
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 成田市国際交流協会 

 ８月３日、友好交流都市卓球派遣団員が羽田空港から飛び立ちました。今回の成田派遣団員は
山﨑団長、関山監督、選手の成田市立西中学校 塩田君、赤松さんの４名で、咸陽からは王団長を
はじめ６名でした。メンバーは、３日間の卓球交歓大会で互いに熱い汗を流し、８日に帰国しま
した。 
 参加選手２名の体験記を寄せていただきました。 

 僕は、日中友好交流都市中学生卓球交歓大会で成田市の代表として参加させていただきました。中国の卓球

は日本の卓球に比べとても攻撃的で強かったです。種目は団体戦で、僕は２番手でダブルスを咸陽市の選手と

組んで試合を行いました。大会１日目は、練習で、咸陽市の選手と練習を行いました。２日目は予選リーグを

行い、初戦、２回目の試合は負けてしまい、３回目の試合も負けてしまいましたが、中国の選手に２ゲーム先

取することが出来ました。 結果は予選リーグ敗退でしたがこのことを今後に生かして自分の糧に出来るよう練

習していきます。また、中国の咸陽市と交流をしたり県外の選手や中国の他の地区とも交流を深めました。観

光では、天安門や万里の長城、一帯一路サミットの会場になった雁栖
がんせい

湖
こ

にも行き、そこでは中国の雄大さや美

しさを感じることができ、観光も卓球の面でも、とても充実した６日間でした。    西中学校 塩田望月 

 私は 8 月 3 日から 8 日まで、日中友好交流都市中学生卓球交歓大会に成田市の代表として中国に行かせて

もらいました。初めて中国に行き他国の人と関わるのは不安もあったけど、行ってみたら忘れるくらい充実し

た 6日間を送ることが出来ました。中国の選手は普段試合をする他校の人達とは比べものにならないくらい強

く、サーブから攻撃的でした。私は繋げてしまう癖がありそれではこの先通用しないんだなと学ぶことができ

ました。また、技術の他にも学べたことがあります。特に印象に残っているのが交流を深められたことです。

中国や他の都道府県の友達が沢山出来ました。言葉は通じなくても一緒に話したり遊んだりできたのですごい

なぁと思いました。そして、観光や食事をして中国独特の雰囲気を感じることもできました。短い時間だった

けど沢山のことを学べてとても楽しかったです。すごく貴重な経験ができました。   西中学校 赤松莉菜 
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The Narita Japan trip was a unique experience that 

impacted my life. I learned a lot about Japan and what it was 

like in another country. Everybody involved in the program 

was very helpful and welcoming. Personally one of my 

favorite parts of the program was spending time with the host 

family and seeing what daily life in Japan is like. They also 

showed us Tokyo and many interesting shops and buildings 

there. In Tokyo they have a famous 1092 foot tall tower that 

inspired the Eiffel Tower. Learning about a new country and 

what it’s like is impactful to me because after I come back to 

America I can see what’s diffent from Japan. 

 

 

 

 

 

 

 去る 7月 3日から 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来成しました。帰国

後、成田での滞在の思い出を感想文にして送ってくれました。その一部をご紹介します。 

 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。是非ご一読ください。 

I am grateful to have had a culturally eye-opening and 

memorable experience while I was in the marvelous city of Narita, 

Japan. I enjoyed learning firsthand about Japanese values, traditions, 

and ways of life. The Japanese people always encourage peace, 

happiness, and respect. In addition, I strengthened my international 

friendships with my special delegates, and to my delight, I deeply 

bonded with my host families. They exhibited hospitality, warmth, 

and kindness during my stay in their homes. I appreciate how hard 

my host families worked to connect with me, make me feel at home,  

and convey how important family bonding is to them.  

I gained valuable insight on Japanese culture while visiting Tamatsukuri Junior High School. 

I noticed interesting differences between the American and Japanese education systems. I was  

fascinated by how the students efficiently cleaned their whole school, assembled in a student body to 

beautifully sing their school song, and mastered a variety of performing art talents. While they were  

disciplined and focused, they managed to have high spirits and enjoy themselves -- something that 

students should do more of in our schools.  

I personally ask San Bruno City Hall members, the Marshall family, and the Narita International 

Friendship Society to ensure that this life-changing program will continue to thrive in the years 

ahead. Without this program, I would have never have known what it’s like to have lifelong friends, 

experience another wonderful culture, or visit spectacular landmarks that regular tourists do not 

have access to. I hope to reunite with my delegates and their families in Narita and further my 

knowledge of their rich culture. After all, Narita will always be my second home. 

Athena Barton 

 

Some of the most memorable parts of the trip were going to the temple and the Gion Festival. 

