
理事長 品田 等 

 

2020年 新年のご挨拶   
 

成田市国際交流協会   

 

       

 

 

 

 

 

 

        
                             

 

 新年あけましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

 

 昨年は令和の元号が発表され、我が国が新しい時代を刻む元年となりました。 

新天皇陛下が即位されお祝いムードが日本中を駆け巡りました。しかし決して平坦で穏やかなス

タートではなく、近隣国との国際問題をはじめ、国内でも多くの課題が山積する状況です。また

秋口には一昨年のように異常気象に端を発する台風が関東地方をも直撃し、成田市も大きな被

害が発生したところです。温暖化に対する国際協調が国々の利権などの都合でまとまらず、次に

進まないという残念な結果にとどまっています。国際と名がつく団体に所属している私達も、今後の交流事業活動の中でこの

テーマを意識して取り上げていきたいと思います。 

 今年はいよいよ待ちかねた東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。多くのお客様が世界から日本に、そして成田を

訪れることでしょう。会員の皆様もボランティアをして迎えられる方、各団体・会社そして街中でも迎える方と様々だと思います。

以前から言われてきた「おもてなし」の心も大事ですが、なにより平素な心と心で通じ合うことが一番だと思います。どうぞ思い

出に残る年にしていただきたいと思います。 

成田市在住の外国籍の方は、昨年より一段と増え 5,800人余りになっております。 

ここ数年で年間約 1,000 人程増加しております。最近では身近な飲食店やコンビニでも普通に見かけるようになりました。

色々な国の方達が日本語と文化、そして日本における法律や規則を一生懸命勉強して仕事についておりますが、まだまだ

十分ではない方達も大勢おります。言葉をはじめとする各サポート事業を協会としてどのように立ち上げていくかを今年の課

題の一つとして進めて行きたいと思いますので、是非、会員の皆様のご助言やご支援を頂戴したいと思います。 

さて、事業活動ですが友好都市事業におきましては、サンブルーノ市への中学生訪問団派遣と交流プログラムが遂行でき

ました。また、仁川市中区友好都市でのサッカー交流大会が仁川市で開催されました。成田市サッカー協会の皆さん大変ご

苦労様でした。 

本年はニュージーランド・フォクストンの来成予定、そしてサンブルーノ市友好締結30周年度でもありますので大いに歓迎し

たいと思います。 

 会員交流事業におきましては 1 月 26 日に第 3 回目となる「NEW YEAR PARTY！2020」を開催予定です。成田

市近隣在住の多くの外国の方々と会員・市民の皆さんの交流をお楽しみいただきたいと思います。 

 広報事業は、毎月会員の皆様に会報誌ニューズレターを作成しております。レターのペーパーレス化も運用開始し、今後

の課題も含め検討をしていただいております。また協会ホームページやフェイスブックも合わせ、皆さんに活用していただきたいと

思います。 

 結びに本年も会員皆様のご活躍とご多幸をご祈念申し上げるとともに、更なる協会活動へのご協力をお願い申し上げま

して、新年のご挨拶といたします。 
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Having been working for more than a decade in Narita, and now for the past 3 years right next 

to Narita san - I have finally had the privilege to step into the Main Hall and watch the 'Goma' ritual 

being performed.  

Also, I learned a lot about the structure of the main Narita san gate.  It's made from the 

Japanese zelkova tree and there’re a few of the trees just in the grounds! The guardians' expressions 

too were quite interesting!   

One has the open mouth and says 'Ah' and the other with the mouth closed, says 'Mm' which 

indicated the beginning and end letters of the Sanskrit. And there are graffiti on the walls!!!  

Apparently, during the Edo period, people used to make prints out of their own name and stick them all 

over the temple!! And lastly, the 'Water House' was donated by the Hot Dog company about a hundred 

years ago and still exists today in Funabashi! 

市内 ALT Melissa Gleeson 

秋晴れの 11月 17 日(日)、新勝寺を英語でガイドするという英会話サロン初の野外実践教室が開かれました。 

  市内 ALT の 2 人の先生(マレーシア出身メリッサ・グリーソン先生、アメリカ出身ヴィクター・ガスカ先生)を海外からの訪問者役

に、参加者 15 名が２組に分かれ、訪日客を案内する想定で総門をスタート。直後全員がとまどったのは、英語で説明する前

に、自分たちがいかに日本文化の知識に乏しいかということ、まして、新勝寺を案内するとなると、仏教、その歴史、教義、宗派、

神道との違い、建物、彫刻、五重の塔、手水舎
ち ょ う ず や

の作法、意味、あらゆる面で日本語での再勉強の必要性を痛感しました。英

語の説明はそのあとでという結論でした。 

 また、NPO ホスピタリティ成田の通訳ガイドである上川先生にもアドバイザーとしてお越しいただきました。ありがとうございまし

た。 

広報部会 高橋 

 11月 17日、協会初の試みとして「英会話サロンスペシャル 成田山通訳ガイド入門演習」を開催しました。場所は、成田山

新勝寺。通常の英会話サロンとは異なり、海外の方に成田山を実際に案内するシミュレーションを行いました。成田山のボランテ

ィア通訳ガイドの方にもお越しいただき、成田山の見どころや、総門の役割、手水舎
ち ょ う ず や

、仁王様の秘密などの独特な事象をできる

だけシンプルな英語で説明することにチャレンジしました。 

メリッサ・グリーソン先生 手水舎にて ヴィクター・ガスカ先生 



 

