
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 成田市国際交流協会 

毎年恒例の研修ツアーが 8 月 27 日に開催されました。今回は南房総の御宿と勝浦を訪れ、『月の沙漠記念

館』と『メキシコ記念塔』、そして『海の博物館』と『海中展望塔』を見学する行程で、参加者は 20名でした。 

市役所にて集合後、予定通り 8 時に出発でき、御宿までは圏央道と九十九里道路を通り、約 2 時間 10 分

でした。車中で、童謡の名曲『月の沙漠』の作詞者加藤まさを、作曲者佐々木すぐる、歌手柳井はるみ（後の松

島詩子）についての話と、メキシコ記念塔に関わる歴史的な経緯の説明がありました。 

御宿ではまず、『月の沙漠記念像』にて記念写真を撮り、『月の沙漠記念館』にて加藤まさをの生涯や御宿町

との関係、詩人・抒情画家としての作品の展示を見学できました。童謡『月の沙漠』は加藤まさをが 1923 年に創

作し、佐々木すぐるが曲をつけた後、1927 年のラジオ放送や 1932 年の柳井はるみの録音・レコード化により全

国的に知られるようになったそうです。日本人の多くが知る曲ですが、御宿で関連する事柄に接して、より親しみを

持ちました。 

『メキシコ記念塔』は、江戸時代初期に前フィリピン総督ドン・ロドリゴのイスパニア船サン・フランシスコ号が遭難す

る事故があり、御宿東海岸の岩和田地区の漁村民が総出で救助した結果、乗員のほとんどが生還したという歴

史を記念する目的で、1928 年に建設されました。2009 年には「日本メキシコ 400 周年記念式典」などの行事

が行われ、翌年の2010年に御宿町は9月30日を「日西墨友好の絆記念日」に定めました。17ｍの記念塔は

海岸沿いの高台の上にあり、周囲はメキシコ記念公園として整備されており、幸い当日は風が弱く、海岸の展望も

楽しめました。今回訪問して、メキシコ記念塔は国際交流協会の研修ツアーに相応しい訪問先だと感じました。 

昼食は御宿の料理屋さんで、ボリュームたっぷりの海鮮丼などをいただき、大変満足しました。また、様々な海産

物のお土産の買物もできました。 

勝浦の『海の博物館』は、千葉県立中央博物館の分館で、房総の自然・環境・動植物・産業などについて展

示・放映されていて、改めて房総の海を身近に学ぶ機会になりました。  

『海中展望塔』は、海の博物館から徒歩で 10－15分、沖合い 60ｍの位置にあり、らせん階段で最下階に降

りて、海中窓から海中の魚類や藻類を楽しめます。入場料は海水の透明度によって変動しますが、当日は幸いに

も透明度が最高段階で、多種類の魚の様子を観察できました。 

帰路は、成田まで大きな渋滞もなく、ほぼ予定通り 5時 40

分頃に戻ることができました。また、ドライバー様の安全運転によ

り、気持ちの良いバス旅行になりました。 

 今回の研修ツアーは、成田からそれほど遠距離ではない場所

で千葉県の自然・観光・歴史・国際交流に触れる良い機会と

なり、大変感謝いたします。                                        

 

 

 

成田市国際交流協会 広報部会研修ツアー  

 広報部会 加島悦郎 

メキシコ記念塔にて 

 “All of us from Parkside are hoping our friends in Narita are safe and well after the 

storm. Let us know if there is anything we can do to help." 

 

 

 先日発生した台風 15号により、被災された方におかれましては心よりお見舞い申し上げます。 

成田市の友好都市である米国サンブルーノ市パークサイド中学校の皆様よりお見舞いのメッセージが届いておりますの

で、ご紹介いたします。 

 



 

 

 

