] 

・富山国際大学(外部講師)[2013.12] 

・富山県総合衛生学院(外部講師) [2013. 12] 

・フードバンクとやま活動フォーラム(パネリスト) [2014. 2] 

この他、KNB、FMいみずのラジオ放送等にも出演しました。 

 

○ウェブサイト｢ダイバーシティとやま｣運営事業 

 ダイバーシティとやま主催の行事の広報や、事業実施結果等について、インターネ

ット上で情報提供に努めました。 

ウェブサイトでは実施事業の案内のほか、関連団体の主催事業や会員募集などにつ

いても広報を実施しました。 

（URL: http://diversity-toyama.org/） 

 また、SNS(facebook)を活用したタイムリーな情報提供にも努め、毎回たくさんの

方々の｢いいね｣やコメントをいただきました。 

 

○普及啓発用パンフレット作成配布事業 

紙媒体の広報としてチラシを作成し、ダイバーシティとやま主催事業での配布のほ

か、関連団体等への広報を実施しました。 

 

Ⅱ．”ちがい”を活かす事業  
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１．「多文化共生サポーター養成講座 2013」開催事業 
【実施日時】2013年 7月 13日･20日、8月 3日･9日 

【主催】NGOダイバーシティとやま／太閤山地域振興会 

【後援】射水市 

 

ダイバーシティとやまでは、地域に根ざした活動として、外国籍の子どもたちのサ

ポート活動にも協力しています。 

射水市立太閤山コミュニティセンターでは、2009年度から「多文化こどもサポート

センター（以下、センター）」が開設され、ブラジルやロシアをはじめ、たくさんの国

の子どもたちで、毎週、賑わっています。このセンターは、富山県、とやま国際セン

ター、射水市、射水市民国際交流協会などをはじめ、実に多くの方々が設立に携わり、

地域での多文化共生の活動の実践の場となっています。 

現在では、太閤山地域振興会のみなさんが主体となってセンターを運営しており、

コミュニティセンターの地域活動、各種行事と、子どもたちが一緒になって楽しんで

いることも多くなってきました。 

このため、センターと地域の人たちがふれあう機会も増えてきましたが、居場所と

してのセンター機能である勉強のお手伝いであったり、おしゃべりの相手であったり

という、ボランティア活動、すなわち人として、より多くの地域の人に関わってほし

いとの願いから、ダイバーシティとやまでは、「多文化共生サポーター養成講座」を開

催しました。多文化共生の地域づくりもダイバーシティとやまが目指す姿のひとつで

す。 

講座は４部構成となっており、それぞれに、座学とワークショップを交えた講座を

開催しました。 

 

(1)「教えて！『日本に住む外国人の気持ち』」[7月 13日] 

【講師】(特活)多文化共生マネージャー全国協議会/事務局長/時 光 

 

異なる国を祖国に持つ外国人が、どんな理由か

ら日本に住みたいと考え、日本での生活をはじめ

てから、生活環境がどのように変わり、何を感じ

たのか。日本人社会とのかかわりについて、中国

出身の時さんからお話をいただきました。 

全国各地でご活躍の時さんですが、今回は、他

では聞くことができない「ここだけの話」として、

等身大の時光さん個人のお話いただきたい。こう

した依頼を事前にお願いいたしました。わがまま

なオファーを快く引き受けてくださり、本当に感

謝しています。講義では、これまでの時さんの人生を振り返っていただき、笑いあり、

ときに怒りあり、胸が詰まり目頭が熱くなる場面もあり、本当に誠意あふれる真心の

こもったお話をいただきました。 
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個人的な経験でもあり、報告書に記載するには限りがあることをご容赦いただきた

