
 

 

 

 

 

 

 

～佐藤和
わ

奏
かな

さん-成田国際高校 3 年生～ 

 今回、夏に韓国への派遣が決まって、昨年は行けずに待ちに

待った 1 年だったので、とてもわくわくしています。私は高校

に入ってから韓国語の勉強を始めました。まだ簡単なことしか

話せないし、すぐに言葉を理解することは難しいけれど、せっ

かく学校で勉強しているので、今回の派遣では韓国語をたくさ

ん話すこと、聞くことを積極的に意識して、授業で学べないこ

とを学びたいと思っています。韓国の食文化や生活習慣も知り

たいので、言葉だけでなくホームステイ先の家庭では様々なこ

とに興味を持ってこの派遣を意味あるものにしたいです。一緒

に行くメンバーとは初対面なので、皆で協力していい旅行を

し、成田の魅力を韓国に伝えて、韓国の魅力を持って帰ってこ

られるよう、派遣までの約 2 ヶ月間準備を進めたいと思いま

す。 

 

スライドなどを見ながら井邑市を紹介 

～長谷川悠太くん-公津の杜中学校 1 年生～ 

 第 1 回事前研修会を終えて、僕はますます井邑市に行きたくなり

ました。韓国委員会の増田さんに教わった韓国語は難しいけれど、

ホームステイ先でぜひ話してみたいです。過去 3 年間は井邑市に行

けなかったと聞いたので今年は行けることになり嬉しいです。でも、

期間中に新しい友達と一緒に同じ部屋に泊まり過ごすので、少し緊

張します。 

 僕が韓国で一番楽しみにしてるのは、N ソウルタワーです。何故

なら展望台に登りソウルの街並みを見渡せるからです。 

 第 1 回事前研修では韓国のお金についても教えて頂きました。韓

国ではお金の単位がウォンで、なんと 5 万ウォンの紙幣まであるの

には驚きました。日本は一番高くて 1 万円で 5 倍もの差があります。

日本と韓国では、文化も違い、お金の単位も違い、新しい発見がた

くさんあります。 

 第 2 回研修もチャルプッタッハムニダ！（＝よろしくお願いしま

す） 

 

 

ホームステイにむけての研修 

 実に 4年ぶりとなる、友好都市韓国・井邑市への、中高生友好訪問団を今年 8月下旬に派遣します。今回は
11名の学生が訪問し、現地のホストファミリーに迎えられてホームステイすることが決定しています。 
 6月 19日には第 1回事前研修会が成田市役所で行われました。訪問団・随行員・スタッフの自己紹介に始ま
り、訪問団としての心得、訪問先の井邑市のあらまし、班の編成、そして、簡単な韓国語の会話を学習しまし
た。また、ホームステイに向けて中高生友好訪問団のうち 2名に、抱負を語っていただきましたので紹介しま
す。 

 7 月 23 日（土）には 2 回目の研修、韓国語による自己紹介、訪問先でのパフォーマンスの練習などを行いま
す。訪問期間は 8月 17日（水）から 21日（日）、そのうち 3日間井邑市でホームステイします。 

 成田市国際交流協会 

資料を見ながらの研修風景 



世界の料理を楽しむ会 

今年度初めての「世界の料理を楽しむ会」は 5月 15日に中央公民館でベトナム料理を楽しみました。ベトナム料理は

歴史的にも中国、フランスの 2 つの国の食文化をミックスして出来上がっています。野菜が多く健康的で、ヘルシーな料

理として知られ人気があります。今回は成田市在住でベトナム出身のフォ・ティ・ガさんとサム・ヌエンさんを講師に迎え、

ベトナム料理に挑戦しました。 

       Menu 

① チャークン        (揚げ春巻き) 

② ラウ サウ        （野菜炒め） 

③ スップ ハイ サン （海鮮スープ） 

④ チェ チャン チャウ 

 (タピオカのデザート) 

フォ・ティ・ガ さん （右) 

サム・ヌエン さん (左) 

 6月 11日にメルキュールホテル「half time」にて、トンガ出身

のマナヴァヘタウ・トリ・ヴィカさん、ブラジル出身のクラウディア

五十嵐さん、モロッコ出身のバダー・フリケットさんをお迎えし

て今年度初の英会話サロンが行われました。まず先生から出

身国の紹介をしていただきました。トンガやモロッコはなかなか

馴染みのない国でしたが、先生との会話を通し、参加者はたく

さん新しい発見があったようで、とても新鮮な様子でした。例え

ば、モロッコで一般的な飲み物であるミントティーは、たっぷり

の砂糖が入っているので、それに慣れているバダー先生は日

本のお茶は甘くないのでおいしくないと言ったとき、皆さん驚

きの表情でした。また、マナヴァヘタウさんは、トンガの民族衣

装、写真、書籍などを持参し、自国の文化のプレゼンテーショ

ンもしてくれました。気軽に異文化理解ができ、有意義な英会

話サロンでした。             仁木 麻衣（協会会員） 

 

 

英 会 サ 話 ロ ン 



 

 

 

 

 

