
 

 

 

 

 

月 日 行事内容 

4 2（土） 行事 お花見交流会 

5 
15（日） 行事 世界の料理を楽しむ会① 

21（土） 総会 総会 

6 11（土） 行事 英会話サロン① 

7 
3（日）~10（日） 受入 サンブルーノ市中学生訪問団 受入 

31（日） 行事 ラテンフィエスタ 

8 

17（水）~21（日） 派遣 韓国井邑市中高生訪問団派遣 

17（水）~24（水） 派遣 NZ・フォクストンに「2016 NARITA少年の翼」を派遣 

下旬 行事 スペイン語サロン① 

下旬 行事 視察研修会（広報部会主催） 

9 

上旬 行事 協会創立 30周年記念講演会 

下旬 受入 NZ・フォクストン訪問団受入 

下旬 行事 英会話サロン② 

10 

2（日） 行事 国際市民フェスティバル（協力事業） 

下旬 受入 中国咸陽市友好訪問団受入 

下旬 行事 世界の料理を楽しむ会② 

21（金）~23（日） 受入 日韓交流サッカー大会受入 

11 上旬 行事 英会話サロン③ 

12 下旬 受入 韓国井邑市高校生友好訪問団受入 

1 中旬 行事 スペイン語サロン② 

2 
5（日） 行事 第 9回 新春を祝う会 

下旬 行事 英会話サロン④ 

3 
下旬 派遣 サンブルーノ市中学生訪問団派遣 

下旬 行事 世界の料理を楽しむ会③ 

 

 

 

 

 

韓国・井邑市訪問団受入 

 
 
 
 

 

 

 

 

ラテンフィエスタ 

 

 

 

 

 

広報部会視察研修会 

 成田市国際交流協会 

 新年度がはじまりました。2016 年度は国際交流協会創立 30 周年にあたります。その記念事業をはじめ、

今年度も様々なイベントを予定しております。30 周年という記念すべき節目の年を、会員の皆さん、市民の

皆さん、成田に在住・訪問する外国人の皆さんと一緒に盛り上げていきましょう。 

 今年度も会員の皆さんのご協力をお願いします。 



    

   

3 月 17 日木曜日午後 5 時 10 分、ANA8 便にて 2015 年度サンブルーノ派遣中学生訪問団が成田空港を

出発しました。スーツケース一杯のお土産と、期待と、ちょっぴりの不安と共に。これまで 3 回に渡って

行われた事前研修で、サンブルーノ委員会を中心に、ホームスティ用アルバムの作成、英会話、パフォー

マンスの練習などに力を入れて取り組んできました。きっと現地でその成果を充分に発揮してくれること

でしょう。 

 一行は、サンフランシスコ見学、ジム・ルウェイン市長表敬訪問、 

学校訪問などの後、帰国までホームスティ先の家族と過ごします。 

 今回の滞在で、生徒たちが多くを体験し、多くを学び、生涯忘れら 

れない思い出を作ってきてくれることを願っています。また、帰国後 

は成田の国際交流が更に発展するよう、貴重な経験を還元してくれる 

ことにも期待しています。たくさんの土産話を楽しみにしています！ 

※派遣団は 3月 23日に全員元気に帰国しました。 

滞在中の体験談などの詳細は次号以降にてお知らせします。 

 

熱の入った本番 

 

 1962年、非営利活動団体「ヤングアメリカンズ」はアメリカで設立されました。 

アウトリーチ（出張授業）と呼ばれる音楽公演と音楽教育の活動は瞬く間に世界に広がり、現在、28か国

約 75万人、日本でも 8万人以上がこのワークショップに参加しています。日本に上陸したのは、2006年で、

今年で 10周年目を迎えます。 

今年も 3月 4日から 3日間、情熱的な 41名のキャストと成田近郊の子ども達 220名による成田公演が成

田国際文化会館にて開催されました。1日目は緊張している子ども達も 2日目では、映画メドレーの練習で

一人一人が映画のキャラクターになりきって楽しそうに歌って踊って演技したり、また、ワークショップの

中の子ども達の感想では「みんなとやれば何でもできる」「ヤングアメリカンズと出会えて本当によかった。

この場所にいると自分が自分でいていい事を感じた。」など、自分の素直な気持ちをみんなにシェアしてく

れました。本当に素晴らしい発見です。そして、3日目のショーの幕が開けると、ステージではエネルギー

がはじけ、客席からは笑顔と拍手があふれる大盛り上がりのショーとなりました。 

生きる勇気と情熱を届け、歌って踊って新たな「ジブン」に出会う、感動的な素晴らしい３日間のワーク

ショップとなりました。これからも 1人でも多くの子ども達にヤングアメリカンズを届け「新たなジブン」

にであえるように取り組んで行きたいと思います。 

                      ヤングアメリカンズ 成田サポーター  矢野明子 

 

舞台練習風景 

 

後 援 事 業 

 

成田空港から元気に出発！ 



林 さくら さん（成田市在住） 

自分で見たもの、経験したものを大切に 

一緒に勉強したり生活した中国人、日本人のクラスメート 

           （右から 2人目が筆者） 

韓国のスタッフの人もハッピや浴衣を着て 

    日韓交流会夏祭りにて 

 

  

