
 

8 月 16 日 (木) 出発式後 18：30 空港出発  （機内泊） 

   17 日 (金） 午前オークランドﾞ着→フォクストン着 

   18 日 (土) 終日ホストファミリーと行動 

   19 日 (日） 終日ホストファミリーと行動 

   20 日 (月) マナワツカレッジ学校見学 

   21 日 (火） オークランド空港出発→夕方成田到着 

協会要綱の一部が改正されました!! 
助成金の金額、助成回数などが変更 

7 月 26 日に開催された第２回成田市国際交流協会理事会において、国際交流助成及び友好都市交流助成要綱
改正案が承認されました。両助成制度は、市民参加による国際交流の推進と国際交流団体を育成するため、また、海外
交流を通じ国際交流の推進と醸成をはかるために、市内の諸団体が主催する交流事業に対し予算の範囲内において助成
金を交付する制度です。 

改正は、当該助成金を市内団体などに、より幅広く有効に利用していただきたいという意向の下に行われ、8 月 1 日より
施行されました。改正概要は以下の通りです。 
【改正概要】         
○国際交流助成要綱 
  助成回数 5 回の制限を撤廃・限度額を 5 万円から 3 万円へ 
○友好都市交流助成要綱の改正      
  利用回数５回の制限を撤廃・１人あたり限度額 2 万円を１万円へ・団体の限度額 30 万円を 20 万円へ 
  ※詳細については、協会事務局にお問い合わせください。 

 

クライストチャーチ 

オークランド 

ニュージーランド・フォクストンへ派遣 

(一社)成田青年会議所主催の「2018 NARITA 少年の翼」(団長・小椋一依)の
出発式が、成田空港第１ターミナル南ウイングにて行われ、団員 31 名、チームリーダー
8 名及び随行員がニュージーランドのフォクストンに向けて旅立ちました。団員は約１週
間現地家庭にホームステイしながら交流活動を行います。 
 青少年の健全育成を目的とした「NARITA 少年の翼」。今年はフォクストン側からも
友好訪問団を９月にお迎えします。フォクストンとの交流が更に深まり、成田市との友好
の絆はより強いものとなるでしょう。この交流事業を通して、成田市の将来を担う青少年
の活躍が期待されます。これにあたり、通訳ボランティアも募集致します。詳細に関して
は、最終ページをご覧ください。 

 成田市国際交流協会 



y first trip to Japan was one of my favorite trips I’ve 

ever taken. I got the chance to meet many new 

people, and enjoyed being with them wholeheartedly. 

I got to immerse myself in the culture I find most intriguing. 

The whole trip I was comparing what I see to what I’ve seen 

myself. I also found that it brought me closer to the people I 

went with, and that made me love this trip more. Knowing 

that the delegates in Japan now know who I am, and I know 

who they are, and being friends makes me feel great. Just the fact that I made a friend in a 

different country is astonishing to me. 

I enjoyed visiting temples the most for their architectural beauty, and also seeing the 

streets of Japan close up rather than in a screen or through anime. I try to keep in touch with 

my delegates in Japan and America. Japan isn't exactly what you may expect but it meant so 

much to me. Seeing people cry during our goodbyes was one of the saddest moments, and 

pushed me to cry as well. I wish I could visit again in the future to see my newly made friends 

in Japan, and If could I would try to do it with the same people I went with.  

                                                            Alex Massalov 

 

ello my name is Siena Miller, I was part of the Narita 

exchange program.  The trip was amazing and just as 

well eye opening. I’m quite sure anyone would say it was 

amazing, because it really was exquisite. My host families were 

the Kajita and Okada families. They had been so kind and 

understanding. The families were just as helpful when picking 

things to eat and breaking through our language barriers. Our 

meals would always have been together.  My favorite part was 

always dinner, because our host families would treat us like we were a part of their family. We 

would laugh and frankly try to talk to one another. It was humid and quiet, nothing like San 

Francisco. I had to adjust quite a bit, but it did not seem very hard especially after I met the 

city council and the families. The trip had given me a new understanding on how their culture 

works, and just to include the many differences in both religion and people. 

