
 

 

月 日 行事(予定) 

4 中旬～下旬 行事 
英語・韓国語・中国語入門講座開講(前期：～9 月)  

初級・中級英会話講座開講(前期：～9 月) 

5 

初旬 行事 理事会① 

13 行事 やさしい日本語クラス開講(前期：～９月)  

29 行事 総会 

6 
19 行事 新規会員親睦会 

26 行事 英会話サロン① 

8 
中旬 行事 スペイン語サロン① 

未定 行事 国際交流研修ツアー 

10 

上旬 行事 成田市国際市民フェスティバル(協力事業)  

中旬 行事 初級・中級英会話講座(後期：～３月) 

中旬 行事 やさしい日本語クラス(後期：～３月) 

中旬 行事 理事会② 

下旬 行事 世界の料理を楽しむ会① 

下旬 行事 英語・韓国語・中国語入門講座(後期：～３月) 

下旬 受入 日韓交流サッカー大会受入（仁川広域市中区との民間交流） 

下旬 行事 ハロウィーンパーティー(協賛事業) 

11 中旬 行事 英会話サロン② 

12 中旬 行事 スペイン語サロン② 

1 中旬 行事 New Year Party! 

2 中旬 行事 英会話サロン③ 

3 
中旬 行事 理事会③ 

中旬 行事 世界の料理を楽しむ会② 

  昨年度は、新型コロナウィルスで多くの協会イベントが中止となってしまいましたが、今年度は「新しい生活様式」を視野

に入れつつ、安全に、安心して会員の皆さまにご参加いただけるような活動を計画しております。 

昨年度から本格的に始まった英会話初級・中級講座もご好評をいただき、本年度は新たに入門講座の開設が決定い

たしました。また、英語のみならず、中国語、韓国語の入門講座も加わり、より多くの方々に気軽に参加していただけるよう

な内容となっています。「やさしい日本語クラス」も続行が決定、対面式とオンライン受講を組み合わせ、参加者が受講しや

すい環境の中で、基礎的な日本語を習得するお手伝いをいたします。Inclusive Society・共生社会の実現を目指し

て、協会が成田市の更なる国際化に貢献できるよう会員の皆さまの積極的なご参加、ご協力をお願い申し上げます。 
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※令和 3 年度開講の各語学講座の詳細は 3 ページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

New Year Party! 

 

英会話講座 

 

 

 

 



 

 

  新型コロナウィルスの影響で４月開講予定が延期となった初級・

中級英会話講座ですが、昨年 9 月に何とか開講にこぎつけ、今年３

月に無事全レッスンが終了しました。フェースマスクや消毒液、部屋の

換気などウイルス感染防止策を万全にして、男女共同参画センターを

会場にした当講座には、英会話の習得に熱心な会員がウイルスの脅

威にめげず積極的に受講しました。２月には緊急事態宣言が発令さ

れ施設の利用ができなくなったため対面式から Zoom でのオンライン

授業に変更となり、自宅から受講する形となりましたが、大きなトラブル

もなく無事全 10 回のレッスンを終了しました。本年度４月からは新た

に全 10回の講座が開かれます。ニューズレターに先立ち、市の広報な

りた、協会 FB、HP で募集をしております。 

参加者感想 

「いろいろありがとうございます。とても楽しかったです。」 

「コロナの影響があったので途中から Zoom に変わりましたが、特に

問題なく終えられました。」 

「会話学習は Zoom でも良いことが分かった。ストリートビューを使

った表参道の商店のガイド練習は大変有益だった。もっと時間を取

ってもらいたかった。」 

「講義の回数も、モチベーションが保てるペースで良かった。英語の

資格試験を意識した講座もあると嬉しい。」 

「数十年ぶりに本格的に英会話の勉強に取り組み、他受講者の

皆さんとのレベルに開きがあり大変だったが楽しい時間を過ごすこと

ができた。」 

  

令和２年度 初級・中級英会話講座終了 

【令和 3年度前期講座案内】 

初級英会話講座 ４月 27日(火)開講 全 10回   会場 男女共同参画センター     

中級英会話講座 ４月 15日(木)開講 全 10回      男女共同参画センター 

中国語入門講座 ４月 12日(月)開講 全 12回      もりんぴあこうづ 

韓国語入門講座 ４月 23日(金)開講 全 10回      もりんぴあこうづ 

Zoom英会話入門講座 ４月 27日(火)開講 全 15回     もりんぴあこうづ（初回のみ） 

やさしい日本語クラス ５月 13日(木) 開講 全 10回           もりんぴあこうづ 

 

※講座の空き状況などについては、協会事務局までお問い合わせください。 

 

中級英会話講座 

初級英会話講座 

Zoom によるレッスン 



 