 先月、全４回からなる初級英会話講座が終了しました。協会初の試みである当講座には、定員を超える 16 名の参

加者があり、好評をいただきました。ご参加くださった皆さん、ありがとうございました。 

以下に当講座参加者の感想文をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初級英会話講座に参加して 

 私が国際交流の会員になったのは３年ほど前です。英語が全く苦手な私は、少しでも英語を話すことができれば、と

友人の誘いもあり入会しすぐに英会話サロンに参加しました。しかし、英語が全く理解できず、何も話せず、下を向いて

時間が過ぎるのを待っているのは苦痛で、それがトラウマになり、それ以来参加することが恐ろしくてできませんでした。私

にも参加できる、初級の中の初級みたいな英会話サロンがあるといいなぁとずっと思っていました。 

 今回、初級英会話講座が開催されると聞き、もちろん即参加の申し込み。全４回の講座でしたが、毎回テーマがあ

り、挨拶はもちろん、道案内やレストランでのオーダーの仕方など、グレッグ先生の後について話したり、周りの人とペアにな

り質問し合ったり、１時間半の授業があっという間に過ぎ、毎回楽しく学ぶことができました。 

 そこで、その時に知り合ったお友達とせっかく勉強したのだか

らと、次の英会話サロンに参加しようという話になり、まだまだ

私には敷居の高い場所でしたが、みんなで参加すれば怖く

ない！精神で再チャレンジ。わからない内容は積極的に質

問することができ、今回は以前とは違い楽しい時間を過ごす

ことができました。 

 初級講座４回では私にはまだまだ…。「初級英会話講

座」が継続して開催されることを期待して、来年の東京オリ

ンピックの際には、少しでも英語でおもてなしができれば幸い

です。                 

                   協会会員  村尾 善子 

 

 

 

 

講師のグレッグ先生を囲んで 

 

 

 ９月８日、成田表参道ぱん茶屋にて、英会話サロンが開催されました。講師にはアメリカ出身のサラ・シマザキさん、

フィリピン出身のジェームス・ペナロサさんをお迎えしました。ジェームスさんは、スライドを駆使してクイズ形式で自国の紹

介をし、サラさんは、自作のゲームで初心者の方々の会話を上手く引き出して下さいました。初心者から上級者まで会

話が途絶えることのない盛会となりました。講師のお二人に心より感謝申し上げます。 

       



 

ご近所の外国人の方を良くご存知ですか！？ 

少子高齢化により日本の労働者が不足しており、外国人労働者の受け入れを積極的に進めることが必要となりまし

た。政府は 4 月施行の改正出入国管理法で、人手不足が深刻な業種を対象に外国人活用に門戸を開きました。 

法務省によると在留外国人は 2018年末で 273万人となり前年比 6.6％増えて過去最多。 

我々は外国人居住者と、地域の隣人として、職場の同僚として上手く向き合い共生していかねばなりません。 

今回は成田市における外国人登録者数の現状と推移を調べてみました。 

 

成田市国籍別外国人登録人口の推移  
 

2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

国名 人数 国名 人数 国名 人数 国名 人数 国名 人数 

フィリピン 651 フィリピン 652 フィリピン 770 フィリピン 882 フィリピン 891 

中国 593 中国 639 中国 710 中国 781 中国 774 

ペルー 376 韓国・朝鮮 409 韓国・朝鮮 431 ベトナム 526 ベトナム 665 

韓国・朝鮮 366 ペルー 362 ベトナム 419 韓国・朝鮮 487 ネパール 581 

タイ 329 タイ 332 ペルー 362 ネパール 404 韓国・朝鮮 510 

ベトナム 147 ベトナム 267 タイ 333 ペルー 376 スリランカ 389 

ネパール 126 ネパール 140 ネパール 207 タイ 346 ペルー 378 

スリランカ 111 インドネシア 121 スリランカ 166 スリランカ 333 タイ 354 

ブラジル 94 スリランカ 114 ブラジル 96 台湾 236 台湾 249 

米国 55 
ブラジル 90 モンゴル 81 ブラジル 101 モンゴル 127 

メキシコ 55 

その他 505 その他 661 その他 674 その他 576 その他 719 

合計 65 ヵ国 3,408 合計 63 ヵ国 3,787 合計 63 ヵ国 4,249 合計 62 ヵ国 5,048 合計 66 ヵ国 5,637 

  成田市総人口に占める外国人の割合 
    

 
 

  

  

2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

総人口 131,564 100.0 131,901 100.0 132,409 100.0 132,943 100.0 132,883 100.0 

（日本人） 128,156 97.4 128,114 97.1 128,160 96.8 127,895 96.2 127,246 95.8 

（外国人） 
3,408 2.6 3,787 2.9 4,249 3.2 5,048 3.8 5,637 4.2 

65 カ国 63 カ国 63 カ国 62 カ国 66 カ国 

 
  

