
What’s New 

 
 

What is IAC ? 

４月から 「International Affairs Center (IAC)」が立ち上がり、AIMR-RRCで行って
いた業務の一部（国際業務及び外国人サポート）を行うことになりました。 
IACとなりましても、これまでどおり、来日間もない海外機関から着任された研究者
へ、仙台で最初の生活基盤を整えるサポートを行っていきます。 
ホームページに詳しいサポート内容がありますので、そちらもご覧ください。 
URL：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/support/foreigner/index_08.html 

～レンタルグッズ～ 
 日本に到着したばかりでは、どこで何を買えば良いか分からないですよね。 
 そこで、IACでは、海外機関から着任されたばかりの教職員の生活基盤をサポートするため、   
 生活必需品のレンタルを行っています。 
 
 ■□■下記のレンタルグッズを取り揃えています■□■ 
 １．電子レンジ ２．炊飯ジャー ３．電気ポット ４．アイロン＆アイロン台  
 ５．ヒーター ６．食器セット ７．ドライヤー ８．掃除機 ９．非常用品セット  
 １０．IH調理器具 １１．電気スタンド １２．電気自転車＆空気入れ 
  
※レンタルを希望される方は、ＩＡＣへ利用希望レンタルグッズ名及び利用期間をメール
(iac@grp.tohoku.ac.jp)でお知らせください。 

mailto:iac@grp.tohoku.ac.jp
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■イベント情報 ～時を越えて受け継がれる「仙台・青葉まつり」～ 
 

毎年5月の第三日曜日とその前日に、仙台・青葉まつりが開催されます。春の訪れ
を告げるまつりとして知られ、市民がつくる市民のまつりとしても定評のある伝統的
なまつりが、今年は5月14日、15日の日程で開催されます。 
 
11基もの絢爛豪華な山鉾、約2,000人もの踊り手によるすずめ踊りの時代絵巻巡行
は圧巻で、きらめくけやき並木の中繰り広げられる勇壮な舞、武者行列を目の当た
りにすれば、あたかも時代を超えてタイムスリップしたような気分を味わうことができ
るでしょう。 
 
城下町のまつりを再現した伊達縁も登場し、おいしいもので舌鼓をうつこともできる
青葉まつり、ぜひ5感をフルに使ってご堪能ください。 
 
■ 開催日： 宵まつり：平成28年5月14日（土） 
          本まつり：平成28年5月15日（日） 
■ 場  所： 仙台市役所前市民広場、勾当台公園、定禅寺通 等 
 

すずめ踊りとは？ 
1603年、仙台城の石垣を造った石工さん達が即興で踊ったものが起源。 
伊達家の家紋、「竹に雀」にちなんで踊りの名前が雀おどりになったという説、お囃子に併
せて飛び跳ねる様がまるで雀のようであることから雀おどりとなったという説がある。 
 
ちなみに、The 2012 WPI-AIMR Annual Workshopにおいても披露されたことがあり、AIMR
においても馴染み深い踊りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

The 2012 WPI-AIMR Annual 

Workshopに於けるすずめ踊り 
仙台市内の様子 
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第１回 イスファハン（イラン）          
原子分子材料科学高等研究機構 
Khademhosseini研・助手 
サハール サレヒ さん 

 
  

－サハールさんの故郷、イスファハンについておしえてください。 
イスファハンは、人口約175.6万人、イスファハン州の州都で、イラン第３の都市です。首都テヘランから
南へ約340ｋｍにあります。 
イランにも四季があり、3月の半ばに春が始まります。実は3月の半ばに実家に帰ったのですが、丁度桜

が満開でした。イスファハンは仙台より南に位置するので、仙台より温かいです。色々な種類の桜が咲き
ますが、ほとんどの桜は実が食べられます。日本のさくらんぼは実が大きくて美味しいですね。4月末か
ら5月の半ばに夏が始まります。イスファハンの夏は乾燥していて、とても暑いです。日中は40℃以上に
なることもありますが、夜は夏でも涼しく、温度が10℃～15℃位に下がります。雨季はなく、9月に秋が始
まり、日本の様に美しい紅葉が楽しめます。冬は寒くて、雨や雪も降るんですよ。 

－イランは乾燥した砂漠のイメージがありましたが、四季があって、雪も降るんですね。 
イスファハンは、日本で言うと、京都のような歴史のある美しい古都と聞きました。 
そうなんです。イスファハンは、紀元前６世紀ころから歴史があ 
り、15～16世紀頃にはイランの首都でした。当時の壮麗な建築 
物が今でも残っていて、世界遺産にも登録されています。 
あまりにも美しい街だったため、「世界の半分」と称えられて 
いました。 

