
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 成田市と、韓国・仁川広域市中区とは、サッカーを通じて交流親善を行っており、毎年秋ごろに「成田市・
仁川広域市中区日韓交流サッカー大会」を行い、16 回目となる今年度は成田市から中区へ訪問団を派遣する年
です。今回は、成田市サッカー協会早乙女会長を団長に、選手団 37 名、行政訪問団市職員 2 名、国際交流協会
から中澤の計 40 名が、10 月 27 日から 29 日の 3日間、訪韓しました。 
 空港に到着した時から盛大な歓迎を受け、初日の歓迎会でも選手の皆さんは和やかに再会を喜び合っていま
した。翌日、見事な秋晴れのもとキックオフ。今回は青年の部が 1-2、壮年の部が 1-3 と成田市にとっては残念
な結果になりましたが、両国の選手たちは白熱した試合を見せてくれました。行政訪問団は、旧日本人街、チ
ャイナタウンなども視察しましたが、沢山の観光客で賑わっており、特に日本人家屋が綺麗に整備されて建ち
並んでいるのには深く思い至る処がありました。 
 来年、2018 年は友好都市締結 20周年です。その記念すべき年に成田で再会し、盛り上げようと皆さん約束を
交わして帰途につきました。 （本文-協会理事 中澤文武） 

壮年の部試合(サッカー協会撮影)      両選手団によるお土産交換       青年の部試合(サッカー協会撮影) 

成田市と韓国・井邑市が友好都市を締結してから、今年で 15 周年。これを記念し、両市の
歴史と文化に対する理解を深め、両市の絆を深めることを目的に、「日韓文化交流展」が井邑
市で行われています。韓国へお立ち寄りの際は、ぜひ一度ご覧ください。 

展示会場：井邑市立博物館（大韓民国全羅北道井邑市内蔵山路 370-12） 
展示期間：2017 年 9 月 26 日～2018 年 1 月 28 日 

 成田市国際交流協会 

10 月 28 日、試合前に全員で記念写真（成田市サッカー協会撮影） 
 

成田市サッカー協会・行政視察訪問団が、仁川広域市中区を訪問！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
去る 10 月 2９日、あいにくの雨模様となりましたが、成田ニュータウンのボンベルタ内にてハロウィンイベントを開催しま

した。玉造中学校美術部の皆さんが描いた特設パネルで彩られたステージには、様々な衣装を身にまとったちびっ子か
ら大人まで５１名が集結しました。回を重
ねるごとに仮装のレベルが上がっていて、小
泉市長をはじめとする審査員の方々も賞
を選ぶのに苦労されていました。 

フェイスペイントやカボチャランタン作りコー
ナーもハロウィンの雰囲気を盛り上げてくれ
ました。国際交流協会様やボンベルタ様に
ご協賛いただいているこのイベントに来年は
是非皆さんもエントリーしてみてくださ
い！！  

（ハロウィーン実行委員会） 

 11月18 日、ライオンズ・デンにて英会話サロンが開催
されました。今回は、市内で ALT を勤める Victor 
Gasca さん(米国出身)、Kenji Mbako さん(カメルーン
出身)、Teresita Mas Dangi さん（フィリピン出身）を
お迎えし、土曜日の午前中を英会話と美味しいケーキで
楽しみました。 
 

英会話サロン 開催報告    
  Let’s Enjoy Chatting in English♪ 

  講師の方々は、それぞれパソコンや、写真などで自
国を紹介してくれ、参加者の皆さんは熱心に聞き入り、
質問をしていました。英語を通して、異文化を知り、理
解するというこのイベントの趣旨にかなった有意義なひと
時となりました。次回は２月中旬開催の予定です。お
楽しみに！ 

 

第８回   ハロウィンパーティー 



 

No.126 
Xin chào! （シンチャオ） こんにちは 

“ベトナム・ホーチミン市から成田市に来ました” 
 

 Van Anh Duong さん (成田市在住) 

 
      

 Xin chào! (シンチャオ） 

  My name is Anh from Ho chi Minh City, Vietnam. Since 
childhood, I have always been a fan of Japan manga and anime 
and Japanese culture. Inspired by the idea that one day, 
wanting to feel the authentic Japan, I enrolled in an 
international university in Oita, Kyushu 5 years ago. I felt in love 
with the scenery of Kyushu and especially the amazing “onsen” 
experience. Then recently I moved to Narita to start a new 
chapter of my life. Although Narita does not have as much 
“onsen” as Oita, I am so lucky to be able to meet so many 
wonderful and kind people here in our international Smasher 
badminton club. Everyday in Narita is another day of adventure 
for me. 