いのですが、時さんは、中国遼寧省のご出身で、日本に来てから、当初の頃は、感動

と喜び、驚きの連続の毎日だったのことです。「日本って、なんて素晴らしいんだ」と

いう日々が続いたとのことです。その後、月日が経つにつれ、徐々に日本社会で生き

ていくことの難しさに直面されたそうです。受講生には「そうか、自分もそういう状

況に置かれれば、そう行動するだろうな」との納得の表情もありました。 

そして、日本社会において、中国人として生きていくことに目覚めたある出来事が

きっかけで、多文化共生社会の推進に尽力されることになったとのことです。そこに

は、ひとりひとりの日本人との、友人との大切な出会いがあり、そして母国である中

国と日本との関わりから見出したご自身のアイデンティティの確立も重要な役割を果

たしたそうです。 

人が人として生きていくとき、出身国は確かに大きなバックボーンにはなりますが、

人が人と関わって生きていくときには、出身国よりも大切なものがたくさんあるのだ

という、生身のメッセージをいただくことができました。 

話しにくいことも多々あったかと思いますが、時さんの誠意と多文化共生への情熱

に感動のひとときを持ちました。 

 

(2)「そうなんだ！『富山県の多文化共生の現状』」[7月 20日] 

【講師】富山県国際・日本海政策課/国際協力係長/山元 真弓 

 

富山県多文化共生推進プランから、富山に住む

外国人の現状や、県や関係団体の関連施策につい

て、山元さんからお話をいただきました。 

第１回の講義の、ひとりの外国人の背景や気持

ちを踏まえ、では、そうした外国人が、一体、ど

のくらい富山県内に住んでいるのか、年齢や性別

は、そして生活の目的（在留資格）は何かといっ

た総論を、山元さんから、統計データやグラフな

どを用いて、わかりやすくお話をいただきました。 

ひとことで、統計データと言っても、かなり広

範囲に及んでいます。市町村別、国籍別、年齢別、性別にはじまり、国際結婚の状況、

就業の状況、日本語の必要なこどもたち、留学生たちの国籍などなど。日本には、富

山には、実に様々な外国人がいることに納得です。 

そして、そこから多文化共生の必要性に進展していきます。古くは 1955年の姉妹都

市提携から始まる国際交流の流れ、1970年代にはじまる NGOの国際協力活動、そして

1995年の阪神淡路大震災を契機として多文化共生へとつながっていきます。これに呼

応する形で国や地方においても様々な取り組みが進められ、富山県においても 2007

年に「富山県多文化共生推進プラン」が策定されました。 

以後、2008年のリーマンショックを迎え、国において、日系人の就労支援を行うな

ど、外国人が日本社会にとって必要不可欠な存在であるということが認識されてきた
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ということです。 

そして、富山県内においても、外国人は一時的な滞在者ではなく、富山に住み続け

ることを選択した人たちだということが理解され始めてきているということでした。

こうしたことから、県では、地域に根差した多文化共生づくりを推進しているとのこ

とでした。 

行政の多文化共生への取り組みを総括してお聞きする貴重な機会となりました。ま

た、山元さんは、韓国での生活の経験も長く、ひとことひとことに重みがあり、大変、

有意義な講座となりました。ワークショップでもそうしたお話もたくさんお聞きする

ことができ、韓国での多文化共生、日本での多文化共生の両面から眺めるという「制

度」、「人」、「文化」など、さまざまなファクターが絡み合う多文化共生を感じ取るこ

とができました。 

 

(3)「聞いて！『多文化こどもサポートセンターの活動から』」[8月 3日] 

【講師】(公財)とやま国際センター/国際交流係長/中村 則明 

 

