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 日本・トルコ協会からのお知らせ 

去る10月30日にトルコ西部イズミル県で発生した大地震で亡くなられた方に謹んでお悔やみ申

し上げます。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 

イズミル地震支援募金へのご協力のお願い 

10 月 30 日 14 時 51 分にトルコ西部イズミル県でマグニチュード 6.6 の大地震が発生、11 月 8

日現在、死者 115 名、負傷者 1,034 名（うち、23 名は治療中）建物 13 棟が全壊、3,000 棟以上が

半壊または損壊するという大きな被害をもたらしました。現在も余震が続いており（11/8 現在で

2,846 回）、数千人の方々が、テント生活等を余儀無くされております。 

そこで、当協会はイズミル地震被災者支援のため、12 月 20 日まで募金活動を実施することに致

しました。ご賛同くださる方におかれましては、下記より募金をお願い致します。お振込みの際は、

「ボキン（スペース）御氏名（法人の場合は法人名）」をご入力くださいますようお願い致します。

また、お差支えなければ、事務局宛に振込先銀行名を明記の上、募金された旨をメール等でご連絡

下さいますようお願い致します。 

＊口座名 日本・トルコ協会 

みずほ銀行 外苑前支店 普通預金 1315013 

 三菱UFJ銀行 渋谷明治通支店 普通預金 1097717 

 三井住友銀行 青山支店         普通預金 7098313 

  

令和 2年度年次総会(報告) 

令和 2 年 9 月 25 日付にて開催致しました年次総会（書面）の全議案につきまして、10 月 10 日

までに受領致しました役員、会員各位よりの同意により、下記議案を可決致しましたことをご報告

申し上げます。 

議案 1．令和元年度事業及び決算報告（総会報告事項） 

議案 2．令和 2 年度事業計画・予算案（総会承認事項) 

引き続き当協会へのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

トルコ・セミナー（ウエビナー）開催のお知らせ 

① 第 15 回トルコ・セミナー「世界の要 トルコで働くということ」(11/12) 

11 月 12 日に法人会員の㈱エイチ・アイ・エス様とウエビナー（第 15 回トルコ・セミナー）「世

界の要 トルコで働くということ」を共催致します。 

日時：2020 年 11 月 12 日（木）15:00～16:00 

参加費：無料 

定員：100 名 

申し込み：特設サイトより事前登録申し込み（https://www.his-j.com/corp/seminar/20201112.html） 

【プログラム】 

15:00～15:05 Opening 

15:05～15:20 Keynote（基調講演）「トルコはなぜ世界の要か？」 

内藤正典氏 同志社大学大学院ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究科教授（当協会常任理事） 

15:20～15:40 Session１「トルコで働くということ」 

① 「中小企業様のトルコ展開支援の経験から」中村誠氏 ｼﾞｪﾄﾛ（日本貿易振興機構） 

② 「単身赴任駐在員として トルコで働くということ」 

井上 晶雄 氏 株式会社みずほ銀行 ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ駐在員事務所 

③ 「駐在員として 女性が一人でトルコで働くということ」 

田上 亮子氏 株式会社エイチ・アイ・エス ﾄﾙｺ・ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ支店 

15:40～15:45 Session２「日系旅行会社唯一の進出 HIS 提供サービス」 

トルスン・アブラット氏 株式会社エイチ・アイ・エス ﾄﾙｺ・ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ支店 

15:45～16:00 Q＆A、Closing 

https://www.his-j.com/corp/seminar/20201112.html
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②第 16 回トルコ・セミナー（12/17） 

「変遷するトルコ外交の核心：内政ファーストと大国との関係維持の模索（仮）」 

講師：今井宏平 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所研究員 

来る 12 月 17 日（木）に、今井宏平／日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所研究員を

