
サンフランシスコ空港でのお出迎え 

スタンフォード大学にて 

 

 

 

 

 

 

 

サンブルーノ市 中学生友好訪問団に参加して 
                        訪問団団長 三橋道男 

3月23日より29日まで、サンブルーノ市中学生友好訪問団として参加して参りましたのでその内容を報告させてい

ただきます。 

 今回の参加者は中学生 10 名（男子 6 名、女子 4

名）、随行者は私のほか市職員 1 名、西中学校教諭１

名の総勢 13名です。 

到着した 23日の現地時間 10時にはホームステイ先の

中学生、サンブルーノ市職員、パークサイド中学校職員の

方々の出迎えを受けた後、初日は我々全員でサンフランシ

スコ市内観光に向かいました。 

市内を一望できる展望台、ツイン・ピークスに始まり、ゴールデン・ゲート・ブリッジ、フィッシャーマンズ・ワーフ、「坂と海」の

街を象徴するロンバード・ストリート、サンフランシスコ市庁舎を経てホテルに。「アメリカはこ

うなんだ」ということを肌で感じた一日でした。 

翌朝は専用バスにてサンブルーノ市に移動、ホストファミリーとの自己紹介の後、生徒

たちはそれぞれのホームステイ先に、我々3 名は市職員の方々の案内で、スタンフォード

大学やシリコンバレーの見学に行きました。コンピューター歴史博物館ではボランティアガイ

ドの山崎さんからアップル、フェイスブックの成り立ちの説明を受け、その詳しさに感銘したと

共に日本人が活躍していることを誇らしくも感じました。  

4 日目は生徒たちとリコ・E・メディナ市長への表敬訪問後、市庁舎・図書館・消防

署・警察署を見学、5日目は朝からパークサイド中学校で一日を過ごしました。 

 

ホームステイ先における生徒たちは聞くところによると、サッカーで遊んだり、ボーリングに行ったり、海に行ってびしょ濡れ

になったりと、随分と活動したようです。私たちもモス・ビーチ、フォート・ポイント国立史跡など、通常の旅行では行くことの

ないところまで案内してもらい、夕食では市長、議員、市の職員、教育委員、学校関係者などと情報交換もでき、貴

重な経験をさせていただきました。最終日、お別れの日です。涙を見せる子もおり、それぞれ充実した時間を過ごしてく

れたことと感じました。成田には 29 日午後 3 時過ぎに全員元気で

到着。正直ほっとしました。 

訪問に際しましては、事前研修を行ってくれた成田市国際交流

協会・サンブルーノ委員会の皆様、現地では素敵なおもてなしをして

くれたホストファミリー、サンブルーノ市職員や学校職員の皆様、また、

これらを全て調整してくださった成田市文化国際課の担当職員に感

謝を申し上げ、報告といたします。      

 

 成田市国際交流協会 

参加した生徒たち 



 

 

 

 

  

 New Zealand  Foxton 
 

 ニュージーランド・フォクストンは、人口約4,500人、面積約13.5平方キロメートルで、ニュージーランド北島マナワツ・ワンガヌイ州ホ

ロフェヌア地区に位置し、首都ウェリントンから北に約 1時間の場所にあります。フォクストンは、海に面した平坦な土地が広がる、古く

から牧畜業が盛んな地域で、現在は、カーペット製造や観光業も盛んです。成田市とフォクストンは、旧下総町が 2006年 3月 27

日、成田市に編入合併したのと同時に、成田市の姉妹都市となりました。下総町との交流では、平成 4年から毎年小中学生訪問

団を派遣、フォクストンからの小中学生訪問団を 2～3 年に 1回受入れをしていました。平成 7年 1月 31日に姉妹都市の締結を

しています。 

 成田市との合併後は、「NARITA 少年の翼」（主催：（一社）成田青年会議所）が

青少年交流を引き継ぎ、毎年夏に小中学生約 30名を団員とした訪問団を派遣し、ホーム

ステイ交流をおこなっています。 

 

 平成 30年度は、フォクストンの訪問団が来成する予定です。そこで、フォクストンについてよ

り深く知るべく、昨年度小中学生訪問団の随行員としてフォクストンを訪れた鎌形清人さんに、

フォクストンについてインタビューしてみました！ 

 

 

 

Q 滞在してみたフォクストンの印象は？ 

A 自然が多く、とてもきれいなところでした。季節は日本と逆の冬のようでしたが、それほど寒くは感じませんでした。 

 

