
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議題内容 

1. 平成 28 年度 成田市国際交流協会 事業報告について 

2. 平成 28 年度 成田市国際交流協会 収支決算について 

3. 平成 29 年度 成田市国際交流協会 事業計画(案)について 

4. 平成 29 年度 成田市国際交流協会 収支予算(案)について 

5. 役員の選任について 

平成 29年度総会・講演会開催 
 平成 29 年度の成田市国際交流協会の総会と講演会が、5 月 20 日に中央公民館で開催されました。本年

度は役員改選の年度に当たりますが、理事長には品田等氏が再任されました。 

 そのほか、下記のとおり新任として 8人の理事が選出され、5件の議題が審議、承認されました。 

選任された役員（順不同、敬称略、○新任） 

理 事 長   品田 等 

副理事長   石渡 孝春、大竹 博、関根 賢次 

理    事   小泉 英夫、小川 喜章、○松田 泰長、真船 佳代、○瀧澤 和子、○大槻 安明、木皿木 元  

          ○栗原 廣行、○村島 義則、今来 弓子、川村 佐平治、○秋山 雅和、○伊藤 和信、櫻井 美惠子 

          塩谷 大三郎、吉岡 正之、中澤 文武、岩澤 貞男、増田 賢淑、宮内 豊俊、八華 歌州、○岡田 博子 

監   事   伊藤 竹夫、遠藤 英一 

国際交流講演会  「英語落語で世界を笑わそう～友好的な国際交流～」 

講師：大島希巳江 （英語落語プロデューサー＆パフォーマー） 

総会に引き続き、国際交流講演会が開かれました。講師には英語落語のプロデューサー＆パフォーマーであ

り、神奈川大学外国語学部国際文化交流学科教授の大島希巳江さんをお招きしました。海外公演を行う中で感

じた文化の違いや体験談、また講演の最後には実際に英語での落語を披露して頂き、会場は笑い声に包まれま

した。 

                  先生のお話によると、落語のレパートリーの中で、幽霊や牛などの 

                 動物が出てくる話があるが、国によっては、死に関することや動物の 

                 種類によっては避けなければいけない話題があるとのことでした。 

                 また、落語は一人で何役も行い、会話形式で進んでいくという形式は、 

                 初めて落語を聞く海外の人達にとっては新鮮でとても不思議なことの 

                 ように感じるそうです。このほかにも落語を通して見えた様々な文化の 

                 違いについてご講演いただき、とても有意義なひと時となりました。 

 

 

 成田市国際交流協会 



サンブルーノ市 中学生訪問団体験記 
サンブルーノを訪問して                                            石井 陽

ひなた

 

  私はサンブルーノ訪問団員募集の広告を見た時、「参加したい！」と思い両親

に相談すると、すぐに了承が得られました。そして面接を通過、抽選にも奇跡的に

当たり、アメリカに行けると分かった時は、とても嬉しかったです。しかし、不安ももち

ろんありました。自分の習ってきた英語は、ちゃんと役に立つだろうか。たくさんの不

安を抱えて出発した海外派遣研修でしたが、そんな不安もすぐに無くなりました。ア

メリカに着いて１日目の夜はホテル泊だったので、女子は１つの部屋に集まり、遊

びました。出発する前はぎこちなかったのに、１日でこれほど仲良くなるとは思ってい

ませんでしたし、とても心強かったです。翌日のホストファミリーとの対面では少し緊

張しましたが、中学生たちが日本語で家族を紹介してくれて嬉しかったです。本当にたくさんの場所に連れて行ってもらい、盛りだくさんの

日々でした。家ではゲームで遊んだり、スモアを作ったりしました。日本から持って行ったお土産や自己紹介アルバムは、ホストファミリーと

話す話題にもなったので、持って行って良かったです。 

  ホームステイでは、ホストファミリーの温かさをすごく感じました。買い物に行った時には、私が日本へのお土産として買おうとしていたお

菓子を買ってくれたり、行きたいと言った場所に全て連れて行ってくれたりしました。感謝してもしきれないくらいです。また、ホームステイ中

には常に英語が飛び交っているので、生きた英語というものに触れることができて、とても良い経験となりました。私は将来、英語を使う仕

事に就きたいと思っているので、教科書に載っている文法的な英語だけではなく、現地で実際に使われている英語も身に付けていきたい

です。ホストファミリーと会話していると、文法が間違っていても理解してくれるので、まず伝えようとすることが大切なのだと感じました。 

 ７月には、今度はこちらがホストする方なので、それまでにもっと英語を上達させたいと思っています。私がアメリカで楽しませてもらった分、

アメリカの中学生達にも日本を楽しんでいってもらいたいです。そして、私も一緒に楽しんで良い思い出を作りたいです。これからも、ずっと

連絡をとり合うような仲になれたらいいなと思っています。 

 

