
「新春を祝う会」が、春一番が吹く 2月 14日に中央公民館で 300名を超える参加者を集めて開催されまし

た。今年の春節(旧正月)は 2月 8日、中国をはじめ広くアジアの各地でお正月をお祝いします。 

今年は中国、台湾、韓国、モンゴル、日本が参加して新春をお祝いいたしました。中国の餃子、韓国のト

ックク、モンゴルのボーズ（餃子）、日本のお雑煮・お餅などを味わい、今年から新たに加わった拳愼流空手

道拳愼会による空手演武をはじめ、各地域にちなんだ催しものが披露されました。 

 

ボランティアの皆さまご協力有難うございました 
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韓国語劇  (成田国際高校) 

日本舞踊（八華会） 

モンゴルの民族衣装で 

空手演武(拳愼会) 

台湾茶道 

太巻き寿司 親子中国語グループ 



 

 成田市の姉妹都市であるアメリカ・サンブルーノ市

へ派遣する中学生の第 2 回研修会が、去る 2 月 6 日

に行われました（第 1回は 1月 16日に終了済み）。           

 今回はサンブルーノ委員会が中心となり、ホームス

ティ英会話や、現地で披露するパフォーマンスを重点

的に練習しました。3 月には、派遣前の最後となる 3

回目の研修、そして 17日（木）～23日（水）までの

派遣が控えています。また帰国後も、4月に事後研修

が予定されています。今回の訪問団派遣が、両市にと

って、また訪問団員達にとって、有意義なものになる

ことを願います。 

 2 月 20 日、表参道のカフェレストラン・ライオン

ズデンにて本年度 4 回目の英会話サロンが開催され

ました。 

 今回は（財）成田国際空港振興協会のご協力により

リチャード・パターソンさん（米）、マートン・ムーア

さん（ハンガリー）2名の講師を派遣して頂き、盛大

に行われました。参加者はみんな熱心に英語での交流

に挑戦し和やかな雰囲気が漂い、話題が料理のことに

なると目が輝いていました。 

 また、参加者の中には、今年のサンブルーノへ派遣

予定の中学生の姿も見受けられ、現地での英語交流に

向けて努力している姿は微笑ましいものでした。      

井出袈裟繁（協会会員） 

品田理事長様 

 

 中国の新年を迎える際、咸陽市

人民政府を代表して品田等理事長

にご挨拶と新年のお祝いを申しあ

げます。2016年貴市のご発展をお

祈りして、貴市との友好交流と経

済交流がますます深まりますよう

お祈りします。 

 

  中華人民共和国陝西省 

  咸陽市人民政府市長 

  衛華 

  2016年 2月 1日 

マートン先生 

リチャード先生 



 

 

 

 

 

  

                                        

In September 2014, world attention was 
focused on Scotland and a referendum which 
asked the simple question “Should Scotland be an 
independent country?” For over 300 years 
Scotland had been united with England and 
Wales to form Great Britain, and this referendum 
was a chance to break away. It is worth exploring 
the history that led to this situation. 

The earliest known inhabitants of Scotland 
were the Picts, who stopped the advance of the 
Roman conquests. Instead the Romans opted to 
construct a wall, still visible to this day, to keep 
out the Picts. As the Romans withdrew, the 
country was invaded and colonized by Gaelic 
raiders called the Scoti. For several centuries the 
two groups fought, during which time 
Christianity was introduced at an abbey on the 
island of Iona. Again, this abbey can still be 
visited. However, the Viking invasions of the late 
8th century caused the Picts and the Scoti to unite 
and form the country of Scotland. In 1263, when 
the Scottish king died without an obvious 
successor, the English king took the opportunity 
to invade, starting the Wars of Scottish 
Independence which lasted over 200 years. One of 
the Scottish leaders at this time was William 

Wallace, depicted in the movie ‘Braveheart’. 
Eventually, peace returned and Scotland was 
recognized as independent by both Scotland and 
England. This started a rule by the Stuart family 
that lasted until 1603, when King James VI of 
Scotland was called to take over the throne of 
England. The Stuarts then ruled both Scotland 
and England until the Act of Union in 1707 that 
created the Kingdom of Great Britain. 

Scotland developed in two ways: people from 
the central and southern parts became part of the 
fabric of the British period of colonialism as 
scholars, soldiers or overseas administrators, 
while those from the north and west were forcibly 
evicted by land re-distribution laws and 
emigrated, mainly to Canada or New Zealand. To 
this day, Gaelic remains the first language for 
some people in the western islands. 

The Scottish people have therefore always 
maintained a separate identity whether inside or 
outside the United Kingdom. The result of the 
referendum of 2014 showed that 45% would 
prefer to be independent while 55% would prefer 
to remain in the union. The large minority 
implies that the independence debate is not yet 
over.