Q ホームステイはいかがでしたか？ 

A ホストファミリーはとても優しく、おだやかな方々で、落ち着いて過ごすことができました。家に暖炉があり、薪割りを手伝ったのが 

  良い想い出です。 

 

Q 一番おいしかった食べ物は？ 

A 牛や羊などの肉料理がおいしかったです！ 

 

Q 困ったことはありましたか？ 

A 日本語が全く通じないので、その点でもう少し勉強しておけばよかったなとの後悔はありました。また、お風呂がなく、シャワーしか 

  ないので、そこは少し不便に感じました。 

 

Q お土産は何か持っていきましたか？ 

A 張子細工の人形を渡しました。ホストファミリーの奥様がかわいいと喜んでいらっしゃいました。 

 

Q 印象的な体験は？ 

 A 滞在期間中に行っていいただいたマオリ式の歓迎式が印象的でした。お互い鼻と

鼻を2回くっつけるという不思議な挨拶を体験しました。また、動植物園を見学し

た際に、大きなウナギをみたことが印象に残っていて、成田市民として親近感を感

じました（笑） 

 

Q 最後にニューズレターを見ている方々に一言お願いします！ 

A 私は、今回のフォクストン滞在で貴重な経験をし、人生における視野が広がり 

  ました。人生は一度なので、ぜひ積極的に外の世界へ踏み出してみてください！ 

 

  鎌形清人さん、快く取材に応じていただきありがとうございました！ ホストファミリーと。一番左が鎌形さん 

 



   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４回 咸陽市の歴史② 

始皇帝の死 咸陽燃え,秦帝国滅亡す 
 

 絶大な権力を行使して中国に君臨した始皇帝の死。 

それは、全土統一の偉業を成した 11 年後の紀元前 210 年 7 月のことでした。5 度目の巡幸に出た始皇帝は、

江蘇省から山東省に進んだところで病にかかり、沙
さ

丘
きゅう

（河北省邢台
けいたい

市）で波乱の生涯を閉じたのです。 

 この独裁者の死は歴史を大きく動かしました。 

趙
ちょう

高
こう

の陰謀で 2世皇帝胡
こ

亥
がい

立つ 

始皇帝に同行した側近に趙
ちょう

高
こう

という宦官
かんがん

がいました。 

 死期を悟った始皇帝は、太子の扶蘇
ふ そ

を後継者に指名した遺

書を作成したのですが、趙高はこれを握りつぶし、同じく側

近の丞 相
じょうしょう

（総理大臣格の）李斯
り し

を引き込んで、巧妙にその

野望を達成します。 

 趙高は始皇帝の遺書を改ざんして扶蘇に詔書を送りまし

た。扶蘇はこの時、将軍の蒙恬
もうてん

とともに北方の守備に当たっ

ていましたが、詔書によって、皇帝を非難した罪で自決を命

じられ、扶蘇の監督役であった蒙恬もその責任を問われ、自

殺に追いやられました。 

 こうして趙高は、末子の胡
こ

亥
がい

を皇帝に擁立して傀儡
かいらい

政権を

実現させましたが、圧政を続けたためにやがて各地で反乱が

勃発しました。その始まりが「陳
ちん

渉
しょう

・呉
ご

広
こう

の乱」です。 

 

項羽と劉邦の楚漢戦争 
 しかし、この乱は秦の章

しょう

邯
かん

によって鎮圧されますが、楚

の項
こう

梁
りょう

（途中で戦死）に率いられた項羽と劉邦の軍が咸陽

に攻め入りました。先に入ったのは劉邦でしたが、劉邦は軍

事力に優る項羽に政権の座を譲ります。これが有名な「鴻門
こうもん

の会」です（前 206 年 11 月）。 

 さて、専横を続ける趙高は、李斯を処刑し、二世皇帝胡亥を

自殺させ、扶蘇の子の子
し

嬰
えい

を秦王に立てますが、彼の悪業を察

知した子嬰によって暗殺されてしまいました。 

 鴻門の会の 1 か月後。 

 項羽の大軍は咸陽城内に突入し、投降した子嬰と皇族を処刑

し、宮殿内にある財宝や珍奇な宝物を全て持ち出し、民家や商

家に押し入っては略奪を続け、咸陽宮と阿房宮に火を放ちまし 

                       た。秦の滅亡とともに咸陽は炎上し灰塵
かいじん

に帰したのでした。 

 このあと歴史の舞台は、項羽と劉邦がドラマチックな激闘を展開する楚漢戦争の幕が開き、勝利した劉邦が長

安（咸陽に隣接した現在の西安）に都を築きます。 （次回は 8 月号で。「前漢と唐代の咸陽」編です） 

 

