
 

 

 

 

 

 

 

 

 今回初めて訪問した横浜市は 1859年に開港して以来、国際貿易港として発展し、現在世界の 15か所の都市と
交流を続けている国際都市の先輩格です。 
 横浜みなと博物館・日本丸では、横浜港のジオラマや開港以来の豊富な展示、その展示方法も工夫があり、ま
た現役時代のままの船内に圧倒されました。どちらも、ガイドさんの熱心そして洒脱な名解説に、私も感銘を受
けました。 
 中華街は平日でも様々な国の人たちで賑わい、国際都市を肌で感じることができました。 
 横浜市はまた、我が国で初めてビールの醸造販売を行った所でもあります。その伝統を受け継ぐキリンビール
横浜工場は、歴史以上に最新の設備を持ち、職員の解説と連動する大掛かりなビジュアルに圧倒、そして、最後
に試飲した搾りたてのビールが何よりおいしかったです。 
 今回も好天に恵まれ、また外国の方 3名をはじめ昨年以上の参加者があったうえ、皆様からいただいたアンケ
ートからも好評であったことが分かりました。参加された皆さんお疲れ様でした。（中澤） 

アンケート回答（抜粋） 

○安く行くことができ良い企画だった。見学場所

は大変勉強になった。次回も参加したい。 

○個人ではなかなか見学できない場所への訪

問は良かった。広報部会長のバスガイドが分か

りやすかった。ゆったりめの行程が良かった。 

○日本丸の中を見学でき勉強になった。75歳

になる船長さんのガイドが楽しかった。ビ-ル工場

で飲んだ出来立てビ-ルもおいしかった。 

○初参加だが充実した内容で良かった。 

○２回目の参加、楽しかった。次回も参加した

い。 

○企画した皆さんありがとうございました。 

横浜中華街散策 

 

↑ガイドさんの名解説に聞き入る参加者 
 
 

キリンビール横浜工場で記念撮影 

 

 毎年恒例の広報部会主催研修ツアー。今年は 8 月 22 日(火)に例年以上の 22 名の参加を得て、横浜市へ行って
きました。 

国際貿易港として 150 年の歴史を持つ横浜市。そのなかで、みなとみらい地区にある横浜みなと博物館・帆
船日本丸を午前中見学、お昼は中華街を散策、午後は開港以来の歴史を持つキリンビール横浜工場を見学してき
ました。 

広報部会研修ツアー2017 

 成田市国際交流協会 

← 帆船日本丸前にて記念撮影 
 
 



英会話サロン スペシャル  スペイン語 サロン  

   

  

 

 

８月 26日、当協会人気イベントの一つ、「英会

話サロン」が、ぱん茶屋にて開催されました。「英会

話サロン」ファンの皆さんのご要望にお応えして、今

回のみ定員枠を 18 名に拡大して行われた英会話

サロン。 

オーストラリアからアドリアナ・ポッツさん、フィリピンか

らマーク・メノールさん、ベネズエラからラウル・マルケス

さんをお迎えし、各々の出身国の文化、歴史、食

生活などについて英語を通して会話交流をしまし

た。土曜日午後のひと時を有意義に過ごし、参加

者の皆さんの笑顔溢れるイベントとなりました。 

 

8 月 27 日、メルキュールホテルの「half time」に

て、スペイン語サロンが開催されました。今回はウルグ

アイ、スペイン、エクアドル出身の 3 名を講師に招き、

ケーキとお茶を飲みながら、15 名の参加者はスペイ

ン語を通して交流を楽しみました。 

スペイン語での会話に慣れていない人も、絵や講

師の用意した写真やレジュメなどを使って会話に挑戦

しながら、各テーブルで盛り上がっていました。 

「時間が経つのが早かった」などの声もあり、充実し

た午後のひと時となりました。 

 