 －見どころが沢山ありそうですが、 
     観光で特にお勧めの場所はどこですか？ 
砂漠の多いイランですが、イスファハンの街の中心をザーヤンデという 
川が流れています。ファーシー（イラン語）で命を生み出す川という意味です。 
ザーヤンデ川には歴史ある美しい橋が沢山架けられていて、川沿いは 
緑も多いので、その周辺をお散歩することをお勧めします。それから、 
世界遺産にも登録されているイマーム広場も外せません。イマーム広場は 
市の中心に位置し、大きな宮殿と二つのモスク、バザールの回廊がぐるり 
と大きな四角い広場を囲んでいます。中央の広場では、人々が夜遅くまで 
ピクニックを楽しんでいます。 
                                                       
                   広場の東側にあるシェイフ・ロトフォッラー・モスクは、イスラーム建築を 
                                                      代 表する傑作です。青いドームには、精密なアラベスク模様のタイルが 
                   施されて、とても繊細で綺麗です。BBC Newsで“世界で最も美しい天井 
                   トップテン”（The 10 Most Beautiful Ceilings in the World）に選ばれています。 
                   イスファハンは手工芸も有名で、バザールでは織物、ペルシア絨毯をはじ 
                   め、トルコ石細工やミーナーカーリーという銅細工等、様々な店が立ち並 
                   び、実際作っているところも見学できるので見ているだけでも楽しいですよ。 
                   去年お土産に買ってきたテーブルクロスもここで買いました。 

イマームモスク 
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－素敵なテーブルクロス、大切に使っています。サハールさんはいつもこの時季に里帰りされま
すね。 
はい。3000年も前からイランでは、昼と夜の長さが丁度同じになる日、ノウルーズ（ノウは新しい、ルーズ
は日という意味）にお正月のお祝いをします。 

－お年玉、日本の正月と一緒ですね。あとは、イスファハンのご当地グルメがあったらおしえてく
ださい。 
ベリヤニという肉料理があります。インド料理のベリヤニが有名かもしれませんが、別物です。子羊の肉
と肺を炒めてミンチにし、水、シナモン、ハーブ、レモンジュース等を加えて味付けしたものを、イランのナ
ンにのせ、ピスタチオ、クルミ、ドライミントをトッピングして食べます。 

－子羊の肺ですか？今迄に食べたことありません。 
脂っこいので苦手な方もいるかもしれませんが、私たちは 
このローカルフードが大好きです。あとは、ギャズというお菓子が有名です。 

－日本の春分の日ですね。 
そうです。イランのお正月で特徴的なのは、ハフトスィンという飾り物です。Ｓで始まる７つの植物を家に
飾ります。７つのアイテムにはそれぞれ意味が込められています。 
１．サブゼ／小麦／再生の象徴  
２．サマヌ／小麦の新芽で作った甘いプリン／豊かさ  
３．センジェド／干したグミの実／愛  
４．スィール／にんにく／医学・薬  
５．スィーブ／りんご／美  
６．ソマーグ／ウルシ科の赤い実をパウダー状にしたもので、 
レモンの様な酸味のあるスパイス 
（ケバブ等にかける。消化を助ける働きがある。） ／夜明けの空の色  
７．セルケ／酢／長寿と忍耐 

その他、金魚やペイントした卵、花や果物、ナッツ、宗教にもよりますが、コーラン等、各々の家庭の好み
で飾り付けます。それから、お父さん、お母さんは、子ども達に新札をプレゼントします。家族皆で集まっ
てお祝いをする、これが伝統的なお正月の過ごし方です。 

－前にいただいたお菓子ですね。ヌガーみたいな。 
そうです。タマリスクという砂漠に生える木の樹液、ローズウォーター、 
ピスタチオでできています。これよかったらどうぞ。 

（ありがとうございます！いただきます。） 
このギャズは新商品です。通常のギャズに、チョコレートがコーティングしてあります。 

－あ、ナッツが沢山入っていて、甘すぎず美味しいです。今日はすっかりイスファハンの魅力に引きこま
れてしまいました。きっと読んでくれた皆さんもイスファハンへ行ってみたくなったはずです。仙台からは
どの様に行けますか？時間はどれ位かかりますか？ 
この間帰った時にざっと計算してみたのですが、仙台からだと片道30時間程かかりました。数年前に日