   

資料出所 ： 成田市市民課事務概要 (令和元年 7月 31日発行) 

 

【各年 3月 31日現在】 
 

 

 

資料出所 ： 成田市市民課事務概要(令和元年 7月 31 日発行) 

 

  【各年上位 10 ヵ国/ 各年 3月 31日現在】 各年 3 月 31 日現在】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

暑かった夏も終わり待ち遠しかった秋がやって来た。 

台風15号による暴風雨が千葉県を襲撃し大きな被害を

もたらした。特に今回は広域で停電になり、地域によって

は回復に相当の日数がかかり、ライフラインが切断されたま

ま人々の命と生活を脅かされる状況になった。 

防災対策も今までの基準では間に合わない状況になっ

ており、見直しが求められる。             (dai) 

 

成田ヒスパニックサークルでは設立 10 周年を記念して４回にわたり記念イベントを開催していま

す。３回目となる今回は、メキシコの伝統祝祭であるディア・デ・ムエルトス(死者の日)です。ディア・

デ・ムエルトスは、亡くなった故人を偲ぶという点では日本のお盆に似ていますが、ハロウィンの様に楽

しく、にぎやかな催しで、映画「リメンバーﾐｰ」でも取り上げられ認知度が高まりました。当イベントでは

死者の日のパンの試食、踊り、音楽、ワークショップなどを行います。 

日 時：11月 3日(日)    13:30～16:30 

会 場：もりんぴあこうづ ２F講堂     問合せ：井上シルビア silinoue@hotmail.com 

 

 

 

 

 

国際交流カレンダー(10月) 

  8日(火) 広報部会編集会議(市役所/16：30～)* 

6日(日) 成田国際市民フェスティバル 

(成田国際文化会館/10：00)* 

24日(木) 広報部会最終校正(市役所/16：30～)* 

  *印のついているものは、どなたでも参加できます 

 

 

 

 

 

 

 

  食欲の秋がやって参りました。今回の世界の料理を楽しむ会では、中国出身の講師に本格的な家庭中華料理を 

習います。メニューは、珍珠丸子（もち米で包んだシュウマイのようなもの）、果仁菠菜(揚げピーナッツと茹でたほうれ 

ん草のサラダ)、番茄菌汤(キノコ三種類とトマトのスープ)の三品です。お楽しみに！ 

  日 時：11月 10日(日) 10：00～           参加費：700円(協会会員)・1000円(非会員) 

  会 場：中央公民館 調理室       申込み：協会事務局（℡ 0476-23-3231） 

                                         定員 25名 先着順 

 

 

 

 

 

 

ニュ－ズレタ－（毎月１日発行） 

［編集・発行］成田市国際交流協会広報部会(〒286－8585成田市花崎町760成田市役所文化国際課内) 

           Tel:0476-23-3231／Fax:0476-22－4494／E-mail: nifs@ngy.3web.ne.jp   

                    再生紙を使用しています 

 
成田 国際交流 検索 

日  時：10月 27日(日) 10：00～ 

会  場：ボンベルタ店前広場(雨天時はボンベルタ内 4階) 

内  容：仮装コンテスト(無料・要申込 10月20日(日)迄) 

かぼちゃランタン作り(500円・先着 30個) 

問合せ：ハロウィン実行委員会事務局 

 (080-3355-0381) 

http://www.facebook.com/Narita.Halloween/ 

 

 

 

 

 

 

 今年もボンベルタ広場にてハロウィンパーティー

を行います。仮装パレードや、仮装コンテスト、ミ

ニカボチャランタンづくり他、地元中学生によるブ

ラスバンド演奏や、ダンスチームによるステージイ

ベントなど、楽しい企画盛りだくさんです。是非ご

家族でご参加ください。 

ジェン ジュウ ワン ズ 

 

ゴォ  レン   ボーツァイ 

ファンチェジュンタン 

タン 

 

Tel:0476-23-3231／Fax:0476-22
mailto:nifs@ngy.3web.ne.jp
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