2017 NARITA少年の翼 

 小さいころから海外への憧れはあった。今回、自分の目で本当の世界を見てみたいと思い、「少年の翼」に応募した。私の

ホストファミリーは、５歳と３歳の女の子。お土産の紙風船やけん玉に目を輝かせ、遊び方をたどたどしい英語と身ぶり手ぶり

で教えたが、そこに言葉の壁はなかった。あっという間になついてくれ、本当に妹ができたみたいで、とても嬉しかった。   

 「ユーアー アワー ファミリー」 

 たった三日間だったが、一緒に笑い合い、同じ時を過ごした私達は、新しい家族になった。 

 世界は広い。しかし、少し話すだけで、お互いにわかり合えると気づいた。中学生の私にできること、それは世界に関心を持

つこと、目を向けること、そして、そこに住む人々のことを思い続けること。世界中の人が家族のように笑い合えたら、なんて素

敵なんだろう。                                                      団員 若海 遙 

 

 

(一社)成田青年会議所が主催し、成田市国際交流協会が助成する「2017 NARITA少年の翼」が8月16日か

ら 23 日まで姉妹都市ニュージーランド・フォクストンを訪れました。今回は、派遣団員の若海さんが、感想文を寄せてく

ださいました。 

 



 

 

 

 

 

  

台湾出身の余紀萱と申します。祖父は昭和 5年生まれ、

台湾の日本統治時代に日本語教育を受けたので、子供の

頃によく日本の歌を聞いて、日本文化に興味を持って、

2007年に台湾の高校を卒業した後、日本に参りました。大

分県別府市にある立命館アジア太平洋大学に 4年間留学

して、その後、京都大学大学

院で 2 年間都市社会工学に

進学し、観光バスに関する研

究をしました。 

日本に来た時に日本語を全

く喋れなくて、生活と勉強共とて

も大変でした。大学最初の２

年間で日本語を勉強しながら、

授業を受けて無事に卒業でき

ました。学生時代に留学生会のリーダーになって、色々な日

台友好の国際交流に参加し、たくさんの日本の方と友達に

なって、夢は日本と台湾の架け橋になることでした。日本の

街づくりを勉強したいと思って、佐倉にある山万株式会社に

入社し現在はユーカリが丘に住んでいます。 

社会人になってから、ユーカリ

が丘で色々台湾との交流を主

催しました。2015年台湾からの

写真展覧会（文化部地方文

化館鄧南光映像記念館）、有

名ブランドサニーヒルズパイナップ

ルケーキとのコラボ。2016 年台

湾南投県集集鎮（町）を誘

致し、懐かしい台湾のバナナをテ

ーマとして、ユーカリが丘の緑のま

つりに海外初の出店をしました。2015 年に千葉県の森田

知事から「チーバくん大使」に任命されました。「チーバくん大

使」というのは、千葉県では、平成 23 年から県内在住の留

学生などの外国人の方に任命し、個人のブログや

Facebook 等を通じて、千葉県の魅力（観光、食、日常

生活など）を、それぞれの母国語で発信していただく「チーバ

くんと共に千葉県の魅力を海外に向けて発信する大使」

（略称：チーバくん大使）の取り組みを行っています。元々

写真撮影と旅行が大好きなので、千葉県主催のツアー以外

でも休みの時に自分で

千葉のあっちこっちを取

材して、Facebook で千

葉の魅力を発信し続け

ており、とても楽しみまし

た。この２年間でたくさん

の県民の方々から「ゆー

ちゃん、頑張ってね！」「応援しているよ」などのメッセージをい

ただき、とても感動しました。ボランティアですが、もっともっと頑

張らないといけないなと思いました。 

成田市とのゆかりは、去年 2 月にチーバくん大使として台

湾の桃園市から招待を受けて、台湾ランタンフェスティバルに

行った時に、成田市の方々と現地で初めて会いました。その

時に成田最古となる「仲之町の山車」はフェスティバル開幕

日に行われるパレードに繰り出され、成田祗園祭の魅力を

台湾の人々に伝え、非常に好評でした。来場の台湾の方々

は大変びっくりして本当に素晴らしいと思って是非成田に行っ

てみたいと言っていました。両都市とも国際空港があって、そ

れぞれ日本と台湾の玄関口であり、昨年 9月成田市と桃園

市も友好都市協定を締結しました。 

近年、成田―台湾間の飛行機の便数が大変増えて、特

にLCCに乗る場合は新幹線で関西まで行くより安い時もある

し、片道３時間ぐらいで行けますので、是非みなさん台湾に

遊びに来てください

ね！これからますま

す日本と台湾の関

係が良くなりますよ

うに頑張りたいと思

います。

 