お招きし、第 16 回トルコ・セミナー「変遷するトルコ外交の核心：内政ファーストと大国との関

係維持の模索（仮）」」を開催致します。本セミナーは新型コロナウイルスの影響を鑑み、オンライ

ン（ZOOM アプリを使用）開催といたします。皆様のご参加をお待ちしております。 

【 記 】 

テーマ： 「変遷するトルコ外交の核心：内政ファーストと大国との関係維持の模索（仮）」 

講 師： 今井宏平氏  日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所地域研究センター 

中東研究グループ研究員 

日 時： 2020 年 12 月 17 日（木）15:00～16:00 

申 込： 日本･トルコ協会事務局へ電子メール(tkjts@itochu.co.jp)にて、件名に「トルコ・セミ

ナー（12/17）」、本文に下記事項を明記の上、12 月 14 日(月) までにお申し込み下

さい。事務局よりメールにて申込受付のご連絡を送付致します。 

①氏名 ②所属（社名・所属団体等）③部署 ④役職 ④E-MAIL ⑤電話番号 

＊事務局からの返信がない場合は、お知らせ下さいますようお願い致します。 

参加費： 日本・トルコ協会 役員／法人会員／個人会員：無料、 一般：2,000 円 

定 員： 100 名程度（先着順） 

注意事項：本セミナーの録画、録音、撮影は硬くお断りいたします。 

【講師紹介】 今井宏平氏 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所研究員 

専門分野：トルコ地域研究、中東国際関係、国際関係論 

2004 年 3 月中央大学法学部政治学科卒業 

2006 年 3 月中央大学大学院法学研究科政治学専攻博士前期課程修了（政治学修士） 

2011 年 8 月中東工科大学国際関係学部博士課程修了（Ph.D. International Relations） 

2013 年 3 月中央大学大学院法学研究科政治学専攻博士後期課程修了（政治学博士） 

2013 年 4 月 2016 年 3 月日本学術振興会特別研究員（PD、明治大学） 

2016 年 4 月現職 

主著：『国際政治理論の射程と限界』（中央大学出版部、2017年）、『トルコ現代史――オスマン帝国崩 

壊からエルドアンの時代まで――』（中央公論新社、2017年）、The Possibility and Limit of Liberal  

Middle Power Policies: Turkish Foreign Policy toward the Middle East during the AKP Period  

(2005–2011), （Lexington Books, 2017）、 『中東秩序をめぐる現代トルコ外交―平和と安定の模索 

―』（ミネルヴァ書房、2015年）。 

2019 年度主要実績： 

・「トルコ」、「中東」坂井一成・八十田博人編『よくわかるEU政治』ミネルヴァ書房、2020年 3月。 

・「グローバル・サウス」、「イスラーム国」、「Gゼロの世界」『現代地政学事典』丸善出版、2020年 1月。 

・「トルコの安全保障政策とNATO」広瀬佳一編『現代ヨーロッパの安全保障』ミネルヴァ書房、2019年 

10月。 

・「域内外交―米国中東政策の「請負」理論とその検証―」中村覚監修・間寧編『シリーズ中東政治研究

の最前線第 2巻・トルコ』ミネルヴァ書房、2019年 6月。 

事務局より 

現在は新型コロナの影響により通常の活動を行えない状況ではありますが、オンライン等も活用

しながら工夫して活動して参る所存です。なお、トルコ関連の情報等については、ツイッター

（@JTStokyo）で随時発信しておりますので、ホームページと併せてご高覧ください。尚、事務局

は在宅勤務を取り入れて業務を行っております。事務局へのご連絡はなるべく電子メールにてお願

い致します。 

会員の皆様におかれましては、お身体にくれぐれもお気を付け下さいますようお願い致します。 
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トルコ関連新刊図書 