ホームステイを終えて                                                米山 晃平 

  僕が姉妹都市サンブルーノに行きたいと思ったきっかけは、昨年姉がサンブルーノに派遣され、７月にホストファミリーになったことでした。

初めは、言葉も通じない、文化も違う外国人と一緒に生活をすることに少し抵抗がありました。ですが、実際に受け入れをして、やり取り

の中で向こうの人も僕と同じ気持ちで、身振り手振りで一生懸命コミュニケーションを取ろうとしたり、日本の食べ物に挑戦してみたりする

姿を見て、僕の考え方も少しずつ変わりました。不安ではありましたが、今年から中学一年生でも応募できると知り、行ってみたいと思っ

て応募しました。 

  どきどきしながら飛行機を降りましたが、ホストファミリーが温かく迎えてくれて、本当に嬉しかったです。僕はあまり英語が得意ではありま

せん。姉から、Yes と No は、はっきり言わないと誤解が生まれたりするとアドバイスを受けたので、Yes と No は、はっきり言うように心がけ

ていました。しかし、ギラデリのお店に連れて行ってもらった時に「パフェ食べる？」と言われ、お腹がいっぱいだったので「No」と伝えましたが、

「No?」と聞き返され、イントネーション的に「食べなくていい？」という意味かと思い「Yes」と答えたら、大きなパフェが出て来てしまい、びっく

りしました。 帰国する前日にお礼の気持ちを込めて、お好み焼きを作りました。日

本から持って行った材料だけで作ったので、キャベツも肉も入れずにパンケーキみた

いになってしまいましたが、「Japanese pizza, it’s so good!」と言ってとても喜ん

でくれました。日本に来た時は、もっと本格的なお好み焼きを食べさせたいと思いま

した。 

今回のホームステイを通して色々な国の言葉や食文化、生活文化の違いに興

味が湧き、もっと色々知りたい、またホームステイをしてみたいという気持ちが強くな

りました。7 月の受け入れでは僕と同じように思ってもらえるように日本の文化や英

語をもっと勉強して、最高のおもてなしが出来るようにしたいと思います。 
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Chiara Naviero さんと筆者(右) 

 

 

 

 

 