 

 

 

 

 

 私は大学 2年の 8月から大学のカリキュラムの交換

留学生として、1 年間韓国に留学しました。私自身、

もともと海外に関心を持っていたわけではありませ

んでした。海外に関心を持ったきっかけは、成田市で

行われている韓国ホームステイ、アメリカ・サンブル

ーノでのホームステイの参加だと思います。親と離れ

異国での海外の方との交流を通して、言語の面白さ、

海外という異国の環境に興味を惹かれていきました。 

  

 その時の体験から、もっと韓国について知りたい、

勉強したいと思い現在の大学に進学しました。留学生

活は考えていた以上に大変で、韓国に着いて初めの頃

は、大学で 1年半勉強していたのにもかかわらず、言

葉が通じないことが多々ありました。しかし、勉強を

重ねるにつれ、いろんな人と会話できるようになりま

した。これも中学生の時のホームステイで学んだ、間

違ってもいいから自分から話しかけること、分からな

いことはちゃんと聞くことがあったから、自分から行

動できたのだと思います。 

 

 また、留学生活が半年経って私は自分自身が日本人

と韓国人の交流の手助けをしたいと思い、日韓交流の

スタッフとして活動をしていま

した。そこで学んだ事として、

思った以上に韓国の人達は日本

のことが好きなのだなと感じま

した。現在、日本と韓国は歴史

的問題、領土問題などで関係が

良いとは言えません。私も韓国

に留学する前はあまり良い印象

を持っていませんでしたし、韓

国人の方も日本人のことを好き

じゃないのだろうなと思ってい

ました。しかし、スタッフをして

みて、韓国人の方で日本好き！日本 

 

語勉強したい！日本行きたい！そういう人と多く出

会いました。インターネットやニュースなどでその国

に行かなくても、その国の事が知れる世の中ですが、

それだけで判断するのではなく、自分の目で見たもの、

体験したことを信じて大切にしていく、みんながそれ

を共有することが大事なんじゃないかなと思いまし

た。人それぞれ感じることは違いますが、日本人以外

で日本のことを好きだといってくれる人が多くいる

ことを知ってほしいなと思います。また情報で左右さ

れるのではなく、その分だけ日本人も世界各国の国々

を知り、好きになってくれたら国際状況も

変わるのではないのかなと思います。 

  

 今回の留学では家族、両親、学校の

先生方、いろいろな人に支えられてい

るなと感じました。また中学生の時に

海外での関わりを提供してくれた成田

市の国際交流協会の方々にもとても感

謝しています。成田だからできる海外

交流に多くの学生が参加し、活気あふ

れる、国際色豊かな成田市になってい

けたらいいなと思っています。 
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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 
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 平成 28 年度成田市国際交流協会総会を下記の通り開催します。総会では 27 年度事業報告・決算、28 年

度事業計画(案)・予算(案)、協会創立 30周年記念事業等について審議される予定です。 

 今年度は、協会創立 30周年記念講演会を 9月に予定しているた 

め、講演会は行いません。記念講演会の詳細が決まり次第、ニュ 

ーズレター等でお知らせします。 

国際交流カレンダー（4月） 

 2 日（土）お花見交流会（10:00〜/赤坂公園） 

 5 日（火）広報部会・編集会議（市役所/17:00〜）＊ 

16 日（土）サンブルーノ市派遣中学生 

    第 4回研修会（市役所/10:00〜） 

19 日（火）広報部会・最終校正（市役所/17:00〜）＊ 

＊印のついているものはどなたでも参加できます。 

編集後記 

幼い頃、隣町へ行くだけでとても嬉しかったもので

す。学生時代、台湾一周してカッコイイと自慢。その後

日本へ留学、就職したら、素晴らしいと言われました。

でも、世界中を廻った今、昔ほど何も感じていない…

何故でしょう？ 

現在の国際って、一つの都市とだけではなく、沢山

の都市、国、人種、文化へと繋がりが拡がっています。

世界中を廻るのは、普通の事。成田市国際交流協会も

もっともっと広い「国際」を目指して頑張りましょう。  

                         by Athena 

                          

 

 広報部会では、会員の皆さんに当協会の情報を発信するために、交流イ

ベントの取材や会員の皆様から投稿していただいた記事を編集し、毎月ニ

ューズレターを発行しています。皆さんも是非、私たちと一緒にお茶を飲

みながら和気あいあいと活動してみませんか？興味のある方は一度編集

会議をのぞきに来てください。問合せは下記事務局まで。

【取扱い金融機関】 

・日本郵便株式会社（同封の払込取扱票で） 

・千葉銀行成田支店 普通 2291618  

 「成田市国際交流協会」 理事長 品田 等 

（千葉銀行からの振込みは、手数料がかかります） 

 ※事務局窓口でもお支払いいただけます。 

 新年度が始まりました。今年一年の様々なイベン

トを支えるために、会員の皆様の会費納入をお願い

します。 

またこの機会に新規入会される方も大歓迎です。 

※なお、団体会員の代表者の方は、団体の名簿を併

せて事務局までご提出いただきますようお願いい

たします。 

日時：5月 21日（土）13：00 ～ 会場：市役所 6階 大会議室 

平成 28 年度（2016）会費納入のお願い 
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