現在、太閤山コミュニティセンターで運

営されている「多文化こどもサポートセン

ター」。このセンターは、中村さんの熱い想

いが現実化したものですが、中村さんから

「国際交流、国際協力、そして多文化共生

～国際交流 現在、過去、未来～」と題し

て、お話をいただきました。中村さんは、

まさに国際交流から国際協力、そして多文

化共生の流れを人生として実体験されてお

り、中村さんの目に映ってきたもの、その眼差しが見据えているものは何なのか、そ

の人生を振り返ることで、現在の日本社会に必要な多文化共生について、想いを伝え

ていただきました。 

中村さんには、青年海外協力隊として、アフリカのガーナへの赴任経験があるとの

ことです。そして、二度のアフリカでの訪問で、ガーナの人々や子どもたちと出会っ

たことで、大きな財産を得たということです。開発途上国の発展に貢献する青年海外

協力隊として、赴任したわけですが、ガーナの人たちは大変大きな贈り物を中村さん

に与えてくれたという感動的な話がありました。 

また、日本国内において、国際交流活動や協力活動といった業務に従事する中、そ

して、プライベートの生活の中でも、外国人にまつわる感動的なエピソードをたくさ

ん、ご紹介してくださいました。 

私たちが生きていくということは、どういうことだろうか？ 

こうした、ある種の根源的な問いかけに対し、大きなヒントになったのが、外国人

との関わりの中にあったとのことでした。 

そして、長く国際協力の現場にいる中で、多文化共生に出会います。いわく「多文

化共生に出会ったことで、とても肩の力が抜けた」ということです。国際協力も多文
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化共生も同じフレームの中で捉えることができる。そのキーワードは「地域づくり」

にあるとのことです。それぞれのノウハウを活かし合えるじゃないか、と気付かれた

とのことです。こうしたことから、富山で、射水で、何かできないかと考えたときに、

ひとりの友人の言葉がきっかけで、「多文化こどもサポートセンター」の設立へと動き

出したとのことです。 

ひとりの想いが世界を変えていく。こうした大切なメッセージを中村さんからいた

だいた講義となりました。 

 

(4)「やってみよう！『体験サポートセンタ』」[8月 9日] 

【協力】射水市立太閤山小学校 

 

射水市立太閤山小学校で、外国籍の子どもたちの夏休みの宿題のお手伝いを実際に

体験してみようということで、太閤山小学校の協力のもと、学校の一室を借りての企

画です。だがしかし。肝心の子どもたち、その保護者のみなさんとのご予定が合わな

かったのか、たくさんの子どもたちが宿題を持って押しかけてくるということにはな

りませんでした。 

とはいうものの、毎週、土曜日には太閤山コミュニティセンターで、にぎやかな声

が飛び交っていますので、今回、養成講座の受講の有無に関わらず、また、今回の受

講生に関わらず、ぜひ、一度、のぞいてみてください。 

多文化共生って、高尚なものであったり、崇高な概念ではなく、こんな身近なこと

なんだなと、きっと、納得していただけると思います。 

 

さて、各回のワークショップは、参加者のみなさん

の意識がとても高く、グループワークは非常に深い話

で盛り上がりました。鋭い意見も多くあり、しかも、

その意見に対立するのではなく、そうした意見も多角

的な視点で包み込み、あたかもグループのメンバーひ

とりひとりが、このグループ内で多文化共生社会を構

築していっているような印象を抱きました。 

そして、各回ともに、講師の方々にもグループワー

クに加わっていただき、実りある建設的な話し合いの場を持つことができました。本

当にありがとうございました。 

今後は、こうしたグループワークの輪の広がりを、地域社会に根差したものとして

いけるよう、仕組みづくりにも取組んでいかなければならないと感じたワークショッ

プでした。 

 

２．平成 25年台風 30号フィリピン被災募金活動事業 
【協力】オレンジカフェ／しゃみせん楽家／リタクラブ／ひとのま／ELABO 

 

瞬間最大風速が 100ｍ超という驚異的な台風 30号。11月 5日以降、フィリピンでは、
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非常事態宣言が発令され、6 千人を超える人の命が奪われるなど、甚大な被害に見舞

われました。世界中からさまざまな形の支援活動が行われましたが、多様な文化を持

つ人々と共に生きる、多文化共生を活動の理念のひとつとしているダイバーシティと

やまでも、微力ながらフィリピンへの災害募金を実施しました。 

富山市のオレンジカフェ、しゃみせん楽家、リタクラブ、高岡市のひとのま、小矢

部市の ELABOの 5箇所に募金箱を置かせていただき、26，276円の募金が集まりました。 

募金にご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。 

この募金は、1月に現地入りされた赤坂剛史さん、友紀さんに託しました。 

赤坂さんからのフィリピン・レイテ島タクロバン復興支援活動の報告書は、ダイバ

ーシティとやまのウェブサイトに掲載させていただいてます。 

 