本からテヘランへの直行便がなくなってしまったので、今回は羽田からドバイ、ドバイからイスファハンの
フライトを利用しました。 

－すごい、長旅ですね！それでも行く価値ありますね。今日は楽しいお話とお土産、ありがとうございま
した。  

2016年4月6日、AIMR本館3階にて 
  インタビューアー： 鵜浦さやか 



■イチオシ手土産情報 
 
地元にお帰りの際、ご家族やご友人の方々へのお土産 
として、話の種として、仙台銘菓はいかがでしょうか？ 
 

～お茶の井ケ田 喜久水庵 「喜久福（きくふく）」～ 
お茶の井ケ田がプロデュースするスイーツから、 
大福 「喜久福」をご紹介いたします。 
抹茶、生クリーム、ずんだ、ほうじ茶と4種類の 
生クリームがあり、こだわりの材料の味はもちろん 
のこと、ふわふわ、もちもちの触感を楽しんでいた 
だけます。お茶屋さんが作る大福ですので、ぜひ、 
おいしい日本茶と一緒に召し上がることをおススメ 
いたします！ 
 
 ●○● お茶の井ケ田 HP ●○● 
http://www.ocha-igeta.co.jp/top.html 
 

※最寄り店： お茶の井ケ田一番町店 
 仙台市青葉区一番町三丁目8－11（営業時間：10時～19時半） 

 
■とっさの一言    「お 疲 れ 様 で す/おつかれさまです」 
 
今回は、挨拶の１つ「おつかれさまです」を紹介します。 
このフレーズも仕事などで頑張っていると人を敬い、気遣ってする挨拶です。 
職場ですれ違う時、退勤する人へ、電話での最初の言葉に添えるなど、色々な
場面で使えます。 
  
職場では、「おはようございます」や「こんにちは」よりも、多く使うことが多い 
フレーズですので、是非、覚えて、使ってみてください。 
 
 
 
 
 
 

おつかれ
さまです！ 
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■とっておきの日本酒 ～Japanese  SAKE～ 

今月の日本酒は、山形県村山市の高木酒造（創業1615年）で醸造される十四代
です。 
 
一口に「十四代」と言っても、種類があり過ぎて、全てをお伝えすることは難しい
ため、今回は『生詰 中取り純米吟醸』をご紹介したいと思います。 
50%精米した播州山田錦(兵庫県産) の酒米を使用し、山形酵母と地下からのお
いしい湧水を加え、なんとも香りよし、味よし！の酒に仕上がっています。 
ラベルにもこだわりがあり、緑の箔押 「十四代」の書体からもその酒の深みが伝
わってきそうです。 
 
近年の十四代ブランド人気により、店頭での入手が大変困難になっていますが、
万が一手に入ったら、早めに飲んでしまいましょう。(保存状態にもよりますが、日
本酒はワインと違い、ビンテージはありません) 
 
※山形県酒造組合 蔵元めぐり 
酒蔵見学、試飲等、貴重な体験をしてみてはいかがでしょうか？ 
http://www.yamagata-sake.or.jp/cgi-bin/view/kura/kura_list.cgi 

 

Share your ideas! 

■以下の情報をお持ちでしたら、ぜひAIMRの教職員の皆さんと情報をシェアしませんか？  
  皆様の情報、お待ちしてます！ 
・『母国に、地元に帰る際に必ず買っていくお土産はなんですか？』 
・『本当は教えたくないんだけど・・・行きつけのランチ場所はありますか？』 
・『外国人研究者も集いやすい飲み屋さんを知っていますか？』 
・『その他、皆さんとシェアしたい情報ありますか？』 
・『母国にあるおススメのレストランはどこですか？』 
 ★情報提供者には粗品プレゼント！ 

    Contact: 
     Tohoku University IAC Office 

  E-mail: iac@grp.tohoku.ac.jp  
  Tel / Fax: 022-217-5971/6343 
  Address:  
  2-1-1 Katahira Aoba-ku Sendai city,  
  Miyagi 
  Member: from left 
    Chief, Hiroshi OIKAWA 
    Staff:  Ms. Natsumi HONDA 
                 Ms. Sayaka UNOURA 
                 Ms. Kanako TANNO 
   

Join us! 
ご家族の方へも 
メルマガの 

配信が可能です。 
IACまでご連絡 
ください。 
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