 

12世紀スコットランド王の旗 
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スコットランドの歴史概要  アラン・ハーバート 

 2014年、「スコットランドは独立すべきか？」 

という問いに対し国民投票が行われました。300年以 

上に渡り、スコットランドは英国とウェールズと共に 

グレートブリテン王国の一部でしたが、この国民投票 

は、スコットランドが独立するチャンスでした。 

スコットランドの最も古くからの居住者は、ピクト人 

と言われ、ローマの侵入に抵抗していました。ローマ人 

が撤退すると、今度はスコッティと呼ばれるゲール族に 

よって侵略、植民地化され、何世紀もの間戦いが繰り広げられました。その間にキリスト教がアイオナ島

の修道院に布教され、この修道院は現在も目にする事ができます。しかし、8 世紀後半にヴァイキングが

侵入すると、ピクト人とスコッティ人は団結してスコットランド国を創りました。1263年、スコットラン

ド王が後継者の無いまま亡くなると、英国が侵入し、これをきっかけに 200 年以上続くことになるスコッ

トランド独立戦争に突入します。この時の先導者の 1人がウィリアム・ウォーレスです。 

200年の戦争を経て平和が戻り、スコットランドは、英国に独立国として承認されました。1707年の統

一令により、大英帝国ができるまで、スチュアート家により統治されました。その後スコットランドの発

展は２つに分かれます。中央および南部からの人々は英国植民地時代、学者、軍人、外交官等になった一

方、北部や西部の人々は土地再分配令により国外退去を余儀なくされ、カナダやニュージーランドに移住

することになりました。今日でも、ゲール語は西部諸島の一部で第一言語として話されています。ですか

らスコットランド人は、英国内外にあって個別のアイデンティティーを維持してきました。2014年の国民

投票は 45%の人々が独立を、55%の人々が連合王国にとどまることを選びました。45パーセントという数

字が、独立論争にいまだ終止符が打たれていないことを物語っています。 

A SHORT HISTORY OF SCOTLAND 

 
昨年 10月に世界の料理を楽しむ会で講師をして頂いた、スコ

ットランド出身のアラン・ハーバートさんから、スコットラン

ドの歴史について記事を寄せていただきました。 

 

Alan Herbert 

 

 

真 



「2016 NARITA 少年の翼」団員募集！！ 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ：4月 2日（土） 10:00～13:00  

参加費：500円 

定 員 ：30名（先着申込順）    

申込先：協会事務局へ(23-3231) 

会 場 ：赤坂公園（ボンベルタ向かい）  

注 意 ：雨天中止の場合は当日 8時までにホームペー  

     ジに掲載します。 

 今年も協会員同士の交流を深めるため、お花見

交流会を開催します。屋外で桜を眺めながら一緒

にバーベキューをして、会員同士の親睦を深めま

しょう！皆様のご参加をお待ちしております。 

派遣期間：8月 17日（水）～ 8月 24日（水） 

派 遣 先 ：ニュージーランド・フォクストン 

国内研修：5月～8月に 5回（宿泊研修を含む） 

募集人数：32名(男女各 16名) 

     ※応募多数の場合は公開抽選 

応募資格：成田市に在住する小学 5・6年、中学 1・2

年で上記国内研修及び海外研修に全て参

加し、主催者の趣旨を理解した上で、計画

に従い規律ある団体生活に適応できる者。 

参 加 費：190,000円（国内・海外研修を含む） 

応募締切：4月 6日（水）（必着） 

応募方法：各公民館または成田青年会議所にある応募用

  紙に必要事項を記入の上、問合せ先まで郵送 

問 合 せ ：〒286-0046 成田市飯仲 45 

     成田市総合流通センターサービス棟 2階 204号 

  成田青年会議所事務局「少年の翼」係 

     Tel: 0476-23-1900 (月・金 10:00～15:00) 

     Fax: 0476-23-0123  

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 成田市役所広報課内) 

           Tel:0476-23-3231／Fax:0476-24-1006／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 

国際交流カレンダー（3月） 

 5日(土) サンブルーノ中学生訪問団第 3回事前研修会 

                 （市役所/14:00～）    

 8日(火） 広報部会・編集会議（市役所/17:00～）※ 

14日(月)  第 4回理事会（市役所/15:00～17:00） 

17日(木)～23日(水) サンブルーノ市中学生訪問団派遣 

22日(火)  広報部会・最終校正（市役所/17:00～）※ 

※のついているのものは、どなたでも参加できます。 

編集後記 

 JNTO(日本政府観光局）の発表によると、2015年に
日本に訪れた外国人観光客は、2014年より 600万人も
増加して 1973万人に達しています。逆に日本から海外
に訪問した日本人は約 1621万人で、昨年は出国者より
入国者の方が多かったことになり、これは実に 45年ぶ
りなのだそうです。2003年、JNTOが設立された頃の
目標は 2020年までに 2000万人達成とありますが、も
う今年、2016年にはその目標に到達しそうな勢いです。
外国人観光客 2000万人時代、その空の玄関である成田。
成田市国際交流協会はそのような状況のなかで今年設
立 30周年を迎えます。（中澤） 

お花見交流会 

長きにわたり、協会理事を務めておられた成田ユネスコ協会の甘利幸男氏が、1 月 28 日にご逝去されました。

生前中のご功績を偲び、謹んでお悔やみ申し上げますとともに心よりご冥福をお祈りいたします。 
訃報 

mailto:nifs@ngy.3web.ne.jp