Ⅲ．”ちがい”が光る事業 

 

１．「ダイバーシティ・サバイバルキャンプ」開催事業 
【実施日時】2013年 8月 31日～9月 1日 

【主催】NGOダイバーシティとやま／NPO法人真おやじ塾 

【共催】(有)土遊野 

 

夏休みの最後の休日。8 月 31 日～9 月 1 日の一泊二日、NPO 真おやじ塾のみなさん

と共に、生物多様性の地、土遊野にてダイバーシティ・サバイバルキャンプを開催し

ました。 

前日は台風で大荒れの天候。キャンプが開催できるのか、本当に危ぶまれましたが、

なんと当日はお天気が回復です。本当にありがたいことです。おかげさまで、予定ど

おりに無事にキャンプをスタートすることができました。キャンプの参加者は、小学

生から中学生、そして大人も合わせて 20名超となりました。 

まず、土遊野の橋本さんから、土遊野でのルールのお話があります。難しいことで

はなく、土遊野にはいろんな動物や虫達もいますので、自然と共に生きていることを

自覚しよう！みんな一緒に生きているということを忘れずに接してあげよう！という

ことです。急に走ったり、大声を出したりすると、自然相手だと、びっくりしてしま

う生き物もいますよってことです。 

 

そして、次は「命の授業」です。 

土遊野には、鶏がたくさん飼われています。暗い

ケージの中に閉じ込められ、ストレスフルに飼育さ

れたものではなく、橋本さんが毎日、丹念にお世話

をしてきた鶏たちです。私たちは、いつも鶏を食べ

ているけれど、それは、生きていた鶏の命をいただ

いていることなんだ。当たり前だけど当たり前では

ない、子供たちにとっては、とても新鮮で衝撃的な
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授業です。 

今まで動いていて温かかった鶏。「その生命をいただいているんだよ」ということを

土遊野の橋本さんから教えてもらいました。「スーパーで、パックで売られている肉は、

無機質で、命を感じることができないかもしれないけど、今日、ここではわかるよね。

今、鶏の命をいただいているんだよ。私たちは、毎日、こうして命をいただいて生き

ているんだよ。」橋本さんの言葉が私たちの胸に響きます。生きている鶏を目の前にす

ると、まさにそれを感じることができるのでした。 

みんな神妙な面持ちで話を聴きました。そして、食べるために、羽をむしり取るの

です。いただいた命を精一杯、美味しくいただく。その

ために、一本一本、丁寧に羽を取り除いていきます。子

どもたちも自分たちの手でやり遂げました。 

生きていた鶏がスーパーで売られているような肉片に

捌かれていく様子を見るのも初めてです。橋本さんが、

丁寧に丁寧に、命を大切にするように切り分けていきま

す。その気持ちが伝わったのか、子どもたちも鶏肉が切

り分けられていく様子を真剣に見守っています。 

 

次に、魚を捕る仕掛けをペットボトルで作ります。身近な材料で食べ物を得る。す

なわちサバイバル技術を学びます。魚の習性を利用して、簡単な仕掛けで魚を取ろう

というものです。おやじさんたちのスキルがいかんなく発揮される瞬間です。子ども

たちの中には、こんな仕掛けで魚が取れるのかな？と半信半疑に思っている子もいた

かもしれませんが、結果は翌日に判明します。これを川に仕掛けるため、河原に出か

け、おやじさんたちにヒントをもらいながら、子どもたちが各々に魚の来そうなポイ

ントに仕掛けを設置していきます。 

夕食のための準備として、自分たちが使う

コップや箸を竹で作ります。みんな真剣その

もの。長い竹を、順番にのこぎりで切ってい

き、切った後に、飲み口がささくれないよう

にナイフで丁寧に加工し、その後、おやじさ

んたちが、バーナーで竹カップを焙り、きれ

いに仕上げてくださいました。箸は太過ぎる

と扱いにくい。そんな当たり前の体験も自作

ならではの気付きになります。 

 

