
 

 

 

 

 

 

 

 

成田市国際交流協会広報部会研修ツアーに参加して 

協会会員 野々宮 恵美子 
 

 毎年８月に行われる成田市国際交流協会広報部会研修ツアーを今年も楽しみにしておりました。前日までの雨も心配で

したが、当日は久しぶりにほどよいしのぎやすい天気で、旅行日和となりました。 

午前7時44分、参加者が集まったので出発し、最初の見学地、埼玉県の鉄道博物館へ。新幹線をはじめとする日本の

鉄道を楽しめ、常設施設展示をわかりやすく、ボランティアガイドの解説付きで堪能できました。また、自由見学をしながらの

買い物。お土産品やご当地グッズも盛りだくさんで、皆楽しみました。昼食は、いつもとは趣向が変わり、健康志向のメニューで

30 品目バランスの良い弁当と冷たい飲み物が用意され、新幹線ラウンジで皆、和気あいあいと語り合いながら、おいしくいた

だきました。 

そして、午後からは盆栽美術館・盆栽村の見学です。盆栽は日本の伝統的な文化芸術。人と自然が共同で作り上げた

芸術の美しさを味わうことができました。日本人だけではなく、世界から多くの愛好家が訪れているそうです。彩花盆栽という新

しいスタイルも提案されており、様々な美しい盆栽を楽しめました。 

今年度の研修ツアーは、様々な手続きをしてくださった事務局の関口さん、親切丁寧な案内をしてくださった広報部会の

中澤さん、安全運転を常に心がけてくださったドライバーさんのおかげで無事 2 か所、それぞれ充実したコースで楽しく過ごすこ

とができました。また、ロシアの方、スリランカの方々も参加され皆さんとも親睦が深められ、とても大盛況に終わることができまし

た。参加させていただき、誠にありがとうございました。 

 8 月 28 日火曜日、恒例となりました広報部会主催研修ツアーが開催されました。9 回目の今回は初めて埼玉県を訪

れ、午前中は「鉄道博物館」、午後は「盆栽美術館・盆栽村」の 2か所を見学しました。 

 「SHINKANSEN」に代表される我が国の鉄道も、「BONSAI」も世界的に注目されています。今回の参加者は 24 名、

うち外国の方が６名と最多記録！ 参加者の皆様から頂いたご意見をもとに、今後も充実した企画を考えていきます！ 

 成田市国際交流協会 



 
8 月 19 日、ご好評いただいている「スペイン語サロン」が“はしらデリカフェ”で行われました。講師には、ペルー出身のエリ

ザベス・アサトさん、ボリビア出身のルイサ・ミヤシロさん、エクアドル出身のイザベル・モリさんをお迎えし、スペイン語での会話

をお菓子、お茶と共に楽しみました。15名の参加者は、３つのグループに分かれ、初心者グループは発音の練習から、中・     

上級グループは講師の出身国の伝統文化、観光名所、特産品などについてスペイン語を通して学びました。スペイン語圏

は広く、参加者の方々はその文化の多様さに感心しつつ、日曜日の午前中を存分に楽しみました。 

    

 

 ８月最後の日曜日(26 日)に、パンの香り漂う「ぱん茶屋」の２階で英会話サロンが開かれました。講師は、フィリピン出

身のチェ・メノールさんと米国出身のジャレッド・ヘザーさんで参加者は男女合わせて１０名でした。10時 30分から５名ず

つ、２つのテーブルに分かれて自己紹介から始まり、講師の方は、パソコンなどを使って母国の特徴や家族の状況を笑顔で

話されました。一方、参加者も身振り手振りをまじえて、会話を楽しんでおられました。45 分後、講師の方に席を交代して

いただき、参加者全員が講師のお二人と接することができました。 

 お好みのドリンクと特製のパンケーキを味わい、和やかな雰囲気のうちに終わりを迎えました。集合写真の後、講師と参加

者は互いに挨拶をかわし、食べきれなかった分を手に持って帰路につかれました。 

取材 広報部会員 池田雪博 

 

 

 

  

 

「スペイン語サロン」開催 初級は発音練習から 

「英会話サロン」開催 講師の母国事情など紹介 
 



 

 

 

 

What do you usually do in your free time? 

I love going to the cinema to watch new movies. I enjoy watching movies produced in America. Of course 

I try to watch them in 3D! It`s a good way for me to enjoy the weekend. I like watching Marvel movies 

and superhero movies. I highly recommend watching movies in English. I think it’s a fun and interesting 

way to learn the English language. Besides watching movies, I like to go driving and do some sightseeing. 

I love cars, so obviously driving cars is one of my biggest passions. I feel that it`s part of my personality. 

If I`m not in a car or at the cinema, I like to spend my time listening to music. Especially EDM 

(Electronic Dance Music). It`s very popular in foreign countries now. I think it`s easy to listen to and 

it will motivate many young Japanese people to listen to English songs. 

 

Where in Japan would you recommend to visitors from overseas? 