昨年は、成田市とサンブルーノ市が姉妹都市締結を結んで 30 周年にあたる年でしたが、残念ながら新型コロナ

ウィルス感染症の影響で周年記念事業だけではなく、例年の中学生友好訪問団相互派遣事業も中止となりまし

た。昨年末、小泉市長とリコ・E・メディナ市長がオンラインビデオ会談を実施し、コロナ禍における両市の最新情報

や、市の対策、財政状況、両市の姉妹都市交流の今後について話し合われました。 

コロナ禍にあって、両市とも主要産業である空港はほぼ閉鎖、多くの事業者たちに影響があり、公共機関や教育

機関も対応に追われ、市の財政も厳しい状態にあり、医療状況もひっ迫していることなどが共有されました。両市長

は、お互いをねぎらい、直接的な交流が難しい状況の中にあっても、これまで培ってきた友情と交流をこれからも変わ

らず続けていくことを確認し合い会談を締めくくりました。また、30周年を記念して、成田市からサンブルーノ市に浮世

絵プレートが郵送にて贈呈されました。 

成田市長・サンブルーノ市長 ビデオ会談 

英会話サロン 開催 

3月 13日、男女共同参画センター活動室にて、英会話サロンが開催されました。雨の中にもかかわらず、8名

の会員が参加し、久しぶりの対面式イベントを楽しみました。 

講師にはフィリピン出身で成田市の ALT を勤めるグレッグ・ロペスさん、エリザベス・タカハシさんをお迎えし、趣味

や仕事、緊急事態宣言中の過ごし方など様々なトピックについて１時間半、自由に英会話を楽しみました。話題

が 3・11 に及んだ際、グレッグさんは、「あの大地震のさなか、スーパー、ガソリンスタンド、どこに行っても規律を守り、

礼儀正しく行動する成田の人の姿を見て日本に永住することを決めた」と仰っていました。活動室からは始終笑い

声が溢れ、参加者の皆さんは土曜日のひと時を有意義に過ごし、満足な様子で帰路につかれました。 

 

 

エリザベス・タカハシさん グレッグ・ロペスさん 

リコ・E・メディナ市長 小泉市長 



  

 

国際交流カレンダー 

【４月】   

英語・韓国語・中国語入門講座開講(前期)  

初級・中級英会話講座開講(前期) 

【５月】   
 やさしい日本語クラス開講(前期) 
  総会(29 日) 

【６月】   

  新規会員親睦会(19 日) 
英会話サロン(26 日) 

※講座詳細は本誌３ページ、協会 HP をご覧ください 

   

 

編集後記 

 昨年初めから、それまでとは違った生活環境の中で

色々な新しい発見がありました。 

一つは、家で過ごす楽しみ；何かを作る趣味を見

つけたり、興味あるテーマを勉強したり、一つは、近辺

を散策する楽しみ；歩くと何かが見つかる、自然に歩

く範囲が広がる、などなど。 

これからも、新しい小さな発見がささやかな”楽しみ

です。                          EK 
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  昨年度の新規会員を主な対象に新規会員親睦会を開催します。「協会の活動内容を詳しく知りたい」、「国際交

流活動のボランティアをしたいがどうしたらよいかわからない」など、会員からのご質問に答えます。 

 新規会員以外の方々の参加も歓迎いたします。この機会に協会活動のアイディア共有や、他の会員との親睦を図

ってください。参加ご希望の方は下記事務局まで電話もしくはメールにてお申込みください。 

 

  成田市で活躍する外国人の方々と英会話を通して楽しく交流しませんか。参加ご希望の方は、下記協会事務局

まで、電話もしくはメールにてお申込みください。 

日 時：6 月 26 日（土）  10:30～12:00        会  費：500 円         

会 場：男女共同参画センター                   定  員：15 名 

 

 

 

日 時：６月 19 日（土)   10:30～12:00      会 場：男女共同参画センター 

※最少催行人数 ５名 

 

新年度が始まりました。今年１年の協会事業を支えるために、会員の皆様の会費納入をお願いいたします。同封の

払込取扱票(日本郵便株式会社)、もしくは千葉銀行成田支店(普通 2291618「成田市国際交流協会」理事

長 品田 等)、または事務局窓口にてお支払ください(千葉銀行からの振込みは、手数料がかかります)。 

 ※なお、団体会員代表の方は、団体の名簿を併せて事務局までご提出ください。 

 令和３年度成田市国際交流協会総会を下記の通り開催します。総会では、令和 2 年度事業報告・決算、令和

3 年度事業計画(案)・予算(案)などについて審議されます。総会を欠席する会員におかれましては、委任状の提出を

お願い致します。 

 本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講演会は行いません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 日時：5 月 29 日(土) 13:00～      場所：成田市役所 6 階 大会議室 

  

  

 