 

No.124 

11１１１

０ 

 

 

 

余紀萱（ユ ジシュアン）さん 台湾出身 

成田-桃園市友好にも一役 



 

 「世界の料理を楽しむ会」を開催します。 

 今回は、スリランカ出身のチュミ・ウィジェシンハさん

をお迎えし、スパイスをふんだんに使った本格スリラ

ンカ料理を習います。 

 皆さまのご参加をお待ちしております♪ 

 

 

日  時：10 月 22 日(日) 10:00～             

定  員：25 名 

会  場：中央公民館 

参加費：会員 500 円/一般 700 円 

持ち物：エプロン・三角巾 

申込先：協会事務局(℡ 23-3231) 

 

 

今年もボンベルタ前広場にてハロウィンパーティー

を行います。仮装パレードや、カボチャランタンづく

り、フェイスペイント他、地元中学生によるブラスバ

ンド演奏や、ダンスチームによるステージイベントな

ど、楽しい企画盛りだくさんです。是非ご家族でご

参加ください。 

 

日 時：10 月 29 日(日) 10:00～ 

会 場：ボンベルタ前広場 (雨天時はボンベルタ内 4 階) 

内 容：仮装コンテスト(無料・要申込 10 月 20 日迄) 

      カボチャランタン作り(500 円・先着 30 個) 

問合せ：ハロウィン実行委員会事務局 

      (090-2569-0530) 

国際交流カレンダー(10 月) 

 1 日(日) 国際市民フェスティバル (国際文化会館/10:00)* 

 3 日(火) 広報部会・編集会議 (市役所/17:00)＊ 

17 日(火) 広報部会・最終校正 (市役所/17:00)* 

22 日(日) 世界の料理を楽しむ会 (中央公民館/10:00) 

27日(金)～29日(日) 成田市・仁川親善交流サッカー大会派遣 

29日(日)  ハロウィンパーティー (ボンベルタ前広場/10:00)* 

*印のついているものは、どなたでもご参加できます 
 

 

 

編集後記 

猛暑も過ぎいよいよ秋本番。実りの恵みシーズン到

来。知人から栗🌰を頂きました。当り前ですが毎年こ

の時期に美味しい季節の果物🍎🍇🍊🍑、野菜、新

米、秋刀魚等々自然の恵みを味わえることに、つくづく

ありがたみを感じます。当り前であることに感謝🙏。 

                     髙橋 

                                                              

                                                                      

髙橋 

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 

参加者 
募集！ 

 

 

 会費未納の方は専用の払込用紙（事務局にあります）

で最寄りの郵便局に納めていただくか、右記銀行口座にお振

込みくださいますよう（振込手数料がかかります）お願いいた

します。直接事務局に現金でお持ちいただいても結構です。

1 年以上会費を滞納されている方は自動退会となってしまい

ますので、未納の場合は、12 月末までにお支払下さいますよ

う、お願い申し上げます。 

※既に今年度分をお支払い頂いているかの確認は、協会   

 事務局(℡23-3231)までお気軽にお問合せください。 

 【会費】 

   個人会員：1口 1,000 円以上 

   学生会員：1口   500 円以上 

   団体会員：1口 5,000 円以上 
  

 【取扱い金融機関】 

  ・郵便局 口座番号: 00160-2-42135 

     加入者名: 成田市国際交流協会 

  ・千葉銀行 成田支店  普通  2291618 

     口座名義: 成田市国際交流協会 

          理事長  品田 等 

 

 

Tel:0476-23-3231／Fax:0476-22
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