そして、夕食の準備に取り掛かります。かまどに火をつけ、いよいよ料理するぞ！

という瞬間、猛烈な雨が降ってきました。でも、安心なのです。なぜなら、土遊野に

は昔の小学校の冬季分校の建物が残っており、旧校舎の体育館（といっても旧家屋の

大きな座敷程度です）で、調理続行となりました。 

 

今回は、ダイバーシティなキャンプでもあり、パキスタン出身の子どもも参加して
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いました。ムスリムなので豚肉は NGです。ですので、ハラール対応の鶏肉や、豚肉エ

キスの入っていないルーのカレーも作りました。国籍や宗教の違いによって、食べる

ものも異なるんだなーということ一緒に作ればよくわかる。子どもたちにとってはと

ても大切なことなのです。 

 

夕食の後は、子どもたちが自分たちの夢を発

表しました。その夢に対して大人がメンタリン

グをするというとても素敵な時間になりました。 

学校の中にはいろいろなプログラムがあり、

社会見学・体験の授業もありますが、さらに一

歩、外に出て、直に大人と接する機会はなかな

かないものです。ですので、難しく言うと、子

ども自らが持っている夢に対する社会的価値観を客観的に評価することは、なかなか

困難です。これは大人でも難しいことでもありますが。 

しかし、ちがいを活かしていくことこそ、ダイバーシティの醍醐味！ひとりひとり

の異なる夢に対して、これまた様々な人生経験、就業体験を持つ大人たちが、その夢

がさらに飛躍していくためのスペシャルアドバイスを行いました。これは、大人→子

どもへの一方通行ではなく、子どもの夢に、大人も刺激される、とっても豊かで濃密

な時間になりました。 

お風呂に入ったそのあとは、夜の部。中学生は夜中まで大はしゃぎでした。夏なの

で怪談でも盛り上がっていたようです。お疲れさまでした。 

 

翌朝、魚の仕掛けを見に行きます。います！います！たくさん仕掛けのペットボト

ルに魚が入っています。仕掛けを引き上げると、小魚が入っていて、子どもたちは大

喜びです。 

 

さて、土遊野には、鶏だけでなく、山羊もいるのです。ヤギといえば・・・、そう、

ペーター！ではなく、ヤギのお乳です。お乳はもちろん、ヤギの子どものためのもの

ですが、今回、乳搾りも体験させていただきました。昔は、おっぱいの出ないお母さ

ん（人間）は山羊の乳を代わりに飲ませていたそうです。それくらい人間にとっても

とてもいい乳が山羊のお乳です。 

鶏舎もあって、産みたての卵をとった子どもたちは「あったかい！！」ここでも命

を感じることができました。 

そして産みたて卵の卵かけごはんは最高に美味しかっ

た(^^) 

 

朝ごはんの後はストーンペインティング。川原の石を

使って、思い思いに好きなものをペイントしていきます。 

子どもたち、素敵な作品をたくさん作っていました。 
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参加した小中学生には夏休みの最後にとてもいい思い出ができましたし、私たち大

人も、生物多様性の地で多様性について考えるという得がたい機会を持てました。 

 

２．「ダイバーシティ・ドリームプランプレゼンテーション」開催

事業 
【実施日時】2013年 10月 19日 

【共催】一般財団法人ダイバーシティ研究所 

【後援】富山県／富山県教育委員会／高岡市／高岡市教育委員会／富山市／射水市

／南砺市／氷見市／黒部市 

 

