
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全員でボンダンス 

成田ヒスパニックサークル 

メヒコ・エン・ラ・

ピエル（メキシ

コ）のダンス 

ペルーの皆さん 

 成田市国際交流協会 

 今回で 10 回目となるラテンフィエスタが、7 月 31 日、中央公民館で盛大に催されまし

た。暑さにもかかわらず、今年も沢山の方々が来場してくださり、その数約 250 人。外に

負けないくらいの熱気で満たされた会場で、ペルー、メキシコなどのラテン音楽やダンス 

      の他、日本舞踊も披露されました。また、子どもたちによるピニャータ割り、 

           来場者の皆さんが加わった盆踊り、抽選会もあり、大いに盛り上 

           がりました。 

 

ダンサスペルーのコンドルは飛んでゆく 



 

 

 

 

 

 

 

 

咸陽市行政訪問団受入行程 

8 月 2 日 宇治市より成田市着 

8 月 3 日 
表敬訪問、新勝寺護摩体験、 

成田富里いずみ清掃工場見学 

8 月 4 日 東京視察 夕刻帰路の途へ 

3年ぶり、咸陽市から友好訪問団 

中国咸陽市から３名の友好訪問団が、８月２日（火）・３日（水）に成田市を訪問されました。 

訪問団は、肖
シャオ

芳
ファン

咸陽市人民代表大会常務委員会副主任（副議長）、韓
ハン

宏
ホン

琪
チ

咸陽市秦都区長、李
リ

蘇
スウ

迎
イン

咸陽市

国際課副課長の皆さまです。 

 一行は、京都府宇治市（咸陽市のもう一つの友好都市）から２日の夕刻に成田入り。京都から新幹線、品

川からＮ’ＥＸと乗り継いで日本の高速鉄道の快適さを実感されたようでした。その夜はメルキュールホテルに宿泊さ

れ、翌３日の９時から成田市役所に小泉市長、伊藤市議会議長を公式に表敬訪問されました。成田での行程

は別表のとおりです。 

 さて、８月３日、訪問団を歓迎する夕食会が宿泊先のホテルで、成田市と成田市国際交流協会、さらに成

田日中友好協会が共催する形で行われ、成田市側から 32人の関係者が出席しました。始めに関根副市長が代

表して歓迎の、次に肖団長から訪問のあいさつがあり、訪問団の紹介、お土産の贈呈、小山副議長の乾杯と

順調にセレモニーも進み、和やかな雰囲気の中で夕食会が始まりました。 

 ほどなく、『熱烈歓迎』を表すための特別企画・お囃子の演奏が披露されました。これは関根副市長と石渡

国際交流協会副理事長の太鼓、成田日中友好協会会員の石川さんの笛による佐原囃子で、曲は、数多いお囃

子曲から代表的な 10曲を 10分にまとめたスペシャルメドレーです。 

 会場はお祭りムードに一変し、情緒あふれる笛の音、小気味よさと躍動感が伝わる太鼓の演奏に、会場に

いた全員が魅了されました。とりわけ訪問団の皆様は思いがけない日本文化のプレゼントに大喜びで、「成田

市訪問の素晴らしい思い出になりました」と興奮気味に話していました。 

 今回の交流でもお互いの理解が深まり、友好都市締結 30周年を迎える 2018年（平成 30年）は、「共に祝

いましょう」と約束して別れを惜しみました。           

祝大家一路平安！                     成田日中友好協会事務局長 山崎 健 

 

 

成田山新勝寺で文化体験 

咸陽市 
↓ 

モンゴル 

上海 

歓迎夕食会 佐原囃子の演奏 



San Bruno市中学生友好訪問団からメッセージが届きました！ 

  去る 7 月 3 日から 7 月 10 日まで、姉妹都市である米国サンブルーノ市の中学生訪問団が成田を訪れ

ました。帰国後、生徒 8名が成田での思い出を文字にして送ってくれました。今回は、そのうち 3名の

感想文をご紹介します。 

残念ながら紙面の都合で掲載できなかった訪問団員生徒たちのものは、全訳と共に、協会ホームページに

掲載させていただきます。是非ご一読下さい。 

  

  Thank you so much for having me! I had a great time in Narita. It was very exciting.  
Hanging out with our host families was very fun! They were kind and giving.  I learned 
more about Japanese culture and about their school systems too. I appreciate for 
everyone's hard work for making this program meaningful and memorable. Thank you to 
the host families that took us to different places in Japan! 

