
 

成田市国際交流協会主催  初級英会話講座初開催！ 

7月24日、成田市男女共同参画センターにて、協会初の試みである初級英会話講座(全４回)が開催されました。 

初回当日は、定員を超える 16 名が参加し、自己紹介、挨拶の仕方などを学びました。最初は参加者の皆さん緊張し

ていた様子でしたが、次第に打ち解け、積極的に発話、質問していました。 

8 月 4 日の 2 回目は、道案内の仕方に若干苦戦している場面もありましたが、グレッグ先生の懇切丁寧な指導の

下、「楽しかった！」の声が多く聞かれ、皆さんの笑顔が多く見られました。 

講師のジェグ先生は、日本滞在 15年以上の英会話講師のベテランで、普段は成田市のALTを勤めています。当講

座の開催にあたっては、多くの時間を割き、綿密にご準備いただきました。心よりお礼申し上げます。 

講師のグレッグ先生 英語でのアクティビティに取り組む参加者の皆さん 

 (一社)成田市青年会議所主催の「2019 NARITA 少年の翼」(団長・村島弘和)の出発式が成田空港第 1 ターミ

ナル南ウイングで行われ、団員 35 名、チームリーダー５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週間現地家庭のホームステイなどを通じて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」。 

この交流事業を通して、成田市の将来を担う青少年たちが 

数多くニュージーランドに旅立っていきました。今回も、訪問

団員が現地で多くの体験をし、異文化に触れ理解を深め、

両市がより強い絆で結ばれるよう、成田市の国際交流に向

けて活躍することが期待されます。 

 Spread your wings and fly over the horizon! 

2019 少年の翼出発式  ニュージーランド・フォクストンへ 



 

 

 

 

7月 14日、中央公民館にて当協会後援の成田ヒスパニックサークル設立 10周年記念イベントが開催されました。 

全 4回からなる当イベントの第 1回目は、キューバ大使館との共催で、大使館職員によるキューバ文化、歴史などの紹

介があった後、キューバ産コーヒーの試飲、大使館職員手作りのお菓子を試食、サルサ（キューバの音楽）講座、子供

の為のマラカス作りなど内容盛りだくさんで、参加した皆さんは普段触れることのないキューバ文化を大いに楽しんでいまし

た。特にサルサ講座では、皆さんでキューバ音楽に合わせて軽快にステップを踏み、ラテンのダンスを楽しんでいました。 

次回は 9月 1日、11時から公津の杜コミュニティセンターにてドミニカ共和国大使館との共催で行う予定です。普段

なかなか触れることのないラテン文化を知る良い機会ですので、皆さん是非ご参加ください。 

 8 月 4 日、スペイン語サロンが、成田表参道の「ぱん茶屋」で開催されました。令和元年度初めての今回は、ボリビア出

身のルイサ・ミヤシロさん、アルゼンチン出身のソフィア・ニシハマさん、メキシコ出身のアレハンドラ・ワタナベさんの 3 名を講師

としてお招きし、主にスペイン語でそれぞれの国についてお話をしていただきました。 

同じスペイン語圏でも、国によって単語や発音、イントネーションが異なり、文化や歴史も様々です。今回参加された皆

さんは、普段からスペイン語・ラテン文化に関心があるので、講師とスペイン語による交流を楽しんでいました。 

次回は１月の予定です。お楽しみに。 

今年も開催 スペイン語サロン 

講師のルイサ・ミヤシロさん 

キューバのお菓子 サルサに挑戦 

参加した皆さんと記念写真 



7月に来成したサンブルーノ市中学生訪問団生徒より感想文が届きました。寄せられた感想文のうち、紙面の都合上 

１部のみご紹介いたします。他の生徒の感想文はホームページに掲載する予定です。 
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ello, my name is Santiago Moreno, and I am here to tell you what happened on my trip to Narita, Japan. 

Let me start with the airport; I did not know what to expect, but it turned out to be a 10-hour trip. It was 

worth the wait in my opinion because when we got there all our delegates gave us a warm welcome, which was 

really awesome. 

Everyone was so lively there it really hyped me up for the rest of that day. Then 

we went to our hotel and rested after the long trip there. I couldn't wait for the 1st 

day of our trip to finally begin. One of the greatest things about this whole trip was 

not all the places I visited but all the people I met along the trip. I learned the world 

is full of wonderful people wherever you go, and the other lesson I learned is 

social and get out of your comfort zone and go make friend. For example, the 

families there were so close it is nothing like America. My favorite part of the trip 

was hanging out with our host families. I really felt at home in the house; we 

always talked a lot. In fact, on the second day there, our delegate invited their 

friends and we had a party it was fun! And in the other house we played games 

with the whole family we all laughed and had a great time together.  

  I could not have done this trip without all my friends and family who supported me emotionally and 

financially, and am also grateful for Mr. Stewart who accepted me into the trip because it is a trip that has 

changed the rest of my life for the better. This changed me by improving my social skills which is a really useful 

tool in life. Thank you one final time for all the memories that I will treasure for the rest of my life. Let’s keep this 

program going so we can strengthen our friendship. 

Santiago Moreno 

 

 

he Narita program is the best program I have ever been in. It is so important to keep this program alive 

because it helps kids interact with people they never would on a daily basis. When I grow up I will always 

remember what this program gave me through the growth of this program. Before this program, I had never been 

out of the country. I will never forget the friends I have made. 

  I can’t thank the teachers enough who have been involved without 

them we would have never had this. The sister city relationship gives other 

children the chance to explore and grow. I can’t wait to go to Narita 

because of how welcome they made us feel. 

  Lastly, I want to thank my host families for the respect, and opening 

their homes and the teachers and the city for being welcome.  

    Thank you Narita and thank you Narita Friendship Society. 

    Lauren Goldstein 
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  当日の協会PRブース・会議準備や展示物作成、

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(℡ 23-3231)へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

英会話サロン  参加者募集！ 

国際交流カレンダー(9月) 

 4日 初級英会話講座 (第 4回) 

 8日 英会話サロン (ぱん茶屋/10：30～) 

10日 広報部会編集会議(市役所/16：30～)＊ 

24日 広報部会最終校正(市役所/16：30～)＊ 

 ＊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 
 令和の時代、世の中は日進月歩。キャッシュレス、チケ
ットレスなど、いわゆる「電子化」が急速に進んでいます。 
 成田市国際交流協会でも、「電子化」に取り組んでい
ます。私たちが取り組んでいるのは「ペーパーレス」。 
 現在会員各位に郵送しておりますこの「ニューズレター」
も、交流協会ホームページや、Facebook から、気軽に
ダウンロードできるようになっております。「ニューズレター」
のペーパーレス化へのご理解とご協力を、どうぞよろしくお
願いします。 
                   中澤 

成田市国際市民フェスティバル 2019 

 

 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、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：10月 6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) 
 

 

お手伝い募集！ 

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) 

           Tel:0476-23-3231／Fax:0476-24-1006／E-mail: nifs@ngy.3web.ne.jp   

                    再生紙を使用しています 

 
成田 国際交流 検索 

日 時：9月８日 (日)  10：30～                 会  費：500円 

会 場：ぱん茶屋 (上町 551)                  講  師：Sarah Shimazaki さん他 2名 

定 員：15名（会員限定)                   申込み：協会事務局 (℡ 23-3231) 

 

 今月も英会話サロンを開催します。講師には、成田市ALT(外国語指導助手)の方々をお迎えします。日曜の

午前を、英会話で存分にお楽しみください♪ 

子ども会まつりと同時開催！ 

mailto:nifs@ngy.3web.ne.jp