 今から 7 年前に、ライオンズを通してイタリアの Chiara 

Naviero さんの 15 日間ホームステイ受け入れを致しました。

私達息子を除いて、English が駄目だったので不安をいだ

きながらの生活でした。話を聞くと私の家（お父様建設業の

自営、奥様事務、息子もお手伝い）と同じ境遇でありとて

も親しみを覚えました。 

 彼女は箸の使い方がとても上手、日本語は駄目でしたが、

お寿司（わさびぬき）が大好き、毎日でも良いそうです。和

食も好きでいろいろと食べて下さいました。15 日間の日程

表を提出し、成田山、川村記念美術館、山風花会食、イ

ルピーノ会食、国立歴史民俗博物館、皇居、浅草寺、東

京タワー、厚生園、木村屋（蔵）、一里塚、武家屋敷、

順天堂、堀田邸等、歴史の町佐倉と毎日の様に出掛けて

いました。 

 美人ゆえ、どこに行っても人気者、今は皆様 English が

出来ますのでその時は Chiara さんも楽しそうでした。ライオ

ンズからは柏の長全寺にて歓迎会があり座禅会もあり、いろ

いろ経験して勉強になったことと思います。 

 また少しずつ生活にも慣れ、言葉は通じなくとも身振り手

振りにて心が通じ、それからと言うものは異国の方が大好き

になりました。今はグローバル化の時代、自分が積極的にな

ればお友達も多く作れます。異国の生活習慣を知ることもで

きます。自分自身も楽しいです。 

 主人の友達はホームステイを沢山してその時その時異国の

友と仲良しになり、後半の人生はその人を訪問して楽しい

人生を過ごしている方も多分にいます。なかなか余裕がない

とそこまでできませんが・・・・。 

 夏でしたので志津の盆踊りにも連れて行き皆で踊り、ママ

上手と言って下さり、今は楽しい思い出の 1 ページとなりまし

た。 

 日本は治安が良いので外国の方から日本大好きとよく聞

きます。皆様も English 出来なくともいろいろな国の方の指

さし会話集があり心配いりません。言葉が通じなくとも心は

通じます。沢山のお友達を作り、人生の楽しみが倍増します。

私も機会がありましたらまたホームステイをやりたく思います。 

 でもただひとつ残念なことがあります。それは Chiara さんと

の心の交流がとぎれてしまったことです。とても残念です。何

事にしましても長くずっと続けることは難しいです。まして人間

関係は特に難しいです。でも私自身特に良くしてあげました

ので喜んで下さり今になっても再度日本に来て下さることを

祈っています。 

 最後に世界平和とよく耳に致しますが、“世界平和は遠き

にあり”です。それも 1 人 1 人の心がけが大切です。人には

親切に、感謝し、対話し、いつもありがとうの言葉を心にきざ

み生きて行けば自然と世界平和につながっていくことと思いま

す。 

 つたない私の経験のお話を聞いて下さり誠にありがとうござ

いました。 

 人生はいろいろな人達との出会いの連続です。 

 皆様も毎日を大切に良き人生をお過ごし下さい。 

永澤 光江 (協会会員) 

 

 

 

 

 

佐倉のカフェ・レストラン「山風花」にて 



 

 

 本年度 1 回目の英会話サロンを開催します。今回は、英国、フィジー、フィリピン出身の成田市外国語指導助手の

方々をお招きします。日曜午後のひと時を、美味しいお茶とお菓子をいただきながら英会話で過ごしてみませんか？ 

 皆さまのご参加をお待ちしております♪ 

      日  時：6月 11日(日) 14:00～ 

      会  場：メルキュールホテル  half time 

      定  員：15名(会員限定・先着申込順) 

      会  費：500円 

      講  師：David Bonell さん他２名 

      申込先：協会事務局（℡ 23－3231） 

 

 

 

 

 今年も姉妹都市サンブルーノ市から中学生友好訪問団が来成します。受入のお手伝い（語学ボランティア）をし

て下さる方を募集します。 

ご協力いただける方は事務局までご連絡ください。 

  定  員：各日若干名 ※会員限定 

 締  切：6月 15日(木) 

 申込先：協会事務局（℡ 23-3231） 

 

 

7 月 4 日(火) 対面式（夕方）、歓迎夕食会 

   ５日(水)終日 近郊視察(日中） 

   ６日(木)終日 近郊視察(日中） 

   ７日(金)終日 近郊視察(日中)、祇園祭山車引き等 

  10 日(月)午前 市内視察 

編集後記 

 私と国際交流協会の縁は中学生の時、友好訪問団

の一員として米国サンブルーノ市を訪れたことが始まりで

した。あの日から約 20 年、ホストファミリーや友好都市

との記念式典と様々な交流の場に参加させていただけ

たことは貴重な財産となっています。 

 英会話サロンや友好都市との交流など、イベントへの

参加で身近なところから国際交流してみるのはいかがで

しょうか。                     （S.H） 

国際交流カレンダー(6月) 

 3日(土) 2017少年の翼 結団式 

第 1回団員研修(中央公民館/9:30) 

 6日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17:00)* 

11日(日) 英会話サロン(メルキュールホテル/14:00) 

20日(火) 広報部会・最終校正(市役所/17:00)* 

24日(土) 新規会員親睦会(ぱん茶屋/14:00) 

*印のあるものはどなたでも参加できます 

  

 

※活動内容については現時点での予定であり、変更になる可能性があります。 

 今年も成田市ホームページ・成田市映像ライブラリーの「なりた知っ得情報」で、協会の活動が紹介されていま

す。本年度サンブルーノ市中学生友好訪問団派遣生徒たちのインタビューも撮影されておりますので、合わせてご

覧ください。（収録日から 5/1～5/14 もしくは 5/15～5/31 のいずれかを選ぶ） 