 お世話になりました！(Thank you for taking care of us) 

~ Catheren Nakagawara 

 

 
   During my short visit to Narita Japan, my view of the world changed in many 
ways. I have learned much about the Japanese way of life as well as their religion. 
I was also deeply touched by the amount of kindness and hospitality coming 
from the Japanese people.  
   During my stay in Japan I learned about Japanese religion. When we visited 
the temples and shrines I enjoyed watching and listening to the prayers being 
made. I also enjoyed experiencing the Japanese way of life. I was interested 
mostly in the different house styles and the very elegant mannerisms used by 
everyone in Japan. What I appreciated most about my stay in Japan was the 
kindness of the host families. It was a privilege to stay at the host family houses 
and to explore the city with them. I also very much appreciated the kindness and 
hospitality of the Mayor and city staff.  
   What stood out to me the most during the trip was how daily life is organized 
in the city. When we visited Narita and Tokyo, I noticed that the majority of the 
people used bikes, took the bus, or rode on trains. I found this interesting 
because it made the city more efficient and environmentally friendly.  
   It was an honor and a privilege to visit the City of Narita and I hope to visit it 
again as well as other places in Japan, may be for the Summer Olympics in 2020! 
Also, I hope to welcome my new friends in San Bruno again soon.  
~ Tristan Davis 

 

  The thing I liked most about the trip was when we went to 
make the deserts at the confectionary because I love to bake. 
Being able to make these delicious and cute deserts was an 
honor.  
   I learned a lot in Japan from their customs and courtesies to 
the history of the Daijionji temple where we got to stay one 
night, and much more. I appreciated everything on this trip.  
   The people at city hall treated us like royalty and the adults 
that put up with us all week were nice, and the host families 
were humble and generous beyond belief. I am so astonished 
how everyone welcomed us with open arms and warm hearts. I 
am so grateful that I was fortunate enough to be able to go on 
this trip with all of my friends, and I would like to say thank you 
to everyone who made trip possible and who made this trip 
unforgettable. 
~ Joelle Fong Pedrosa 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんお待ちかね、今年度 2 回目の英会話サロンを開催し

ます。講師には、市内の学校で ALT(外国語指導助手)として

活躍している方々3 名をお迎えします。 

 初心者の方も大歓迎！スタッフができるだけお手伝いをし

ます。美味しいケーキとお茶を頂きながら、英語で交流する

絶好のチャンス。是非お申込み下さい♪ 

 

日 時：9月 22日（木・祝）14:00～15:30 

会 場：もりんぴあこうづ 3Ｆ工芸スタジオ 

定 員：15名（会員限定・先着申込順） 

参加費：500円 

講 師：Joseph Changさん他 2名 

申込先：協会事務局（℡23-3231） 

      お手伝い募集！  

前日・当日の協会ＰＲブース・会場準備や展

示物作製、当日の着付け等をお手伝いいただ

けるボランティアも同時に募集していますの

で、ご協力いただける方は協会事務局へご連

絡ください。（℡23-3231） 

 

成田市の防災システムを活用しよう！ 

インターネット 成田市のホームページ http://www.city.narita.chiba.jp/ 

       ⇒ホームページの右側：『防災関連情報』⇒『なりたメール配信履歴』 

メール 『なりたメール配信サービス』 

安全で安心な生活のために、防災・消防・防犯情報や防災行政無線で放送する内容などを配信しています。     

※登録方法は、成田市ホームページ内の『暮らし』⇒『なりたメール配信サービス』をご覧ください。 

防災マップ 'Narita City Disaster Prevention Map' 

日本語のほかに、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・タイ語に対応 

※日本語版は市役所、支所、中央公民館で配布しており、外国語版は下記よりダウンロード出来ます。 

 

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 

編集後記 

 1964 年私が中 3 の時、東京オリンピッ

クで東洋の魔女が世界を沸かせ、それから

56 年、2020 年に再度東京オリンピック。 

今年はリオ。あと 4 年したら、人生で 2 度

のオリンピック。私の世代は戦争に遭遇す

ることもなく、2 度の幸せが味わえる世代

である。（中野） 

国際交流カレンダー（9 月） 

 3 日(土) 協会設立 30 周年記念式典・講演会 

     （ｽｶｲﾀｳﾝﾎｰﾙ/式典 13:30、講演会 14:30） 

 6 日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17:00)※ 

20 日(火) 広報部会・最終校正(市役所/17:00)※ 

22 日(木・祝) 英会話サロン(もりんぴあこうづ/14:00) 

24 日(土) 韓国井邑市中高生訪問団事後研修（市役所/10:00~） 

※印のついているものはどなたでも参加できます。 

日 時： 10月 2日（日）10：00～15：00 

 ※10時～オープニングセレモニー  

会 場： 成田国際文化会館 

入場料： 無料 

問合せ： 成田市国際市民フェスティバル実行委員会事務局 

     （成田市役所生涯学習課内 ℡ 0476-20-1583） 

 今年も“みんなで広げよう世界のきずな”をテーマに、国際市民フェスティバルが“子ども会まつり”と同時

に開催されます。成田市国際交流協会では、世界の衣装の展示やワールドコスチュームフェア、台湾茶道、日

本舞踊を披露します。子どもから大人まで一日楽しめるお祭りです。皆様のご来場をお待ちしております。 

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

