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２０１8年元旦 理事長挨拶 
      新年あけましておめでとうございます。 

 

  

会員の皆様におかれましては、つつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

2017年の世相を一字で表す漢字に「北」という字が選ばれました。皆さん 

 ご存知のように、年間を通し絶えず話題に上がっていた北朝鮮によるミサ

イルと核の脅威であります。日本国内は元よりアメリカハワイ州でも演習警報を鳴らす事態になり

ました。世界の人々が行き来し、世界の距離が身近に感じるこの時代に、なんと逆行していること

でしょう。 

 当協会事業の一つ、韓国井邑市に中高生を派遣する事業におきましても、安全等の観点から 2017 年度の派遣を見

合わせることになりました。さらに日本を取り巻く東アジアでは、近隣国との間に長期に渡る政治的問題をはらみ、

すっきりしない関係が続いております。しかし、この様な状況下ゆえ民間の交流を活性化させ、小さなことでも出

来ることを一歩一歩双方で築き上げることが大切かと思います。本年は中国・咸陽市との 30 周年を迎えます。また

他の友好都市も近年に周年が控えております。多くの友好都市を持つ成田市でありますので、このような時に先方

の方々とこれからをどうしていくのがより良いかを話し合っていきたいと思います。 

 さて、事業活動の方ですが、友好都市事業におきましてはサンブルーノ、フォクストン、隔年で開催される仁川

市中区とのサッカー交流試合など順調に交流プログラムが遂行できました。今年はニュージーランド・フォクスト

ンより来成予定となっておりますので、当協会でお迎えできることを楽しみにしております。会員交流事業におき

ましては約 10 年続けてきた「新春を祝う会」や「ラテンフィエスタ」を見直し新たに 2 月 10 日に「NEW YEAR 

PARTY！」を開催予定です。今まで参加いただいた方々はもちろん、成田市近隣在住の多くの外国の方々と会員・市

民の皆さんと共に交流をしていただきたいと思います。その他の交流事業につきましても時代やニーズに合わせた

形態に努めていきたいと思います。 

結びに、本年も会員皆様のご活躍とご多幸をご祈念申し上げるとともに、更なる協会活動へのご協力をお願い申

し上げまして、新年のご挨拶といたします。              成田市国際交流協会理事長 品田 等 

 

顔写真 

 成田市国際交流協会 

 

友好都市デンマーク・ネストベス市より 

グリーティングカードが届きました♪ 



 
 12 月 10 日に国際医療福祉大学の留学生 7 人(ベトナム 3 人、

ミャンマー3 人、モンゴル 1 人)が、市内の里山で竹細工のイベ

ントに参加しました。 

 竹細工の講師の指導のもと、地域の子どもたちと一緒に竹ト

ンボや竹箸づくりに挑戦しました。最初は慣れない手つきでし

たが、次第に要領を覚えていきました。学生の母国には、竹が

あるところもあるそうで、多少なじみがあったようです。その

後、近くの民家に移り、地域の人と一緒にゲームや歌、日本の

踊りなどを楽しみました。 

 昼食は、日本の食事なので母国の味と少し違うようでしたが、

日本食が大好きと言ってくれて、私たち日本人にはうれしい限り

でした。 

 留学生の皆様、これからも日本で良い思い出づくりをしてほし

いと思います。            木村 仁（成田市在住） 

 

 クリスマスの時期。12月 10日、成田市中央公民館では、恒例

の成田ヒスパニックサークルによるクリスマスパーティが開催

されました。スペイン語の掛け声が飛び交う「ピニャータ割り」

やクリスマス料理、カード作りのほか、今回は成田市指定ゴミ

袋を工作してクリスマス衣装を作るのにも挑戦しました。手作

り衣装を着てのピニャータ割りで、参加者の皆さん楽しいクリ

スマスを過ごしました。 

恒例の岡田日本語教室による「成田国際交流の集い」が、今年も 12月 10日に成田市中央公民館で開催さ

れました。たくさんの外国人の方々が参加し、様々なアトラクションが行われました。 

 恒例の玉すだれ、ペルーダンス、日本舞踊、マジックショーなどのほか、日本語教室の生徒による歌謡、

講師によるヒップホップダンスなども披露され、大きな盛り上がりのなか、皆さん楽しい午後のひと時をす

ごしました。 

成田ヒスパニックサークル クリスマスパーティー 
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1. 成田市: 成田山新勝寺、表参道で日本文化体験 

2. 芝山町: 航空博物館、空の駅 「ふわり」 にて日本の 

        食文化体験 

3. 多古町: 日本人のふるさとの原風景、里山体験 

4. 栄  町: 房総のむらで江戸の町並みと歴史、 

           コスプレ体験       

 体験 
 

1. イオンモール成田 : ショッピング & わくわくの [和]体験  

2. 酒々井プレミアムアウトレット : ショッピングバスツアー 

3. イオンタウン成田富里：ショッピング＆日本文化体験 

4. 神 崎 町 : 日本の文化 「発酵」 体験 

 

 

 

 

 

 

 

                                  高橋 研一 （協会会員） 

日本の空の玄関、成田空港に訪日観光客向けのガイドツアーのプログラムが始まりました。この企画は、国交省、 政府観

光局、千葉県、空港周辺自治体、航空会社、イオンモール、酒々井アウトレット、NAA 等がトランジット旅客を対象に、空港

周辺のエリアを短時間でガイド同行の観光案内をし、日本文化や自然の美しさを味わっていただき再び来日いただけるよう、

和のおもてなしを提供するものです。 

 

