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令和 2 年度成田市国際交流協会総会報告
令和 2 年度成田市国際交流協会総会が、6 月 28 日(日)に成田市役所６F 大会議室にて開催されました。
４件の議案が審議され、承認されました。
【議案】
1. 令和 元年度 成田市国際交流協会

事業報告について

2. 令和 元年度 成田市国際交流協会

収支決算について

3. 令和 2 年度 成田市国際交流協会

事業計画(案)について

4. 令和 2 年度 成田市国際交流協会

収支予算(案)について

【理事長挨拶 要約】
日頃より、協会事業に対しまして、ご理解、ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。また本日、小泉一成成田市長
をご来賓でお招きしております。ご公務多忙な折りにご臨席賜り、誠にありがとうございます。さて、昨年度の事業でございま
すが、友好都市交流派遣事業等は予定通り進み、また年が明けて、New Year Party！も円滑に実施でき、誠に嬉しく
思っております。しかしながら、皆様ご存じのように、年明けから、国内はもとより、世界中で蔓延いたしました新型コロナウイ
ルスの影響で、昨年度末に予定しておりましたサンブルーノ市への派遣事業が中止となりました。今年度に入りましても、前
期の事業はほとんどが中止、または見直しを余儀なくされているのが現状です。後半の事業におきましては、企画運営委員
会を中心に新型コロナウイルスの感染状況を見ながら模索していかなければならないと考えております。一時日本でも収束
の方向に少しなりましたが、最近また感染者が各国で増加の傾向にあり、国々の行き来がまだまだ見えない状況であると思
います。WHO の見解では、ワクチンができるのに、1 年から１年半かかるということでございますが、何分 with コロナという
時代とともに長きにわたり付き合って行かなければならないことも想定しながら、事業の方法を考察し、それに合わせた事業
展開を図っていかなければならないのかなと考えております。是非、会員の皆様にも、良き案があれば、委員会等を通して
積極的に提案をしていただきたいと思っております。今後とも、協会事業にご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

友好都市から支援物資の寄贈
友好都市である、台湾・桃園市、中国・咸陽市から新型コロナウイルス感染拡大防止対策のための支援物資が届き
ました。桃園市から「雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ」のメッセージと共に、ゴム手袋(２万枚)、ゴーグル(100 個)、アルコールハン
ドジェル(4000 本)、咸陽市からはマスク(7200 枚)を寄贈いただきました。

咸陽市から届いたマスク

贈呈式での桃園市代理と小泉市長

に ほ ん ご

かいこう

し

「やさしい日本語クラス」 with Zoom! 開講のお知らせ
に ほ ん ご

本年度より、成田市在住の日本語初心者向けに「やさしい日本語クラス」を開講します。新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、当初の予定を変更して、Zoom によるオンラインでの実施となります。日本語を習いたい外国人
とお知り合いの方は、ぜひ教えてあげてください！
日時：9/27, 10/25, 11/22, 12/20,1/24, 2/28 全６回

日曜日(にちようび) 10：00～

詳細は HP、もしくは Facebook をご覧ください。
We are kicking off a Zoom on-line Japanese class for foreign residents in Narita!
Free with an experienced teacher who can offer easy-to-understand Japanese lessons.
Please check out the upcoming notice on our HP or FB for details. For more information,
please contact us at the NIFS Office below.

助成金のお知らせ
令和 2 年度国際交流事業及び友好都市交流事業助成金の申請について
両助成制度について、助成制度を利用される団体は、下記期間内に必要書類を成田市国際交流協会
までご提出ください。
申請期間・・・令和２年 8 月 17 日～9 月 30 日（必着）
交付決定：令和２年 10 月中旬予定
※ 期間外の申請は受け付けませんのでご注意ください。
助成制度の詳細、申請書類等については、事務局までお問い合わせください

植物防疫所からのお知らせ

Plant Quarantine Notice

日本未発生で世界的に被害が大きい病害虫が発生している国や地域からは、多くの植物の持ち込みが禁止さ
れています。また、植物類は輸入禁止品に該当しなくても、輸出国政府の発行する検査証明書及び病害虫の付
着のないことを確認する検査が必要です。
Many kinds of plants cannot be imported from countries and regions in which the seriously
damaging pests are present. All plants and plant products must undergo inspections
whether or not they are subject to prohibition. Prior to the inspections, the Phytosanitary
Certificate issued by the government of exporting country must be submitted.
詳しくはこちら

Please check here for more information

農林水産省 横浜植物防疫所 成田支所
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan

☞

Yokohama Plant Protection Station Narita Substation

研修ツアー中止のお知らせ
9 月に予定しておりましたパラリンピック観戦研修ツアーは、2020 東京オリンピック・パラリンピックの延期、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止となりました。ご了承ください。
編集後記

国際交流カレンダー
8 月29 日(土） 英会話サロン (Zoom /15：00～)
※前回、前々回申込あった方優先
に ほ ん ご

9 月 27 日(日) やさしい日本語クラス with Zoom!開講
（全６回、日曜日）
※詳細は HP、FB のチラシをご参照ください

世界中を震撼させているコロナウイルス。不安な日々を
送っています。私の予防法は、睡眠、栄養、日光浴で
す。食事は根菜類、特にごぼう、れんこん、とろろ芋をお
勧めします。他の国々と比べ、日本は見通しが明るいと
思います。これ以上感染が広がらないように祈るばかりで
す。皆さまご自愛ください。

（中野）

ニュ－ズレタ－ （次回、2020 年秋号は、10 月中旬頃に発行の予定です。）
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