
 

月 日 行事内容(予定) 

4 8（土） 行事 お花見交流会 

5 
20（土） 総会 総会・講演会 

27（土） 行事 世界の料理を楽しむ会① 

6 
11（日） 行事 英会話サロン① 

下旬 行事 新規会員親睦会 

7 3(月)~10（月） 受入 サンブルーノ市中学生訪問団 受入れ 

8 

3(木)~ 8（火） 派遣 日中友好交流都市中学生卓球交歓大会派遣 

中旬 行事 スペイン語サロン① 

16（水）~20（日） 派遣 韓国井邑市中高生訪問団派遣 

16（水）~23（水） 派遣 NZ・フォクストンに「2017NARITA少年の翼」を派遣 

26（土） 行事 英会話サロン② 

下旬 行事 視察研修会（広報部会主催） 

9 下旬 受入 ニュージーランド・フォクストン訪問団受入れ 

10 

1（日） 行事 国際市民フェスティバル（協力事業） 

上旬 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 

下旬(金)～(日） 派遣 日韓交流サッカー大会派遣 

11 
中旬 行事 英会話サロン③ 

下旬 行事 新規会員親睦会 

12 下旬 受入 韓国井邑市高校生友好訪問団受入れ 

1 
中旬 行事 スペイン語サロン② 

28（日） 行事 ワールド・フェスタ（仮称） 

2 中旬 行事 英会話サロン④ 

3 
中旬 行事 世界の料理を楽しむ会③ 

下旬 派遣 サンブルーノ市中学生訪問団派遣 

新年度が始まりました。今年度も世界の料理を楽しむ会、英会話サロンといったおなじみの人気イベントをはじめ、

新規会員親睦会やスペイン語サロン等の新しいイベントの他、より多くの会員の皆さまに楽しんでいただけるよう、さまざ

まな企画をご用意しております。また、これまで開催してきた「ラテン・フィエスタ」と「新春を祝う会」も、10 年という節目

を迎え、今後はラテン語圏や東アジア圏以外の方々との交流も深めることを目的とし、今年から「ワールド・フェスタ」とし

て、在住外国人との交流イベントの世界版の開催を予定しております。今年度も協会の活動に皆さまのご理解、ご協

力をお願い申し上げます。 

 

 

世界の料理を楽しむ会 

サンブルーノ市中学生訪問団受入 



  

第 3 回目となる新入会員との親睦会が 2 月 19 日（日）に成田山参道のパン茶屋で開催されました。

新入会員 7名と各部会からの参加者で、気軽で楽しい雰囲気のなか話が弾みました。 

最初にビデオで協会の活動を紹介した後に、各部会から部会の活動状況の説明がありました。特に

スペイン語を勉強している会員の人達からは、「スペイン語サロン」に興味があるとのお話がありました。 

  新入会員の皆様が協会の活動に積極的に参加して頂けるようにご協力をお願いいたします。 

 

梅の香り漂う 3月 4日(土)、中央公

民館にて、講師にロシア出身のアレフ

ティーナ・ワシリエワ先生をお招きし、

ボルシチ、ソーセージパン、洋ナシパ 

イの作り方を教えていただきました。 

 参加者は満員御礼の 25人。 あつあ

つのボルシチを皆で食し、身体が温ま

りました。 

材料は身近にあるものばかり。家に 

帰って作ってみようと思いました。 

        田中恵子（参加者） 

 

Today’s Menu 

① ボルシチ 

② ソーセージパン 

③ 洋ナシパイ 

 

 

 

 

 

 

 

ビデオで協会の活動を紹介 

① 

③ 
② 



            

 

 

     I am from the Philippines – a sovereign country 

in Southeast Asia.  The Philippines is one of the 

world’s largest archipelago nations.  The 

Philippines is a culturally diverse country.  With its 

topography consisting of mountainous terrains, 

dense forests, plains, and coastal areas, the 

Philippines is rich in biodiversity. 

     I took my giant leap from the Philippines to 

Japan in December of 2012.  I have been a local of 

Narita City for four years now.  Being able to stay 

here made me learn to willingly and 

enthusiastically accept the Japanese culture and 

way of living. 

      Narita is a {byoo-tuh-ful} city.  Beautiful.  

Aside from being the arrival point of most foreign 

visitors, the city has much to offer to anyone who 

seeks to learn about its culture and tradition.  