2013年 10月 19日。この日は、ダイバーシティ・ドリームプランプレゼンテーショ

ンの開催に至り、私たちにとっては、本当に記念すべき日となりました。そして、毎

日が大切な日々の連続だということを改めて実感しました。 

ダイバーシティとやまでは、子どもや高齢者といった年齢のちがい、性別のちがい、

病気や障がいのちがい、国籍などのちがいを持った人たちが、それぞれの個性を発揮

し、一人一人が輝ける地域社会を目指しています。 

多様な人が活躍できる地域社会の実現こそが、富山を、そして日本を元気にし、企

業活動も活性化させます。 このため、様々な個性を持った人が、様々な想いを未来へ

の羅針盤として形にする場、すなわちダイバーシティ・ドリームプラン・プレゼンテ

ーションを開催しました。 

オープニングでは、富山を中心に演奏活動している

盲目のピアニスト YOUTAさんが素敵な曲を奏でてくだ

さいました。YOUTA さんの演奏は動画でもご覧になれ

ますので、ダイバーシティとやまのウェブサイトから

アクセスしてみてください。 

 

(基調講演)「ダイバーシティは『夢』じゃない！～ひとり一人を大切にする

社会とは～」 

【講師】一般財団法人ダイバーシティ研究所/代表理事/田村 太郎 

 

田村さんは、現在、復興庁の上席調査官でもあり、数多くの NPO法人等の代表を歴

任。そして、日本初の滞在型小児がん治療施設「チャイルド・ケモ・ハウス」を立ち

あげた方です。田村さんからは、ご自身の豊富な経験から、今回のテーマである「多

様性が創る夢の実現」に相応しい素晴らしいご講演をいただきました。 

現在、田村さんは、一般財団法人ダイバーシティ研究所の代表理事としてご活躍で

すが、その前身として、多文化共生センターでの活動があります。多文化共生との出

会い、さらには田村さんご自身のダイバーシティとの出会いからお話が始まります。 

「世界は人の手によって変わるのはないか」 

田村さんが人生の転機を迎える 1989年には、そういう時代の雰囲気を感じさせるに

十分な出来事がありました。そう、冷戦構造の象徴的存在であったベルリンの壁の崩
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壊です。大学で勉強することはいつでもできる。しかし、この時代の象徴的事件を体