Those events showed us a lot about Japanese culture. In the temple they were very welcoming and 

polite and they showed us some of the rituals that they do. The Gion Festival is a famous Japanese 

festival that in Narita takes place for three days in the beginning of July. At the Gion Festival we pulled 

a Japanese float from the Narita-san temple to city hall. During all three days people pull the floats 

back and forth. The Narita exchange program is important for sharing the different cultures with each 

community. This program will also probably make some of the student participants interested in 

learning more about the other country.  

Andrew Jensen 

 



 

 ９月１日は、関東大震災が発生した日であるとともに、暦の上では二百十日に当たり、台風シーズンを迎える

時期でもあります。昭和 34年(1959年) 9月 26日の「伊勢湾台風」によって、戦後最大の被害を被ったことが契

機となり、「災害への備えを怠らないように」との戒めも込めて、9月１日が防災の日として制定されました。 

 災害の発生を未然に防止し、あるいは被害を最小限に止めるにはどうすればよいかということを考え防災の日

を機会に今一度確認・実践をしましょう。 

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/ 

        ⇒ホームページの右上：『防災・防犯情報』⇒『なりたメールサービス配信履歴』 

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『防災・防犯情報』⇒『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。 

                              Please download from here.   

                 http://www.city.narita.chiba.jp/anshin/index0337.html 

 

 

 

My trip to Narita, Japan this summer meant the world to me. It is an experience I will never forget 

and will always be in my heart. Narita opened my eyes to many new and fantastic things, from the 

wonderful people to the delicious food. Also, every new adventure in Japan was even better since I had 

friends from school there with me.  

I loved how our little group from Parkside became very close over the course of a week. I feel like this 

trip also made me connect with the Japanese culture even more. Since I am part Japanese, this trip 

made me feel even closer with my grandmother who I inherit my Japanese culture from. This trip 

meant so much to me and I will never forget it. 

We did so many different fun activities on this trip yet my favorite part was visiting a Junior High 

School there. Despite the fact that we did many other 

extraordinary activities, such as going to extravagant 

temples, the school was simple yet super fun. 

Just getting to see what their school was like and 

meeting all the amazing students there made me feel 

incredibly happy. I never stopped smiling that day. The 

students were incredibly sweet and kind to us, and made us 

feel like royalty. We did so many cool activities and overall 

had a great day, however saying goodbye at the end was 

difficult!  

My group also had the pleasure of going to Tokyo 

Disneyland, which was amazing. We had a great time and made so many unforgettable memories I will 

take with me everywhere. Although going to Disneyland was great, the best part about going there 

was I got to bond with my group and we all got even closer, making us even better friends. So even 

though all of the activities we did were terrific and unforgettable, these were a few highlights of the trip 

that made the whole trip even more phenomenal than it already was. 

Sarah Hoyer 

 

 

 
 

Disaster Preparedness Day 



 

編集後記 

 今年の夏は、気候変動に地域性が強く、集中豪雨や高温状態の

継続など色々でした。雹の降ったところもありましたね。こんな中、有

意義な体験があり、報告します。成田祇園祭の最終日に、昼間サ

ンブルーノ市からの女性のお客様 3 名とホームビジット協会の数名と

共に、お茶会を楽しみました。次の体験は、夜の食事会です。 

 成田山表参道にある創作料理店の 2 階で、昼間の茶会出席者

も含めて、10 数名の人達と歓談することができました。外は、祇園

祭最後の夜を楽しむ人達で、大にぎわいでした。熱気が、部屋の中

まで伝わってきました。来年も楽しみにしています。 （Y. IKEDA）                  

  

国際交流カレンダー(9月) 

 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 

                (市役所/17:00～)※ 

24日(日) 英会話サロン 

           (メルキュールホテル/14:00～) 

※印のついているものは、どなたでも参加できます 

 

 成田ならではの国際色豊かな食べ物や発表、体験コーナー、ゲームなど、子どもも大人も楽しめる、盛りだくさんの

イベントです。 

 成田市国際交流協会では、世界各国のコスチュームを着てファッションショーを行う「ワールド・コスチューム・フェア」

と、台湾茶を楽しめる「台湾茶道」、日本の伝統芸能「日本舞踊」を披露します。皆さまのご来場をお待ちしており

ます。 

 
  当日の協会 PR ブース・会議準備や展示物

作成、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) 

日  時：10月 1日(日)10:00～15:00 

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 
      (成田市シティプロモーション部文化国際課 
      ℡ 20-1534) 
 

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:0476-22-4494／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 

 皆様のご要望に応え、英会話サロンを増設します。 

講師には、Alan Herbert さん他 2名をお招きします。 

日曜日の午後、ホテルのバーでネィティブインストラクター

と共に英会話を存分にお楽しみください。美味しいケー

キとドリンク付き。会員の皆様、奮ってご参加ください！ 

 

日 時：9月 24日(日)14:00～15:30 

会 場：メルキュールホテル halftime 

定 員：15名 

会 費：500円（会員限定） 

申 込：協会事務局（℡23-3231） 
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