Narita City is famous for everything from its Narita 

Temple (historical temple) to its unagi (local eel 

cuisine) to traditional bath houses (where my wife 

and I love to take a breather).  Narita is a home to 

well-disciplined, polite and humble populace.  I will 

never run out of positive descriptions.  This will 

always be my home away from home. 

       I’m an Assistant Language Teacher (ALT) for 

one of the Junior High Schools in Narita.   

 

  

     I am a gratified Filipino who helps a lot of 

Japanese students to be more confident and better 

versed in English. 

      There are international communities here like 

the Narita International Smashers (Badminton 

Club) of which I am an active member.  We have 

games and recreations on a regular basis.  

Homesickness is never an issue. 

 

 

 

 

      Life here is convenient, peaceful and fun.  We 

can always reward ourselves with doses of fun 

after a hard day’s work. 

      Japan has changed me. The thought of taking 

a bath without showering first makes me feel dirty.  

Sometimes I bow down while talking on the phone.  

I unconsciously throw peace signs in photos.  You’ll 

never see me cross a street when the red light is 

still up.  You’ll never see me stand still on the right 

side of an escalator step.  You’ll never see me litter 

anywhere.  You’ll never see me drive a vehicle with 

0.000001 blood alcohol content.  At least while I’m 

in this country.  

 

※翻訳文は後日協会 HPに掲載いたします。 
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※「私の国際交流」への寄稿文を随時募集中です。皆様の海外渡航、国際交流体験談をお寄せくださ

い。お待ちしております！ 

 

Ryan Estonilo de Vera (成田市外国語指導助手) 

Narit ないｒ 

 

Japan has changed me ! 

昨年英会話サロンの講師を務めていただいたフィリピン出身の Ryan さんに母国の紹介

と、日本に来てから自分がどう変わったかなどについて寄稿していただきました。 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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:0476-24-1006／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 

 

日時：5月 20日(土) 13：00～（講演会は 14：30～） 

会場：中央公民館 講堂 

※講演会は会員に限らずどなたでも参加できます。（入場無料） 

申込方法については 5月号にてお知らせします。 

平成 29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、28 年度事業報告・決算、29 年度事業計画(案)・予算(案)、役員の

改選などについて審議されます。 

また、総会終了後には神奈川大学外国語学部教授で英語落語家の大島希巳

江さんによる講演会を開催します。皆さん是非ご参加ください。 

皆さん、是非ご参加ください。 

 

 

日 時  :  4月 8日(土)10:00～13:00 

会 場  : 赤坂公園 （ボンベルタ向かい） 

定 員  : 30名（先着申込順） 

参加費  ： 500円 

申込先  ： 協会事務局（Tel 23-3231） 

国際交流カレンダー(4月) 

14日(火) 広報部会・編集会議（市役所/17:00～) * 

18日(土) お花見交流会（赤坂公園/10:00～) 

16日(日) サンブルーノ市中学生訪問団 

        第 4回研修会（市役所/10:00～） 

18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 

さる 2月 11日、「成田知っ得出前講座-広報紙のつくり

方」という講座を受講しました。ニューズレター編集の技術向

上に役立てればという考えで受講しました。私も以前、さる

所で広報の取材や編集を行っていましたので、受講内容に

むしろ懐かしさを感じていました。一方で、広報の難しさ、楽

しさをあらためて学びなおした 1日でもありました。 

 これからもより良いニューズレターを目指していきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。(中澤) 

もうすぐ春と共にお花見交流会がやってきます。 

赤坂公園の桜が、多くの方々の参加をお待ちしております♪ 

  

 

新年度が始まりました。今年 1 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いたします。同封の

払込取扱票(日本郵便株式会社)、もしくは千葉銀行成田支店（普通 2291618 「成田市国際交流協会」 理事長 

品田 等）、または事務局窓口にてお支払い下さい。（千葉銀行からの振込みは、手数料がかかります） 

 ※なお、団体会員の代表の方は、団体の名簿を併せて事務局までご提出ください。 

 
事務局移転及び異動のお知らせ 

 
 平成 29 年 4 月 1 日(土)より、協会事務局が市役所内４階のシティプロモーション部文化国際課内に移転します。電話

番号、メールアドレスは今まで通り変わりませんので、よろしくお願い致します。また成田市の人事異動で事務局の担当者に異

動がありました。前任の石毛さん、宮田さんにはお世話になりました。後任につきましては次号でお知らせします。 

 

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