感するのは今しかない。 

一人の若者を突き動かすには十分過ぎる歴史的事件に直面したのです。 

そして、それは、学校において全員が同じ方向を見て、同じ勉強、同じ試験、同じ

解答を導いていることに疑問を持っていたときでした。整然としたシンメトリー。正

しいとか正しくないということではなく、ただ違和感を感じていたときでした。 

わずかな所持金を手元に、放浪の旅が始まりました。 

この旅の始まりが、やがてダイバーシティの活動へと至ることは、まだ誰も予想す

ることはできません。むろん、本人でさえも。ただ、行動していくことが、世界を変

えていくことにつながっていくことだけは確信していたのでした。 

ベルリンの壁の崩壊をその目で見、ビリビリ震える

空気に触れ、その後、世界各地を放浪していく中で、

実にさまざまな人たち、国の成り立ちに出会います。

それぞれの国が違えば、考え方や事情も変わってくる。

それに至る歴史的な背景もある。しかし、南アフリカ

からブラジルに渡ったときに、そうした理屈抜きで、

ちがいを持つ人たちが共に楽しく暮らしていけるのだ

という現実に直面します。このとき、多文化共生の一

粒の種が地に落ち、やがて多くの果実を結ぶことになるのです。 

その後、神戸でフィリピン人向けのレンタルビデオ店で仕事をしているとき、次の

大きな契機が訪れます。1995年、そう、阪神淡路大震災です。わずか 7 人で始めた多

言語による外国人地震情報センター。これがわずか数日で、ものすごい数のボランテ

ィアが集まることになったのです。そして、さまざまな国の人が日本社会に暮らして

いることを知り、以後、彼らの生活の実情を詳らかに知ることになったのです。 

それは、多文化共生には程遠い日本社会の現実でした。災害時には、日本人と外国

人の間にある３つの壁が、より高くなる。これを低くしていかなければならない。阪

神淡路大震災をきっかけに、多文化共生や災害時の外国人対応について、全国各地で

講演を続けました。 

そんな中、2011年、東日本大震災が起きたのです。 

1995 年から 2011 年までの間、田村さんを結ぶ全国各地に出来たネットワークは、

団体や個人の数はもちろん、実にさまざまな分野に及んでいました。まさにダイバー

シティ・ネットワーク。被災者をＮＰＯとつないで支える合同プロジェクトとして、

発災直後から被災地を中心に全国各地を奔走します。細やかに被災者に会い、1 日に

複数回、仮設住宅でお話会をするなど、真に必要な被災者ニーズを汲み取ることがで

きました。そして、多くのボランティア団体が、ネットワーク化してそれに対応しよ

うと懸命に活動を展開しました。 

しかし、世界を変えていくのが人であるという現実を再び目の当たりにすることに

なるのです。そう、日本社会の人口構造の変化です。阪神淡路大震災のときと比べ、

若者が大きく減少し、高齢化が進展していたのです。ふたつの被災地の現場に身を投

じた田村さんだからこそ実感できたことでした。被災地に集結するマンパワーが大き
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く変化していました。ダイバーシティの推進がますます必要不可欠な社会構造になっ

ていたのです。そして、被災地の人々に会っていく中、こうした言葉を耳にしました。

とある被災者が仮設住宅を指差し、こうつぶやくのです。 

「なんや収容所みたいやなぁ」と。 

自分が望んで得た現実ではない。地震に遭ったというだけで、こんな現実に直面し

てしまう。著しく困難な生活状況に置かれてしまう。しかも、復興の礎となるべき仮

設住宅の基本的な造りは、阪神淡路大震災のときから、ほとんど変わっていない。 

「変えていかなければ…」 

こうして田村さんは社会的な活動にまい進していく一方で、小児がんの子供のため

の病院の建設にも着手されています。先の被災者がつぶやいた一言は、すでに田村さ

んの胸の中に去来していたのです。ご自身の息子さんが小児がんで手術を受け、病院

での闘病生活に寄り添う中、がんになっただけで、こんな狭い病室で、何十日も生活

していかなければならない。病室は治療のための場であるとともに、生活の場である

はず。これが子供の生活の場なのか…。 

「自分が変える」 

そう決意をしたのです。医療を受けながら、自宅にいるような家庭生活を。そして、

ここでも人の手によって世界が変わっていくということを実感します。建設費だけで

億オーダーとなる病院の建設。一個人で現実化するには途方もなく困難であることは、

考えるまでもないことですが、さまざまな人との出会いにより、話が進んでいきます。 

そう、夢を現実化させたのです。 

そんな田村さんのメッセージ。 

「夢は現実化しないと意味がない。しかし、夢は必ず現実のものとなる」と。 

大切なことは行動していくこと。今日のプレゼンター、そして、参加者のすべての

人に、素敵な贈り物が贈られました。 

 

そして、5 人のプレゼンターによる夢のプレゼン、ダイバーシティドリプラがスタ

ートしました。 

 

【プレゼンター】野澤拓哉さん 

 

突然動かなくなった下半身と向き合うことになっ

た 6歳のとき。必ず治ると言い続け、治らない自分

と向き合った小学 4年生のとき。 でも、現実に向き

合うことで、自分の人生が変わり始めた。そう、車

椅子バスケットボールとの出会い。 そんな中で起こ

る様々な出来事。そして彼の熱い想いとは。 野澤さ

んの夢はぜひ動画でご覧いただけます。ダイバーシ

ティとやまのウェブサイトからアクセスしてくださ

い。 
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【プレゼンター】伊藤博芳さん 

 

大正 15 年生まれで、87 歳になる伊藤さん。戦時

中は海軍兵学校で学び、戦後は自衛隊の基礎を築い

てきました。 娘さんのいる富山に来たのは 80歳を

過ぎてから。娘さんとともに、砺波の地で誰もが自

分らしく安心して暮らしやすい村を。 それこそが

「白ヤギの村」。このコミュニティを作っていくこと

が伊藤さんの今の夢です。そして、その未来図は、

着々と進んでいます。 自分らしく生きることを、こ

れからも追い求め続ける。時には若い人と酒を酌み交わす。いくつになっても、自分

にしかできないことがあるのです。 

 