Japan has many beautiful sightseeing locations and wonderful natural environments. Unfortunately, I 

haven`t had the opportunity to go to Kyoto yet. I`d like to go there in the future. When I was teaching 

at a junior high school, many of the students would tell me how moving Kyoto was to them. This is one 

place I would recommend visitors from overseas to go to. Personally, one of my favorite locations is 

Odaiba. You won`t see much of any historic sights though. However, I think it’s a fun place to spend 

the day. I especially like Venus Fort. It`s a large super mall. They also host a few international or 

culture events. If you like Japanese Animation, I would recommend going to Akihabara. There are a lot 

of anime goods and stores around the area. I`ve also been to Fuji Safari Park in Shizuoka. I love animals, 

so it was exciting to see them roaming freely in the park. Also, the Yakisoba (fried noodles) are popular 

there. The atmosphere is refreshing with the feeling of clean air and a beautiful view of Mt. Fuji.  

 

What is the most challenging thing as a non-native living in Japan? 

For one, getting used to the Japanese culture and working environment. Speaking Japanese is one thing, 

but reading and writing is on a whole different level. I would often panic when I would receive letters 

in the mail which I wouldn`t be able to understand or read. I think it is also extremely difficult to talk 

on the phone, especially when it`s in a formal conversation. When I first came to Japan, I would receive 

phone calls from my cell phone provider or insurance companies and it was very difficult to understand 

the content of the phone call. For me, reading and writing Japanese is the most challenging thing. 

Recently, I`m trying to learn how to write kanji and I`ll definitely be using it a lot more.  

 

What do you think we can do to make the city more attractive and livable? 

I think that Narita provides a lot of convenience for foreigners who live or visit here. Narita offers a 

reasonable amount of English around the city. Always having more wouldn`t hurt though. Every year in 

the month of July, Narita dedicates time to celebrate the Narita Gion Festival. It`s very popular and 

I think many foreigners enjoy going to this festival. It would be interesting to have more international 

events or festivals. Having culture days and food fairs about other countries from around the world 

sounds nice. For example, a day only about Hawaii. Japanese people could try eat Hawaiian food, watch 

hula dancing, learn about the culture in Hawaii, and experience talking to foreigners. I`ve noticed that 

hula dancing is quite popular in Japan. It would be lovely to possibly ask a hula class to come and perform 

in Narita. I know there are a few classes in and around Narita. I`m sure they would be more than willing 

to perform at an event. It could be held at a small part of Narita Sando. Some places in Japan often 

have some sort of international event. Places in Tokyo such as Harajuku and Odaiba hold international 

events. These events give Japanese people insight on different countries and their culture. They usually 

sell food and merchandise. I`ve personally been to a few of them every year.  
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 今回の「私の国際交流は、７月号に掲載したショーン・ハチヤさんによる 

“Life in Japan”の後編です。 

※本文の日本語訳は、HPに掲載します。 

Life in Japan ― Part 2 
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成田 国際交流 検索 

成田市内の小・中学校で、外国人子女のため日
本語の習得や、学校生活への適応を支援してくれる
日本語教育補助員を探しています。有償ボランティア
となります。 

ご協力いただける方は、右記教育委員会教育指
導課までご連絡ください。 
 

派遣日数：週１日程度 
派遣時間：原則として８：３０～１１：３０ 
謝   礼：１時間 1,210 円 
探している言語：モンゴル語、ポルトガル語、タイ語、     

ベトナム語、ネパール語、韓国語 
問 合 せ ：成田市教育委員会 教育指導課 

TEL 0476-20-1582 

国際交流カレンダー(10 月) 
 9 日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17：00～)＊ 
21 日(日) 世界の料理を楽しむ会 
       (中央公民館/10：00～) 
23 日(火) 広報部会・最終校正(市役所/17：00～)＊ 
23 日(火)～26 日(金)  
       成田・咸陽友好都市締結 30 周年記念訪中 
 ＊印のついているものは、どなたでもご参加できます 

編集後記 
災害列島日本。今年の夏は異常な猛暑、豪雨、

大型台風、北海道大地震と立て続けに大災害に見
舞われ自然の猛威に人はなすすべがありません。 
他人事でなく、近く必ず来る東南海大地震に、覚悟
して最小限の被害に止めるべく、周到な備えをしてお
きましょう。                     

(髙橋記) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

世界の料理を楽しむ会  ～タイ編～ 
 毎回ご好評いただいている「世界の料理を楽しむ
会」を開催します。今回は、リクエストの多かった「タイ
料理」です。タイ出身の田村カモラダさんにレッドカレ
ーをはじめとした本格的家庭料理を教えていただきま
す。お楽しみに♪ 

日  時：10 月 21 日(日) 10：00～ 
定  員：25 名 
会  場：中央公民館 調理室 
参加費：会員 500 円/一般 700 円 
持ち物：エプロン・三角巾 
申込先：協会事務局（℡ 23-3231） 
 

ハロウィンパーティー  参加者募集 
 今年もボンベルタ広場にてハロウィンパーティーを行
います。仮装パレードや、仮装コンテスト、ミニカボチャ
ランタンづくり他、地元中学生によるブラスバンド演奏
や、ダンスチームによるステージイベントなど、楽しい企
画盛りだくさんです。是非ご家族でご参加ください。 
 

日  時：10 月 28 日(日) 10：00～ 
会  場：ボンベルタ中央広場(雨天時はボンベルタ内) 
内  容：仮装コンテスト(無料・要申込 10月21日(日)迄) 

わくわくミニランタン作り(500円・なくなり次第終了) 
問合せ：ハロウィン実行委員会事務局 
 (090-2569-0530) 
       http://www.facebook.com/Narita.Halloween 

日本語教育補助員ボランティアを探しています！ 