 

 

 

 

 

 

      咸陽宮殿イメージ 

 秦時代の咸陽は、現在の市街地より渭水に沿

って東約 13 キロの地点にあった。対岸は現在

の西安市になるが、始皇帝の陵墓と兵馬俑坑が

あるのも地理的に理解できる。 

 また、遺跡の発掘によって東西 6 キロ、南北

4 キロの城郭都市であったことが分かり、宮殿

跡には咸陽宮遺址博物館が建つ。 

  紀元前 206 年 12 月。咸陽を陥れた項羽の軍

は宮殿に火をかけ、その火は咸陽の町を 3 か月

にもわたって燃やし続けたと伝わる。人々は復

興を諦め、現在の地に移動したというから災禍

の甚大さが分かる。 

項羽 劉邦 
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平成３０年度 総会・講演会のお知らせ 

 

 平成 30 年度成田市国際交流協会総会・講演会を下記の通り開

催します。総会では、29 年度事業報告・決算、30 年度事業計画

(案)・予算(案)などについて審議されます。 

 また、総会終了後には、モンゴル出身のアルタンフヤグ・バヤルジャル

ガルさんによる講演会「モンゴルの伝統的な楽器 馬頭琴」を実施しま

す。皆さんのご参加をお待ちしております。  

※講演会は、会員に限らずどなたでも参加できます(入場無料)。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

  

世 界 の 料 理 を 楽 し む 会 

～ベ

ネズエラ編～ 
 

 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 

 今回の「世界の料理を楽しむ会」では、ベネズエラ出身のラウル・マ

ルケスさんを講師にお招きして、伝統的なベネズエラ料理を作ります。

南米のベネズエラは、多民族国家で、食も多彩。この機会に、ベネズ

エラの食・文化について学びましょう。皆さんのご参加をお待ちしており

ます。 

   

          

 
成田ヒスパニックサークルよりお知らせ 

 

うなりくんピニャータを作ろう！ 

  ピニャータとは、メキシコや中南米の国々の子どもの祭り(誕生日な

ど)に使われる、中にお菓子やおもちゃの入ったくす玉です。メキシコ出

身のシルビア先生に教わりながら、うなりくんの形をしたくす玉を一緒に

作ってみませんか？ 皆さんのご参加をお待ちしております♪ 

  

 日 時：5月 27日(日) 10:00～  

場 所：中央公民館 

 問合せ・申込先：silinoue@hotmail.com 

        ℡ 090-9100-1320 

国際交流カレンダー(5月) 

 8日(火)  広報部会・編集会議(市役所/17:00～)* 

19日(土)  総  会（中央公民館 講堂/13:00～) 

      講演会（中央公民館 講堂/14:30～)* 

22日(火)  広報部会・最終校正(市役所/17:00～)* 

26日(土)  世界の料理を楽しむ会 ベネズエラ編 

           (中央公民館/10:00～) 

＊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 

 はじめまして。４月の異動により国際交流係の担当

となりました高仲と申します。 

 生まれも育ちもずっと成田市民です。国際交流事業

についてはまったくの初心者です。少しずつ仕事と協会

員の方々を覚えていき、ご協力をいただきながら、一緒

に事業を進めていきたいと思っています。 

 これから、どうぞよろしくお願いいたします。 (高仲） 

 

会員の方で総会に参加できない場合は、同封した委任状に必要事項を記入し、5 月 14 日(月)までに協会事務局
に提出してください（郵送・FAXも可）。 

 日  時：5月 26日(土) 10:00～  

 場  所：中央公民館 調理室 

 定  員：25名(先着申込順)     

 参加費：会員/500円 一般/700円 

 申込先：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 

 日  時：５月 19日(土)  

 会  場：中央公民館 講堂 

     総  会：13:00～ 

     講演会：14:30～  

 問合せ：協会事務局 ℡23-3231  

 

 

 

  

うなりくんピニャータを作ろう！ 

異動のお知らせ  成田市の人事異動で、文化国際課・国際交流係に新しく高仲さん・関口さんが着任されました。 

Tel:0476-23-3231／Fax:0476-22
mailto:nifs@ngy.3web.ne.jp