 ¡Hola!こんにちは。私は井上シルビアといいます。18年前に日本人のヒロさんと結婚し、家族、友人と離れ、

仕事を辞め、遠く離れた日本で新しい生活をスタートさせました。東京で 1 年過ごし、その後、フィリピンに

5年半、そこで一人娘が生まれ、12年前に成田に移り住みました。 

 成田は、外国人にとってとてもいい所です。人は親切でオープンです。時々、ホームシックになったりする

時には、助けてくれる友人ができました。 

 NIFS（成田市国際交流協会）は、たくさんの人と交流が持て、ボランティアの方々のおかげで、日本の日常

生活や言葉が覚えられたり、他の外国人とも知り合いになることができました。NIFSの行事に参加することは、

私の言葉や文化も共有することであり、とても大切に思っています。 

 2009年には、家族や日本人やスペイン語圏の友人の協力で、それぞれの文化交流を目的とした“成田ヒスパ

ニックサークル”を結成しました。成田ヒスパニックサークルは、スペイン語を母国語とするラテン人とラテ

ン系日本人の有志の集まりです。それぞれの国の文化、習慣、伝統や言語などを互いに理解し、ともに楽しみ、

学ぶサークルとして様々な活動をしています。 

 主な活動として、スペイン語を母語とする両親を持ち、日本で生まれ育った子ども達の母国語保持のために

スペイン語を教える『子どものためのスペイン語教室（日本の子ども達にも教えています）』、スペイン語で読

み聞かせをしたり、保護者と子ども達が一緒に楽しいイベントに参加しながら、スペイン語圏と日本の文化や

伝統を学ぶ『ワークショップ＆スペイン語読み聞かせ』などを行っています。他にも、『ピニャータ（スペイン

語圏で誕生日などの祝い事やお祭りに使われる、日本でいうくす玉）作り』や『子どもと大人の料理教室』、『ク

リスマスパーティー』を行っています。 

 私は、ボランティア活動がとても大事なこと、コミュニケーションが互いを豊かにすることなどを学びまし

た。他にも中央公民館で子どもや大人たちに、国際医療福祉大学で大学生に、東京のセルバンテス文化センタ

ーでスペイン語を教えています。自国の言葉と文化を共有することが私の使命だと思っています。 

 

 

２番目のふるさと、日本 

 協会会員 井上シルビア（メキシコ出身） 

右端が筆者です 

スペイン語教室 

サンタクロース型のピニャータ 

クリスマスパーティー 
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子どもと大人の料理教室 



ニュ－ズレタ－（毎月１日発行） 
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成田 国際交流 検索 

 

7:45 市役所庁舎前集合（8:00 出発） 

9:30 サイエンススクエアつくば 

10:45 地質標本館 

12:00 シャトーカミヤ(ワイナリー)・昼食 

14:30 牛久大仏（拝観は各自自由） 

16:30 市役所着 

行 先 ：茨城県筑波研究学園都市 

日 時 ：8 月 23 日（火） 

参加費：2000 円（会員限定） 

   （昼食代、バス代込） 

        ※牛久大仏の拝観料別 

定 員 ：28 名（先着申込順） 

申込先：協会事務局 ℡23-3231 

締切り：8 月 1 日（月） 

 恒例の広報部会主催研

修ツアーを右記の行程で

実施します。会員同士の

親睦を図りましょう。皆

さんのご参加を心よりお

待ちしております。 

日 時：7 月 31 日（日）13:00～ 

会 場：成田市中央公民館 講堂 

内 容：中南米の方々との交流・  

     ダンスの披露など  

参 加 費：300 円（小学生以下無料） 

問 合 せ：協会事務局（℡23-3231） 

国際交流カレンダー（7 月） 

 3 日(日)～10 日(日) サンブルーノ市 

          中学生訪問団受入 

 5 日(火) 広報部会編集会議(市役所/17:00～)* 

19日(火) 広報部会最終校正会議(市役所/17:00～)* 

23 日(土) 韓国井邑市中高生訪問団第２回研修会 

      (市役所/10:00～) 

31 日(日) 第 10 回ラテンフィエスタ* 

*印のあるものはどなたでも参加できます。 

 今年で 10 回目を迎えるラテ

ンフィエスタ。中南米の伝統的

な音楽やダンスを楽しみなが

ら、日本在住の中南米出身の

方々と交流できるビッグイベ

ントです。是非ご参加下さい！ 

 ホームヴィジット協会による、サンブルーノ

市中学生訪問団引率者 3名の方々のための歓迎

夕食会を開催します。訪問団が成田で過ごす最

後の夜に夕食をご一緒しませんか。 

（※申込締切：7 月 6 日（水）） 

編集後記 
最近 DNA に関して、新説が出たそうです。確実かど

うかは別にして、とても面白いと思います。『世界中の
人類はすべて DNＡが繋がっている。』という説です。 
いつからか、誰かと昔から家族？もしくは親戚？何千

年前から？それとも何万年前から？ある意味、この説は
中国の古い言葉「四海之内皆兄弟」と同じ意味です。国
や、人種に関係なく、世界中皆家族！ 
成田市国際交流協会も世界中と交流しましょう。

（Athena） 

日 時：7 月 9 日（土）18:00～20:00 

会 場：ワインバル SOLA（JR 成田駅西口徒歩 5 分） 

対  象：会員限定、10 名程度 

会  費：3000 円（食事・飲み物） 

申 込 先：090-3061-0165（今来） 
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