There were so many new things that I was able to try. I’ve had some difficulty on picking 

my favorite part of this trip.  I think it would have to be arriving. When my little adventurous 

journey had begun. It had all started when I was embraced with a heartwarming 

welcome.  Posters were made for us, and a mob of people had come to shout our names. I 

think it was the loudest part of the trip. Ena and Reina had both come and found us (our host 

families). We were hugged, and I had given Ena a snapple (juice) because they do not have 

those in Japan. It was one of the most welcoming things I’ve ever experienced, disregarding all 

of the sleepiness I was experiencing.  Just as soon as it began it had to end. It only felt like 

hours ago that I was crying at the airport. I think the most painful part was when Yuko Okada 

(Reina’s mom) had said that we were her daughters because I was overwhelmed with emotions 

when we had to say our goodbyes. I have no idea if I will ever meet them again. I think I would 

love to go back to Japan again and I will be sure to keep in contact, so that one day we can.                                                        

 Siena Miller 

M 

H 

サンブルーノ市中学生訪問団からメッセージが届きました 
 去る 7 月 2 日から 9 日まで、姉妹都市であるサンブルーノ市の中学生訪問団が来成しました。生徒たちが帰国後、

感想文を寄せてくれましたのでその一部を掲載します。紙面の都合上掲載できなかったものは、全訳付きで協会 HPに掲

載させていただきます。是非ご一読ください。 



  

                                                      

                            文化国際課文化芸術センター 喜多圭介 

 

私がタイ王国を訪ねはじめて17年になりますが、古都アユタヤの地を初めて訪れた

のは、2002 年秋の事です。バンコクからアユタヤまでは約72㎞、東京都心から成田

までの距離とほぼ同じです。最初は、バンコクからワゴン車を使った日帰りの行程で、

アユタヤ時代の代表的な王宮跡や寺院跡などを訪れていましたが、そんなアユタヤに

深い関心を持ったのは、『アユタヤ近郊の川底から、素潜りでむかしの生活用具の残

骸やら鉄くずやらを揚げて生業として暮らしている人たちがいる』と言うフジテレビ系『世

界ゴリッパですね!!(2003年放映)や NHK「探検ロマン世界遺産(ほほ笑みの都タイ 

のスコータイとアユタヤ)」(2006 年放映)などの情報からでした。とにかく行ってみようと、単身２時間程 20 バーツ(≒60 円)

