
 

 

 

 

 6 月 5 日、国際医療福祉大学成田キャンパスの依頼で、当協会品田 等理事長と増田 賢淑理事が、「郷土論」授

業の一環として「国際都市成田へようこそ！」というタイトルの講義を行いました。 

全８回からなるこの授業は、当大学の学生たちが、千葉県及び成田市周辺の文化背景・歴史背景にスポットを当て、

これから学び、生活をしていく地域への理解を深めていくことを主題としています。その第１回目のゲスト講師として品田理

事長が招かれ、最初に当協会の活動内容が簡潔にまとまったビデオを学生たちに観てもらった後、成田市の７つの友好都

市、当協会設立の歴史、特徴、課題、これからの展望、在住外国人との交流などについて講義をしました。 

また、増田理事にも、当協会で活動するようになったきっかけ、経歴、エピソードなどについて話をしていただきました。出席

した 34人の学生たちは、熱心にノートをとりながら、講義に耳を傾けていました。 

今回は講義の途中に、「自分の考える国際交流」について自由な意見を用紙に記入してもらい、若い世代に国際交

流について考え、自らの意見を表現してもらう時間を設けました。「文化や習慣、価値観が違う中、互いにそれを尊重し理

解していくことが大事である」、「現代の様々な社会問題の改善に向けて、国境を越えての協力が必要となる」、「インター

ネット上だけではなく、実際そこに暮らす人たちと直接話すことで新たな発見が得られる」など、様々な意見がありました。 

  

 

 

品田理事長・増田理事、 

国際医療福祉大学で講義 

国際医療福祉大学とは 

栃木県大田原市をはじめ現在国内 7 か所にキャンパスを持って

います。成田市の「医科系大学及び成田国際空港を核とした医

療産業集積構想」にもとづき、2016年に公津の杜に成田キャンパ

スが開校しました。 

成田には医学部・看護学部・保健医療学部があり、特に医学

部では 20 人の留学生を受け入れ、国際色豊かな学修を行ってい

ます。 

2020 年には、国際都市成田に対応した附属病院も開設する
予定です。 

講義する増田理事 

 成田市国際交流協会 



 6 月 10 日、 メルキュールホテル成田(7 月よりホテルウェルコ成田に名称変更)half time にて、今年度初の
英会話サロンが開催されました。講師には、米国出身 Simone Stennis さん、Rick Gundlack さん、カナダ出
身の Danier Fortier さんをお迎えしました。雨にもかかわらず、14 名の参加があり、日曜の午後のひと時を、英
会話で楽しみました。以下に参加者の皆さまの声を一部ご紹介します。 

 
・毎回英会話サロンをとても楽しみにしています。今後ともよろしくお願いいたします。 
・講師の方々の出身国(余りおなじみでない国)の文化や歴史を聞いてみたい。 
・あっという間で楽しかった。テーマを決めた話し合いも良いのでは。 
・3 人全ての先生と話がしたい。 
・ゆっくりと話せてとても良かった。 
・全員で話せるようなテーマを先生から振っていただけると話しやすいのでは。 
 

その他いただいたご意見は、できるだけこれからの英会話サロンに反映させて 
いきたいと思います。 
 次回のサロンは、7 月下旬の予定です。皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

 
 

 ５月 26 日、新緑につつまれた中央公民館で、「世界の料理を楽しむ会 アメリカ編」が行われました。 
 今回の講師は、在日歴 10 年以上になる米国オレゴン州出身のコリン・ヤマモトさんです。参加者は、高
校生も含め男女合わせて 23 名で、５組に分かれて明るい雰囲気の中、調理が始まりました。 
 メニューは 3 種類で、ミートローフバーガー、ヘルザーイエローマスタードポテトサラダ、コリンのデカダントなブ
ラウニー(チョコレートたっぷりの焼き菓子)です。 
 調理説明の中で、コリンさんの出身地オレゴン州のユーモアたっぷりな紹介もあり、料理が一層楽しく、美
味しくなりました。それぞれの調理ポイントは次の通りです。 
 ミートローフは、具材をしっかり混ぜ合わせ、形を整えてフライパンで焼き上げます。 
 ポテトサラダは、ジャガイモを皮付きのまま固めにゆでて少し冷まし、他の具材とよく混ぜ、冷蔵庫で冷や
します。 
 ブラウニーは、適度な「とろみ」をつけ、型に入れてオーブンで焼き上げ、冷ましてからナイフでカットします。 
 調理後は、各テーブルで盛り付けた料理をいただき、残った料理は各自へのお土産となりました。食事の
後は、コリンさんを囲み、集合写真に笑顔で収まりました。コリンさん、スタッフの皆さん、参加者の方々、会
を盛り上げて下さり、ありがとうございました。 

池田雪博(広報部会員) 



 
 

Can you give us a brief self-introduction? 
My name is Sean Hachiya. I`m from Hawaii, a part of the United States. 

It`s considered to be the 50th state of America. There are 8 main islands in 
the Hawaiian Islands. I`m from the biggest island called the Big Island or 
Hawaii Island as most native people like to call it. Hawaii is one of the most 
popular tourist destinations in the world. Many people say it`s paradise. 
It`s the perfect place to enjoy your day at the beach, whether it`s 
swimming in the sea or relaxing and enjoying the sunshine. Hawaii has more 
to offer than just nice beaches though. You can always admire the beautiful 
scenery from the nice view on Mauna Kea (one of the highest mountains in 
the world) to massive and spectacular volcanoes.  
 In fact, Kilauea Volcano has been erupting for over 30 years. To everyone’s surprise, it isn`t as 
dangerous or harmful to majority of the residents in Hawaii. The Hawaiian Islands are made up of 
volcanoes. It`s like living on a volcano.  