 Let me tell you something about my where I come from! Have you ever heard of Vietnam? It is a small 
country with a shape like the letter “S" in South East Asia with a long history of war. Maybe you have heard 
somewhere the term “Vietnam War", but that is only what made us famous. During 4000 years since 
foundation, our longest time with peace was only for several 
hundred years and our last fight ended 42 years ago. So don't worry 
you can visit Vietnam anytime now without fear! 
 Many people asked me if we have our own language or do we use 
English. In fact, we do! We have our own language and writings. 
Interestingly, do you know that Vietnam used to use Kanji just like 
Japan? During one thousand year of colonization by the Chinese, 
our own writing were erased and replaced by Chinese Kanji. Then we 
developed our own writing based on Chinese Kanji and used both. 
However, the Western evangelizers came to Vietnam and 
created our modern writing based on a variation of Portuguese writings and sound indication from Greek. 
Interesting isn't it?  

 Finally and what I am most proud of is our cuisine! You might only know “Pho" but actually that is not 
even my favorite on the list! The combination of many kinds of herbs, vegetables and flavor is impossible 
to resist. Since Vietnam is a tropical country, we are gifted with delicious fruits and not to mention the price. 
You can drink a whole real coconut with only 100yen!  
  Vietnam also has very interesting culture and history like Japan, so if you have time, let's learn about 
each other‘s culture ne!   
  

＊＊和訳は協会 HP に掲載されています。 

前列真ん中が筆者 

 今回は、ベトナム出身のヴァン・アン・デュオンさんが寄稿してくださいました。アンさんは日本に憧れて、九州にある日本の大
学に入学し、卒業後は成田に移住して英語と日本語を活かした仕事に就いてらっしゃいます。日本のアニメや温泉が大好きだ
というアンさん。ここ成田では他の外国住民の方々と、バドミントンクラブに入り、新しい生活を楽しんでいるそうです。 

ベトナム 



 
 
 
 

 毎年恒例の成田国際交流の集い。是非出身国の衣装を着てご参加ください！ 

  日  時：12 月 10 日(日) 13:00～16:00 
  会  場：成田市中央公民館 講堂 
  内  容：各国の歌とダンスの披露 
        持ち寄った料理の試食 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 毎年恒例となったヒスパニッククリスマスパーティ。
今年もピニャータ作り、ゲームなどクリスマスらしいアク
ティビティで楽しみましょう。皆さんの参加をお待ちし
ております。 

日 時：12 月 10 日(日) 13:00～ 
会 場：成田市中央公民館 第５研修室 
会 費：無料(一組一皿または飲み物持参) 
問合せ：イノウエ silinoue@hotmail.com  

 韓国の友好都市・井邑市から、中学生友好訪問団が12月15日(金)～17日(日)まで成田市を訪れます。
一行は、15 日に表敬訪問を行った後、17 日まで各ホストファミリー宅にて過ごす予定です。滞在の様子は次号
で報告いたします。 

“お知らせ” 

国際交流カレンダー(12 月) 
 

 5 日(火) 広報部会編集会議(市役所/17:00)＊ 

15 日(金)～17 日(日) 井邑市友好訪問団受入 

19 日(火) 広報部会最終校正(市役所/17:00)＊ 

 

＊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 
 柿の木は以前、ゴルフ道具の部材として使用されて
いたが、現在は軽量で丈夫な工業製品に置きかわっ
てきている。我家の柿の木は緑道より高い南面にあ
り、生育に程良い環境にあると言える。今秋も我が家
の柿の木は家族で食べきれない数が熟し、鳥達のおあ
つらえむきの食堂となった。もし鳥たちが種を海外に運
んでくれるならメッセージを託せるのに…と夢想しつつそ
の日の採実作業を終えた。（長井） 
 

 

問合せ：成田日本語教室(岡田教室) 
 ℡ 04-7174-1278 
★料理は、ポットラック(一品持寄り)でお願いします。 
★お酒はだめです。 
 

協会前理事長であり、長きにわたり協会のためにご尽力くださった豊田順三氏が、11 月

19 日にご逝去されました。生前中のご功績を偲び、謹んでお悔やみ申し上げますととも

に、心よりご冥福をお祈りいたします。 
訃報 

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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