ボランティアガイド希望者は、まず成田市観光プロモーション

課による一日講習を受講し、認定ガイドとして運営組織成田

国際空港振興協会に登録。インターネットにより参加希望日

を予約。ツアーは９時から14時まで、コースは４つ用意されて

おり希望のコースを選べます。 

参加者はあらかじめ予約の上、当日午前９時に第１また

は第２ターミナル専用カウンターに集合、ガイドと合流のうえ出

発。またガイドツアーとは別に、セルフツアーも４コース用意さ

れています。 

 本年 8/27(日)初めてガイドツアー参加。当日は申込者が

少なく 10 時まで空港内で突撃営業するも撃沈、空振りで帰

ろうとした時、第２ターミナルカウンターに飛び込み客が来たと

の連絡が入り、急遽カウンターにてご対面。タイから観光旅行

で来日した若いカップル、ハネムーンではなく婚前旅行の様子。

３時間半くらいしかないので、成田山コースで日本文化体験

は省略して 駆け足ツアーに出発。先輩のA氏のアシスタントと

して目印のピンクのビブス(ベスト)着用。空港から京成電車に

て成田駅へ。徒歩にて参道を散策しながら、新勝寺へ。 

 

 

 お昼時なので希望により、囃子ラーメン。アツアツのムードで、

写真をさかんに撮り合う二人。老人ガイドは当てられっぱなし。

フェイスブック利用とのことで、連絡先交換。後日頻繁に投稿

あり。総門からお清めの水、大提灯、亀の池、急階段を登り

本殿へ、健康祈願の線香の煙の立ち込める中、偶然本家新

勝寺専属ベテランガイド小川女史と遭遇、当方の拙い英語を

見かねてプロフェッショナルの英語ガイドで助太刀いただく。見

事なガイドに言葉を失う。自らの力不足を痛感。まず日本語

で、説明できる専門知識がないとお客様の質問に答えられな

い。新勝寺の由来、仏教とは？宗派、涅槃、仏像の名前、

役割、階級、護摩法要、建物の解説、彫刻の動物の名前、

意味、……それら全てを英語で説明できないとガイドはできな

い。生半可なレベルではお客様に満足のゆくガイドとはいえま

せん。心して改めて日本文化、日本に関する外国人が関心

をもつ topics について英語でどう説明するかを同時進行で猛

勉強しないと一人前のガイドとは言えないことを悟りました。 

 今回のお客様はタイの名門チュラロンコン大卒のインテリで、

裕福な階級に属し日本についても大変深い興味を持っており、

鋭い質問も多くあり、満足のいく回答ができない場面が多々

ありました。今後経験を重ね更なるレベルアップのため、通訳

案内士試験に再挑戦する決心をしました。 

 

タイからの観光客と （中央が筆者） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度、協会主催の新イベントとして、「New Year Party！」を開催することになりました。 

これまでの「ラテンフィエスタ」「新春を祝う会」を合わせ、形式にこだわらずカジュアルな雰囲気で気軽に海外出身の方々と交

流する集まりにしたいと考えています。 「英会話サロン」、「スペイン語サロン」、「世界の料理を楽しむ会」などの協会イベント

でお世話になった方々をゲストにお迎えする予定です。皆さん、是非お越しください！ 

 日 時：平成 30年 2月 10日(土) 13:00～            会  場：成田市中央公民館 講堂 

 会 費：500円 ※民族衣装を着て来場された方、          問合せ：協会事務局 ℡23-3231 

              高校生以下は無料 

 

 

成田市国際交流協会主催 

新 イ ベ ン ト  
New Year Party! 

スペイン語  サロン   

 スペイン語、ラテン文化ファンの皆さん、お待たせしました。今年度

２回目のスペイン語サロンを開催いたします。今回もスペイン語ネィ

ティブの方々を３人講師にお招きします。日曜日の午後を美味し

いケーキとお茶、そしてスペイン語でお楽しみください。 

  

 

日 時：平成 30年 1月 28日(日) 14:00～ 

会 場：もりんぴあこうづ 工芸スタジオ 

会 費：500円(会員限定) 

申込み: 協会事務局 ℡23-3231 

 

 外国人のための相談窓口 “Consulting Services for Foreigners” 

  日 時：第 2・第 4金曜日 13:00～15:30 

 場 所：成田市役所 2階 201会議室 

 言 語：英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語 

 費 用：無料 

 問合せ：市民協働課 ℡：20-1507 

  

 

市内で生活する外国人を対象に、市では相談窓口を開

設しています。皆さんの近くに、言葉や生活のことなど身近な

問題で困っている人がいたら、是非教えてあげてください。行

政に関する相談なども行っています。対応できる外国語は、

英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語の 4 か国語です。 

 

国際交流カレンダー(1 月) 

 9日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17:00～)* 

14日(日) サンブルーノ市中学生訪問団第1回事前研修会 

   (市役所/10:00～) 

23日(火) 広報部会・最終校正(市役所/17:00～)* 

28日(日) スペイン語サロン(もりんぴあこうづ/14:00～) 

＊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 

  明けましておめでとうございます。 

今年は平成 30年、来年の5月 1日からは新しい年号とな

ります。昭和もまた遠くなっていく感がいたします。待望の東

京オリンピック、パラリンピックまで 1000日を切りました。外国

人の来日客も年々増えて、地方都市に行っても多くの外国

人客を目にするようになりました。海外に行くと日本の良いと

ころ、良くないところがわかるといいますが、外国人から見た日

本はどうでしょうか。我々が普段気づかない日本を見つけてく

れます。国際交流の機会が益々増えてきます。  (Dai) 

 

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 
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