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 成田市国際交流協会の友人の皆様に 
年末のご挨拶を申し上げ、新年のご多幸を 
お祈りいたします。        
    デンマーク ネストベズ市 マリアサンタナ 

サンブルーノ市 

2018 謹賀新年 
こんにちは。井邑市長の金生基です。来年

もたくさんのご声援をお願いし、新しい年、み
なさまの希望がかない、健康と幸運に満ちた
一年となることを祈念いたします。 

                井邑市長金生基 

 



 
 
 
 
 
 
最初に受け入れを打診された時、私にとって韓国は全くの未知の国でした。 

韓国語も全く話せないので、英語圏の子を受け入れるより難しいイメージがあ
り、正直断ろうかと思いました。しかし、高１の娘は大の K-POP 好き。「是非
受け入れたい」という娘の熱意に負け、OK のお返事をしました。 
 我が家に来た子たちは 2 人の女の子です。礼儀正しく、素朴で、韓国で勉強
して来たという日本語を、つたないながらも一生懸命に話します。 

「井邑はお米が有名です。お土産にお米のお菓子を持って来ました。」 
と、たくさんの煎餅をくれました。嬉しいことに、彼女たちは、味噌汁も、目
玉焼きも、うどんも、私が作るものを何でも喜んで食べてくれました。日本の
キムチも美味しい、美味しいと。そういうわけで、おもてなしの苦労もさほど
なく、家族と全く同じものを出しました。 

連れて行ったのはイオンモール成田です。娘が案内したゲームセンターのプリクラに
いたく感動したようでした。韓国のものは日本の機械ほど“盛れない”そうで、パッチリ
二重まぶたやツヤツヤ髪の毛、美肌、に変身して撮れることに大騒ぎ！途中で他家の女
の子 2 人も合流し、7、８回撮影していました。日本の女の子とまるで同じノリで面白
かったです。最終日３日目には、別れが悲しくなりみんなでハグしては涙がポロリ。短
くてもお互い分かりあおうと話したり、一緒にご飯を食べたりすると、こんなに気持ち
が通じ合うのですね。 
娘は、今でも女の子 4 人と、よくメールして話しています。いつか韓国でアイドル

のライブを観に行く約束もしています（チケットを取ってくれるそうです）。楽しくて
ワクワクした３日間でした。思い切って受け入れて本当によかったです。    

 伊藤圭子（ホストファミリー） 
 
 
 昨年 12 月 15 日～17 日に韓国・井邑市からの中学生を１人我が家に受け入れました。一昨年に続き、
ホストファミリーとなるのは 2 回目でした。一昨年はとても楽しかったので、今回も楽しみにして
いました。 
 初日、市役所での対面式では、どんな子か、またこの先の 3 日間を思いドキドキしましたが、対
面した際に、そのドキドキは楽しみへと変わりました。2 日目は、他の受け入れ家族と合流し、9 名
の団体行動となりました。午前中は房総のむらに行き、お点前体験と甲冑や打掛試着をしました。
お点前体験は慣れない姿勢とお作法で緊張したのか最初は静かにしていましたが、自分が点てたお
茶を飲んだら美味しかったのか笑顔がこぼれるようになりました。また甲冑や打掛試着はとても喜
んでもらえ、チャンバラごっこなどしていました。 
 その後イオンモール成田に行き、お昼にラーメンを食べ、2 組に別れて買い物をしました。夕方に
はボウリングをし、みんなで盛り上がった後、回転寿司に行きました。韓国でもお寿司を食べてい
るようで手慣れた手付きで食べていました。食べ物といえば、たこ焼き、お好み焼きなどいろいろ
な日本の定番の食べ物もよく知っていました。 
 最初は少し距離がありましたが、井邑市の中学生はどの子も明るく親しみやすい子でしたので、
短い間でしたが、肩を組み合ったり、笑顔で話したり、笑ったり、とても親しくなれました。日本
の一般家庭のことを伝えるだけでなく、私たち受け入れ家族も韓国の食文化、学校生活、芸能人の
こと、たくさん教わりました。有意義な時間を過ごす機会を頂き、本当にありがとうございました。
とても充実した楽しい一時でした。              長谷川涼子 (ホストファミリー)  
 
 
 

 昨年 12 月 15 日から 17 日まで、友好都市井邑市より友好訪問団(引率 4 名、中学生 12 名)が成田市を訪問

しました。生徒たちは、協力家庭でホームスティをし、日本の家庭生活や文化を体験しました。その際の感

想をホストファミリーの方々に寄せていただきました。 



 