One of the best things about Hawaii is that we are very multicultural. Majority of the residents in 
Hawaii are mixed with one or more different ethnic backgrounds. We have a lot of different cultures 
and everyone respects one another. For example, we have some traditional Japanese food and we 
celebrate a few traditional Japanese festivals. We share some customs with Japanese, like taking off 
our shoes before going into a house. Many years ago, when Japanese people immigrated to Hawaii, they 
brought their culture with them.  
What brought you to Japan originally? 

I came to Japan in 2013. I`ve visited Japan more than a few times, so I was already quite familiar 
with the culture and manners here. Since my mother is Japanese, I wanted to experience the lifestyle in 
Japan. One thing I realized while living here in Japan is that the service is excellent. From entering 
stores to eating at restaurants, the customer service is top notch. It blew me by surprise that we don`t 
have to leave any tips when we dine out at restaurants. In America it`s something that is always 
required. You must leave a tip or they will chase after you!  

Aside from the great food and service, what really brought me to Japan? A lot of people come here 
for the large moving temples and lavish designs. I must say, Japanese animation is also a big popularity 
amongst foreigners. How about me? Cars! Yes, basically cars. As an enthusiast, I`ve always been 
interested in cars as a young child. In Hawaii, my friends and I would always work on cars together. It`s 
one of my biggest hobbies! I`ve had a few project car builds while I was in Hawaii. We would work on 
each other’s cars over the weekend.  

In Hawaii, it`s possible to get your driver’s license at the age of 15. It`s very young, right? In Japan, 
the car culture is actually very vast with a variety of cars to choose from. I think for most foreigners 
who like cars, Japan is a kind of Disneyland for them. Japan’s large car market offers, customers a 
number of vehicles and options. I also love going to the circuit or race track to watch live racing. 
How do you like living in Japan? 

When I first came to Japan, I didn`t understand many of the rules or formalities. I`ll admit, I did 
feel confused and lost at times. Now that I`ve been here for more than 5 years, I`ve become 
accustomed to the life here. Everything is much more convenient for me now. I really enjoy living here. 
I`ve met a lot of good people and made many friends, both foreign and Japanese. Being able to 
experience so many great opportunities and having the privilege to witness many events in Japan makes 
me feel glad I came here. I`m very thankful and grateful to be able to experience all of this. Of course, 
I do miss the laid-back lifestyle of Hawaii though!  

 今回の「私の国際交流」は、成田市主任 ALT である米国・ハワイ出身のショー
ン・ハチヤさんにインタビュー形式でご寄稿いただきました。今月号と 10 月号、２回
に分けて掲載いたします。 
 

 

No.133

Life in Japan ― Part 1 
 

To be continued… 

※本文の日本語訳は、ＨＰに掲載します 



-  

 7：50 市役所出発 
10：00 鉄道博物館 
14：00 盆栽美術館 

盆栽村 
17：30 市役所到着 

今夏も、7 月２日(月)から９日(月)まで、姉妹都市・米国サンブルーノ市から友好訪問団中学生10 名、随行員３
名が成田を訪れます。滞在期間中、訪問団一行は表敬訪問、市内視察、ホームステイなどを行う予定です。訪問時の
様子は次号でお知らせいたします。 

右記のとおり、成田市ホームビジット協会による、サン
ブルーノ市中学生訪問団随行員3名の方々のための歓
迎夕食会を開催します。訪問団が成田で過ごす最後
の夜に夕食をご一緒しませんか？ 

日 時：7 月 8 日(日) 18：00～20:00 
会 場：八福（スカイタウン成田２F） 
対 象：会員限定・10 名 
会 費：3,000 円 
申込先：090-3061-0165（ホームビジット協会 今来） 

 今年も広報部会主催研修ツアーを下記の行程で実施します。今年は最近外国人にも人気のある、さいたま市の
鉄道博物館と盆栽美術館・盆栽村です。皆さんのご参加を心よりお待ちしております。(※日程は現在での予定で
す。) 

国際交流カレンダー(7 月) 
 2日(月)～9日(月) サンブルーノ市中学生訪問団受入 
10日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17：00～)＊ 
24日(火) 広報部会・最終校正(市役所/17：00～)＊ 
28日(土) 英会話サロン(ぱん茶屋/13：30～) 
＊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 
 散歩で時折通る運動公園は、走っている人、跳躍し
ている人、ボールを蹴っている人、スポーツを楽しんでいる
人々で活気がある。2020 年夏の東京オリンピック出場
を目指し、トレーニング中の人もおられるかもしれない。
開催期間中は、様々な国や地域の人々に接する機会
も多くなることでしょう。             （長井） 
 

日  時：8 月 28 日（火） 
参加費：2,500 円程度 
   （会員限定・バス代・入館料・昼食代込） 
定  員：25 名 
申込先：協会事務局 ℡ 23-3231  
締  切：7 月 31 日（火） 

 今月も英会話サロンを開催します。講師にはアメリカ出身の Corrine Yamamoto さん他２名をお招きします。 
今回は会話のテーマを設定しました。「オリンピック・パラリンピック」について話してみましょう！ 

日 時：７月 28 日(土) 13:30～    会  場：ぱん茶屋 
定  員：15 名(会員限定・先着申込順)    会  費：500 円 
講  師：Corrine Yamamoto さん他２名  申込み：協会事務局 ℡ 23-3231 

 

姉妹都市・米国サンブルーノ市から中学生友好訪問団が訪れます！ 

成田市ホームビジット協会からのお知らせ 

英会話サロン 参加者募集 

広報部会研修ツアー参加者募集！ 

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) 
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