トルコ関連の新刊書籍をご紹介します。（価格は税別） 

『オスマン帝国 英傑列伝 600 年の歴史を支えたスルタン、芸術家、そして女性たち』                                    

小笠原弘幸／著 幻冬舎新書  ￥960 

『イスラームの論理と倫理』                     中田考、飯山陽／著 晶文社  ￥1,900 

『イスラーム/ ムスリムをどう教えるか―ステレオタイプからの脱却を目指す異文化理解』       

               荒井正剛、小林春夫／著、編集 明石書店  ￥2,300 

『イスラーム・ガラス』                真道洋子、桝屋友子／著 名古屋大学出版会 ￥7,200 

『中東全史―イスラーム世界の二千年』   バーナード・ルイス他／著 ちくま学芸文庫  ￥2,000

『新・トルコで私も考えた 2020』                       高橋由香利／著 小学館   ￥1,000 

トルコ関連の催し 

当協会にご案内頂いた催し等をお知らせ致します。下記の行事については、都合により変更され

る場合がありますので、必ず事前に、会場や主催者等にお確かめくださいますようお願い致します。  

https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/lifestyle/topics/201110-turkey.html 

①「エキゾチック・トルコ・バザール」（ジェイアール名古屋タカシマヤ） 

トルコの伝統工芸品やグルメ、各種イベントを交えてトルコの魅力をご紹介する『エキゾチッ 

ク・トルコ・バザール』が名古屋の高島屋で開催されます。  

日時：2020 年 11 月 11 日（水）～17 日（火） 場所：9 階 特設会場 

＊トルコ大使ご夫妻によるオープニングトークイベント 

日時：11 月 11 日(水) 11 時～ （於：9 階ローズパティオ） 

＊トルコ楽器ミニコンサート（伝統楽器「サズ」ミニコンサート、於：9 階ローズパティオ） 

日時：11 月 11 日（水）・14 日（土）・15 日（日） 各日 14 時～、13 日（金）17 時～  

②「トルコ・バザール」（エイチ・アイ・エス渋谷本店） 

会期：開催中～2021年 1月 17日（日） 11:00～18:30 

場所：エイチ・アイ・エス渋谷本店 （東京都渋谷区神南 1-21-3 渋谷モディ 電話 03-3496-9541） 

https://access.his-j.com/01/027/recommended/20201104182547.html 

【個人会員】メールアドレスご登録のお願い 

 情報伝達の迅速化ならびに IT 化を推進するため、個人会員の皆様にはメールアドレス登録のご

協力をお願い致します。ご入会の際や、当協会主催の催事に参加された皆様におかれましても、こ

の機会に改めて登録いただければ幸いです。ご登録を頂きますと、トルコ関連の催しやテレビ番組

のご案内等をタイムリーにお届け致します。 

【登録のご案内】 

事務局（tkjts@itochu.co.jp）へ下記要領にて電子メールをお送りください。 

・件名に「個人会員 ＊＊（氏名を明記くださいますようお願い致します）」とご記入下さい。 

  ・本文に「①氏名  ②メールアドレス」をご記入下さい。 

メール受領後、事務局より受信連絡を致します。事務局からの返信が届かない場合はお電話をく

ださいますようお願い致します。 

＊電子メールアドレスの登録の注意事項：事務局よりのメールは、「@itochu.co.jp」のメールアド

レスから届きますので、ドメイン指定受信設定をお願いします。 

トルコにおける新型コロナウイルス感染状況 

 11/8 現在、トルコにおける新型コロナウイルス感染症の感染状況は下記通りです 

【発症者 395,255 人、検査 15,127,811 件、死者 10,887 人、快復者 338,239 人、重症者 2,740 人】

協会Twitter にても情報を更新しておりますのでご高覧下さい。 

日本・トルコ協会 〒107-0061 東京都港区北青山 2－5－1 伊藤忠ビル内 

TEL：03-3497-8039  E-MAIL：tkjts@itochu.co.jp   

HP: http://www.tkjts.jp  Twitter: @JTStokyo 

＊HP の会員用ページ：《ID》JTcemiyeti2017 《PW》29NHtrKk  

mailto:tkjts@itochu.co.jp
http://www.tkjts.jp/