No.128 2018 年は咸陽市と友好都市締結 30 周年です 

中国 咸陽市を知る 

            山崎 健（協会会員・成田日中友好協会事務局長） 

第３回 咸陽市の歴史①  

始皇帝が天下統一 秦の都から中国の都へ 
 

 咸陽と言えば「始皇帝の都」です。それは紀元前 221 年のことでした。 

中国は約 550 年続いた春秋戦国時代の後半。当時、秦、韓、魏、趙、燕、斉、楚の『戦国七雄
しちゆう

』と呼ばれる

強国が覇権を競っていましたが、次第に秦国が強勢となり、王位についた政
せい

は次々に他の六国を滅ぼして天下を

統一します。そして王の呼称を皇帝に変更し、自ら最初の皇帝、つまり始皇帝と称しました。秦の都であった咸

陽は一躍中国の都になったのです。 

 しかし、咸陽の名こそ登場しませんが、ここから時代がさかのぼること約

870 年以上も前の西周の時代。紀元前 1050 年に殷を倒した周が王朝を開いた

のが鎬
こう

京
けい

でした。この鎬京は渭
い

水
すい

の対岸で、現在の西安市になりますが、歴史

を尊ぶ中国では、咸陽の人たちがここも咸陽に含めて「西周の都でもありまし

た」と自慢げに話すのも 頷
うなづ

けます。 

 さて、その周王朝は幽
ゆう

王の時代に反乱があって都を洛陽に遷
うつ

します（紀元前

770 年）。これが周の東遷
とうせん

で、これから中国は春秋・戦国時代へと移り、周王

朝の力は衰退し、各地に封建された諸侯の国が実力ＮＯ１を目指して覇権を争

うようになりました。現在の甘
かん

粛
しゅく

省に起こった秦も、徐々に勢力を広げて諸侯

に認められ、勢いを加速させて強国への道を歩んでいきました。 

そして、紀元前 350 年に咸陽の名が歴史上に初めて登場します。秦が咸陽に

都を定めたのです。当時の君主は孝
こう

公
こう

。富国強兵を目指した孝公は商 鞅
しょうおう

を用い     始皇帝      

て大改革を行い、秦国発展の基礎を作りました。これが歴史上名高い「商鞅の改革」で、政治、軍事、社会生活

に至るまで諸制度が見直され、都を雍
よう

（陝西省宝鶏市）から咸陽に遷したのもその一環でした。 

商鞅の徹底した法治主義によって、秦は国内の生産力を飛躍的に高め、軍事力を大

幅に増強して中 原
ちゅうげん

に勢力を広げ、やがて他の六国を圧倒していきます。そして始皇帝

の全国制覇へと結びつくのです。 

 

            始皇帝政治の功罪 

始皇帝の権力は絶大で、独裁政治によって数々の歴史的偉業を遺
のこ

しますが、過激で

あったが故にその功罪はあい半ばすると言われます。行なった事績には、全国を 36

の郡県に分けた統治制度の施行、度量衡や貨幣・文字の統一、万里の長城の建設と補             

完、咸陽に通じる幹線道路網の整備、武器の没収などがありますが、他方、人民を苦 

          しめたものに、大規模な土木工事と思想弾圧がありました。 

土木工事では万里の長城、自らの陵墓、新宮殿（阿房宮）の建設だけでも 100 万を超す人々に強制労働をさ

せ、思想弾圧では焚書
ふんしょ

坑儒
こうじゅ

といわれる恐怖政治が行なわれました。始皇帝は韓
かん

非子
ぴ し

の法
ほう

家
か

思想を信奉し、自分の

思想に反する書物を集めて焼却した上、460 人もの儒学者など他派の学者を生き埋めにしたと言われます。 

そして紀元前 210 年。始皇帝は 49 歳で死去！世はまた激動の時代を迎えます。（続きは 5 月号で） 

商鞅 
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国際交流カレンダー(2 月) 
 6 日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17:00～) 
10 日(土) ニューイヤーパーティ(中央公民館/13:00～)＊ 
17 日(土) 英会話サロン(メルキュールホテル/14:00～) 
18 日(日) サンブルーノ中学生訪問団第2 回事前研修会 
  (市役所/10:00～) 
20 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 
 あけましておめでとうございます。お正月は遠出せず、
３日間近くの温泉に行きゆったりした時間を過ごしまし
た。テレビではどのチャンネルも大相撲の話題を放映し
ており面白くない内容でした。同じ蒙古斑をもった民族
同士、祖先は同じでしょう。仲良くしたいものです。 
                           (中野)                
 

アメリカの非営利活動団体「ヤングアメリカンズ」が今年も成田にやってきます。成田市近隣エリアの子どもたちを対象とした音
楽と歌のワークショップによる表現芸術教育の様子を、ぜひ間近でご覧になってみてはいかがですか？練習の見学は無料です
ので、お気軽にお越しください。 
 
日 程： 3 月 2 日(金) 17:00-20:00(見学可能) 
 3 月 3 日(土) 10:00-18:30(見学可能) 
      3 月 4 日(日) 10:00-12:00(見学可能) 
ショー： 3 月 4 日(日) 16:30-18:30 
    (16:00 開場）※有料 

場 所：成田国際文化会館 大ホール 
問合せ：ヤングアメリカンズ事務局  
       WEB サイト http://jibunmirai.com/ya/ 
       メール ya@jibunmirai.com 
 

 新年初の「英会話サロン」を開催致します。講師の方々との英語での温かい交流で、寒さを吹き飛ばしましょう！ 
皆さまのご参加、お待ちしております。 

日 時：2 月 17 日(土) 14:00～     会  費：500 円  
会 場：メルキュールホテル halftime     講  師：Zig Noda さん他 2 名 
定 員：15 名       申込み：協会事務局 ℡23-3231 

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 

2月10日、協会主催の新イベント、
ニューイヤーパーティが開催されます。
詳細は、別添チラシをご覧ください。 

派遣期間：2018 年 8 月 16 日(木)～21 日(火) 
派 遣 先：ニュージーランド・フォクストン 
募集人数：男女各 4 人 
応募資格：市内在住・在勤で、全ての研修に参加できる 
        18～25 歳の健康な方 

参 加 費：150,000 円 
応募締切：2 月 9 日(金) (必着) 
応募方法：写真を貼った履歴書を郵送で成田青年会議所 

事務局(〒286－0046 飯仲 45 成田市総合 
流通センター棟 2 階 204 号) 

問 合 せ：同事務局 ℡0476-23-1900(月、金 10 時 
～15 時) 
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