
既参加青年による復興支援活動報告書 
－東日本大震災－ 

国名 トルコ 

イベント主催者 ディデム・タリ、セダ・ イルディズ 

イベントその１：寿司ワークショップ 

日時 2011 年 3 月 26･27 日 
4 月 2・3・10・23 日  場所 アンカラ・イスタンブール・コンヤ 

活動報告 

トルコでは、公的な許可なしに募金活動を行うことは違法となっています。その

ため、私たちトルコの既参加青年は正しい方法で募金活動を行うと同時に、日本の

文化に対する人々の興味を引くことができるように、寿司ワークショップを開催し

ました。 
寿司ワークショップは合計６回開催されました（アンカラにて４回、イスタンブ

ールにて１回、コンヤにて１回）。寿司ワークショップでは、最初に既参加青年が

寿司を巻く方法を実演し、その次に参加者が選んだ材料を自分自身で巻いて寿司を

作りました。参加者が寿司を巻いたり、食べたりして楽しんでいる間に、私たち既

参加青年は「世界青年の船」事業や、今回日本で起こった大地震・津波が引き起こ

した惨事についての説明をしました。このようにして、今回のワークショップの参

加者は、寿司だけでなく、このワークショップを開催するきっかけとなった「世界

青年の船」事業で築かれた友好関係に深く感動していました。 
私たち既参加青年は米や野菜などの材料を前もって用意していましたが、ワーク

ショップ中に、どのように米を炊き、材料を用意するかということも参加者に教え

ました。 
合計すると 88 名（アンカラで 58 名、イスタンブールで 26 名、コンヤで 4 名）

がワークショップに参加しました。 
 

成果 募金額 約 3,000 トルコリラ（日本円で 161,000 円）

写真と 
それに関する説明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

イベントその２：チャリティーバザー 

日時 2011 年 4 月 17 日 場所 アンカラ 

活動報告 

このチャリティーバザーイベントは、日土婦人友好文化協会（Turkish-Japanese 
Women’s Friendship and Culture Association）と共同で開催されました。義援金は同団体

を通じて寄付されます。 

このイベントでは、日本とトルコの女性ボランティアが、手作りのおりがみのし

おり、磁器などのユニークな手工芸品だけでなく、日本人女性が用意した寿司や緑

茶、トルコ人が用意したトルコのお菓子なども販売しました。 
このイベントは日土アンカラ協会（the Turkish-Japanese Society of Ankara）が開催した

本格的なイベントであったため、とても多くの方が参加していました。 
  

成果 募金額 約 9,000 トルコリラ（日本円で 483,000 円）

その他 

 
 

頑張れ日本、頑張れ！ 
トルコ「世界青年の船」事後活動組織は、日本と共にありま

す！ 

 



Relief Activity Report Initiated by Ex-PYs 
－Great East Japan Earthquake－ 

Country TURKEY 

Organizer(s) of 
the Events 

DUYGU DIDEM TARI, SEDA YILDIZ 
 

Event No.1: Sushi Workshop 

Date 26-27 March; 2-3, 10, 23 April Place Ankara; Istanbul; Konya 

Activity Report 
(Content, number 
and nature of the 
participants, size of 
the event, etc.) 

Since collecting money without official permission is illegal in Turkey, ex-PYs found a 
way to collect money in a manner which they can attract attention to Japanese culture 
while collecting money: “Sushi Workshop”  
 
Sushi workshops were held for 6 times (4 times in Ankara, 1 time in Istanbul and 1 time 
in Konya).  In the sushi workshops, it was taught how to make sushi by ex-PYs and then 
the sushi mats left for the participants and they rolled their own sushis with the 
ingredients they wanted to try.  While the participants were rolling their sushis the ex-
PYs explained about the enjoying themselves with the sushis they rolled, ex-PYs 
explained the Ship for World Youth Program and the catastrophic results of the 
earthquake and tsunami. In this way, both sushis and the endless friendships have born in 
the ship which directed ex-PYs to organize such events, impressed the participants very 
much.  
 
Although the ingredients such as rice and vegetables have been prepared by ex-PYs in 
advance, it was taught the participants how to cook the rice, how to prepare the 
ingredients during the sushi workshops.   
 
In total 88 people attended to the sushi workshops. 58 of them in Ankara, 26 of them in 
Istanbul and 4 of them in Konya. 

Outcome 
 

Approximately TL3000,00 which is nearly JPY161.000,00. 

Photographs and 
Explanations of 
the Photographs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Event No.2: Charity Bazaar 

Date 17 April Place Ankara 

Activity Report 
(Content, number 
and nature of the 
participants, size of 
the event, etc.) 

The event was held in collaboration with the Turkish-Japanese Women’s Friendship and 
Culture Association.  And money will be send through the above mentioned association. 
 
In the event handmade Japanese origami bookmarks, Japanese handicrafts, Japanese 
porcelains and some other unique commodities; together with sushi, green tea prepared 
by Japanese and some cookies and Turkish deserts prepared by Turkish were sold by 
volunteer Turkish and Japanese women. 
 
Since the event was professional and conducted in the Turkish-Japanese Society of 
Ankara, the number of participants was really demanding.   

Outcome 
 

TL9000,00 which is nearly JPY483.000,00. 

Others 
(Comments, 
messages, etc.) 

 
 

頑張れ日本、頑張れ！(Gambare Nippon, gambare!) 
Turkish Alumni Association is with Japan! 

 