のタイ国鉄の古いディーゼルカーに乗り込み、アユタヤ駅に降り立った私は、町中で乗り合い自動車ツバル(※日本のスバルの

改良車)の運転手に、「この人たちを知らないか？」と写真のコピーを見せて歩き、やっとの思いで王宮の北側にある「クロンサ

ブォア」という小さな村にたどり着きました。最初は、村人から「イープン(日本人)が来た」と変な目で見られましたが、川揚げ品

を買うなど重ねて訪村するうちに、村の人たちと次第に打ち解けてゆきました。ある日、かのフジテレビ系で放映された「世界ゴ

リッパですね!!」の表彰状を手にした好青年が私の前に現れました。この青年は愛称を POM さんと言い、ボートの船主さんで

した。この日以降、村から少し離れたこの船主さんの自宅にホームステイさせて頂くなど、親密な交際を続けています。ＰОМさ

んによると、表彰状を受けたのは彼の父で、この「素潜り」業は、彼の３代か４代前の祖先から始まった伝統的な仕事でした。

現在の操業スタイルは、方向舵エンジン付きの小さな舟(ボート)で、アユタヤ周辺を流れるチャオプラヤー川・オールドロップリ

ー川・ノイ川などの各水系の河川を縦横無尽に動き回り、ここぞと思う地点を選んで、水中眼鏡と、船上に据えた口に銜える

酸素ボンベだけを頼りに、視界の悪い川底を１時間近く潜って、手探り・足探りで触ったモノを手当たり次第引き上げてくると

いった仕事でした。彼らには大変申し訳ない思いですが、潜れない私は、ボートの上で「次に何が揚がるのだろう？」と言ったワ

クワク感でそれを待ち、そんな日々を９年間程続けています。仕事が終わって村に帰り、潜り手が今日の成果品を見せ合い

ながらしばらく川揚げ談義に花を咲かせていると、どこからともなく現れたバイヤーとの間で、思い思いの値段で取引が行われて

いました。傍では子供たちが路地を走り回り、喧騒の中で漂ってくる美味しそうなガイヤーン(焼き鳥)の匂いと、「ごはんよ～」

と母親が子ども達を呼ぶ声。さながら日本の昭和２０年代か３０年代の日本を髣髴
ほ う ふ つ

とさせる情景ですが、この村は洪水が

起きる度に被害に合い、2011 年７月～12 月にかけての大水害では、約３か月間木造家屋の２階中央付近約４～５

ｍにまで水が達するなど、村が大混乱となった苦い経験があります。最近は各河川の護岸工事などが進んでいる様で、大規

模水害も少なくなってきているようには思えますが、アユタヤはチャオプラヤー川の各支流が集まる場所で、かつては『上流から

肥沃な土が運ばれ、その都度水田が好転し、米が多く取れたので、それを交易品として都が潤った』と言い伝えがあり、昔か

ら洪水が頻繁に発生する土地です。老人に聞くと、「地面から水が湧き出るようだ」との話もありました。そんな困難が日常的

にあっても、村の人たちはそれを自然の摂理と受け止め、「マイペンライ！(大丈夫！)」で笑顔を欠かさず生活を続けています。 

 本章の結びに、「タイ語はどうされていますか？」と言う事についてですが、知人からの個人レッスンで学び、現地ではタイ語

翻訳アプリを駆使して奮闘中です。 

 

 

川揚げの人たちと共に 

川揚げの作業用ボート 

川揚げの作業用ボート 

川揚げ村の人たちは、小さな路地で 

一日に一度は顔を見せ合います 

川揚げ村の子どもたち 

イ

タイ王国・アユタヤのクロンサブォア川揚げ村(前篇) 
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成田 国際交流 検索 

 当日の協会 PR ブース・会議準備や展示物作
成、当日の着付け等をお手伝いいただけるボランテ
ィアも同時に募集していますので、ご協力いただけ
る方は協会事務局へご連絡ください。 

(℡ 23-3231) 

３年ぶりに NZ フォクストンから総勢 30 名近くの訪問団が、右記
の日程で成田を訪れます。受入れの際に通訳をしてくださる方を募
集します。(各日若干名：除く9/29、30、10/２) 協力してくださ
る方は、下記事務局までご連絡ください。※会員限定  

締 切：9 月 14 日(金)         
問合せ：協会事務局へ ℡ 23-3231 

お手伝い募集 

通訳募集 

 

9/26(水) 17:30 成田空港着・HF 対面式 
9/27(木) 近郊視察 
9/28(金) 表敬訪問・学校視察・歓迎夕食会 
9/29(土) ホストファミリー対応(通訳不要) 
9/30(日) ホストファミリー対応(通訳不要) 
10/1(月) 近郊視察 
10/2(火) 11：10 成田空港発(通訳不要) 

成田市国際市民フェスティバル 2018 
Narita International Festival 2018 

 成田ならではの国際色豊かな食べ物や発表、体験コーナー、ゲームなど、子どもも大人も楽しめる、盛りだくさんのイベント
です。 
 成田市国際交流協会では、世界各国のコスチュームを着てファッションショーを行う「ワールド・コスチューム・フェア」と、台湾
茶を楽しめる「台湾茶道」、日本の伝統芸能「日本舞踊」を披露します。皆さまのご来場をお待ちしております。 
 

日  時：9 月 30 日(日)10:00～15:00 
会  場：成田国際文化会館 
入場料：無料 
問合せ：成田市国際市民フェスティバル実行委員会 
      事務局 
      (成田市シティプロモーション部文化国際課 
       ℡ 20-1534) 
 

姉妹都市・ニュージーランド フォクストンから訪問団が来成します！ 

国際交流カレンダー(9 月) 
11 日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17：00～)* 
25 日(火) 広報部会・最終校正(市役所/17：00～)* 
26 日(水)～10 月2日(火)  

        NZ フォクストン訪問団来成 
30 日(日) 国際市民フェスティバル 
        (国際文化会館/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 
 今年の夏は、酷暑の中西日本の集中豪雨、変則コースの台風、
平成最後の成田祇園祭などイベントや出来事が色々ありました。 
 このような状況の中、祇園祭の最終日の午前中、中央公民館講
堂でサンブルーノ市からのお客様 3 名とホームビジット協会役員及び
フォークダンスサークルのメンバーを混じえて、1 時間余りダンスを楽し
みました。ダンスの後は、円座になって交流を楽しみ笑顔でその会を
終えました。再会を楽しみにしています。        (池田雪博) 
               