【プレゼンター】阪本アンドレさん 

 

14歳の時にブラジルから日本に来ました。日本語

がわからず、幾多のつらい想いもありました。 

でも、周囲の人たちの温かい気持ちや出会いの中

で、日本で生きる夢を持ち始めることができた。日

本の友だちがいる日系ブラジル人のボクだからこそ

できることがあるはず。 

海を超え、世界に笑顔を描いていきます。 

 

【プレゼンター】平木柳太郎さん 

 

大学時代に出会ったひとつのセミナーがきっかけ

で、年間 150本のセミナーに参加することに。そこ

からいくつものヒントを得て、働くという幸せ、人

を活かすということ、すなわち「利他」に行きつき、

リタ・クラブを創業。若き起業家としての人生を歩

み始めます。 

現在、県議会議員としても各方面で活躍していますが、まだまだ描きたい白紙がた

くさんあるのです。平凡の中にこそ宿る非凡とは。 

 

【プレゼンター】山元三百代さん 

 

様々な出来事が直面し、自分の心に蓋をしてきた

こともありました。なんとか社会とのつながりとの

希望を持ちつつも、無理が重なり限界を迎えたこと

もありました。 
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自分が抱えてきたこと、経験、想いを共有すること。 

そして還元することで、きちんと言葉を伝え合える社会を目指したい。 

かけがえのないあなたのために。私のために。 

山元三百代さんのプレゼンもぜひ動画でご覧いただけます。ダイバーシティとやま

のウェブサイトからアクセスしてください。 

 

5人の夢のプレゼンテーション。 

会場では、来場者のみなさんから、惜しみない拍手がおくられました。 

会場の外には、プレゼンターのみなさんの個別ブースも設けられました。 

 

(講演２)「ドリプラを通して実現していくダイバーシティな社会」 

【講師】ドリプラ世界大会事務局長/夢の国東北プロジェクト事務局長 川合 径 

 

日本中を飛び回り、大活躍の川合径さん。今、ドリプラは日

本国内にとどまらず、世界中に広がっています。夢があれば仲

間が集まり、一人ひとりの未来の可能姓が広がるということを

全国で伝えていらっしゃいます。 

そんな川合さんの講演動画もダイバーシティとやまのウェブ

サイトからアクセスできます。ぜひ、ご覧ください。 

 

そして、総合司会の宮田隼さん

＆ダイバーシティとやまの宮田。

Ｗ宮田が伝える熱い想いとは？ 

  

【エンディング】射水市立小杉中学校合唱部 

 

エンディングは射水市立小杉中学校合唱部のみなさ

んによる「花は咲く」の合唱です。プレゼンターと会

場のみなさんが一体になり、とてもあたたかなエンデ

ィングになりました。 

 

会場のみなさんからは、プレゼンテーションを通じて自分自身に起きた変化、気づ

き、学び、感謝の気持ち、ともに未来を創りたいという意欲、そして自分にできるこ

と、やってみたいことを「メンターカード」に書いて、プレゼンターに届けられまし

た。これは、書くことから始まるダイバーシティ・アクションです。 

ちがってていい、ちがうからいい、多様な人が共に生きているからこそ起こる奇跡。 

ダイバーシティとやまでは、引き続き、この 5人のプレゼンターが描く夢の続き、

いえ、夢が現実となっていく姿をお伝えしていけたらと思っています。 

そして、これをお読みになっている、あなたの熱い想いをお待ちしております。 
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３．ブログ｢ダイバーシティとやまな日々｣配信事業 
 

富山県在住者を中心として、富山を盛り上げている多様な方々にインタビューし、

ブログに掲載しました。多様性のある人々の生い立ちや経験、考え方に触れることで、

読者が読者自身のちがいに気付き、自身の多様性から社会的な広がりを実感していく

ことが可能となります。 

また、こうした取材・情報発信を通じて、富山の多様な人々をつなぎ、多様性が素

地となる地域社会の構築へと貢献することができました。 

（URL:http://blog.canpan.info/diversityt/） 