12 月１日、成田市中央公民館にて成田ヒスパニックサークル 10 周年記念イベントの第４弾、チリ編が開催され、

チリ大使館のスタッフによるチリ文化の紹介、伝統的なお菓子の試食、舞踊の披露、子供のためのワークショップなどが

ありました。 

12 月８日、毎年恒例の「成田日本語教室主催 国際交流の集い」が開催されました。今回で 26 回目となる当イ

ベントには、市長他来賓をはじめ多くの方々が来場し、日本語教室の生徒による流暢な日本語スピーチをはじめ、各国

の踊りやマジックショーなどの各種出し物を楽しみました。また、ボランティアによる手作りの各国料理もふるまわれ、盛会の

うちに終わりました。 

チリは南北に長いため、北部、中部、南部と地域によって特徴が異なり、北部は天文観光、中部はワイン、南部は世界で

一番乾燥したアタカマ砂漠、トレッキング等それぞれの地の利を活かしたものが人気となっているそうです。 

子どものためのワークショップでは、模造紙によるモアイ像作成、国旗の塗り絵を楽しみました。大使館の方によるチリについて

のクイズもあり、チリの素晴らしい自然や文化を感じることのできるイベントでした。次回はベネズエラ編を２月 16 日に予定し

ています。お楽しみに！ 

成田ヒスパニックサークル 10周年記念 チリ編 

成田日本語教室主催 国際交流の集い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペイン語サロン 

国際交流カレンダー(１月) 

 7 日(火) 広報部会・編集会議(市役所/16：30～)* 

1９日(日) サンブルーノ市中学生友好訪問団 

  第１回事前研修会(市役所/９：00～) 

21 日(火) 広報部会・最終校正(市役所/16：30～)* 

26 日(日) New Year Party! (中央公民館/13：00～) 

   ＊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 

 本年 2020 年は令和で迎えるスタートの年。また干支にお

いても最初に出る「ネズミ年」。令和の出典とその思いを大切

にして１年を過ごしたいですね。及ばずながら編集子もネズミ

年のはしくれです。小ネズミのように周囲を良く見て、何事にも

負けないよう進んでいきたいもの。 

 夏には本年の最大イベントであるオリンピック・パラリンピックが

開催されます。国内外の動きが活発になり、良い思い出が残

せるよう協力していきましょう。          （Y.IKEDA） 

 

 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:0476-22-4494／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 

 今年の New Year Party！のテーマは “Sweets of the World”。 

 私たちの生活を潤すお菓子。日本同様、世界には様々なお菓子があります。New Year Party! で他国の 

お菓子を通して異文化を学びましょう。このおいしいイベントをお見逃しなく♪ 

日  時：令和２年 1 月 2６日(日) 13：00～        会  場：中央公民館 講堂 

入場料：500 円                             問合せ：協会事務局 ℡23-3231 

 

    

問合せ：協会事務局 ℡ 23-3231 

 

New Year Party! 2020 

 スペイン語、ラテン文化ファンの皆さん、お待たせしました。今年度２回目のスペイン語サロンを開催いたします。

今回もスペイン語ネイティブの方々を３人講師にお招きします。日曜日の午後をスペイン語でお楽しみください。 

日 時：令和２年２月９日(日) 14:00-15:30     会 場：ぱん茶屋（上町 551 下田康生堂） 

会 費：500 円(会員限定)                   申込み：協会事務局 ℡ 23-3231 

 

 

 

 成田ヒスパニックサークルでは、今年もメキシコの伝統的なパン、Rosca de Reyes(ロスカ・デ・レジェス)を作りま

す。「ロスカ・デ・レジェスってなんだろう？」 ご興味のある方は是非参加してみてください。 

Solo Para Miembros de NIFS. Reservacion Necesaria. 

 

 Rosca de Reyes 

日 時：令和２年１月 12 日(日) 13:00-17:00     会 場：中央公民館 調理室 

会 費：大人(中学生以上)1000 円/子供(4 歳以上)500 円                   

申込み: 井上シルビア ℡ 090-9100-1320 

                                             E-メール silinoue@hotmail.com 

                                                            

 

 

 

 

【訃報】 協会前元事長であり、協会のためにご尽力くださった林 智樹氏が 12 月 7 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。 

Tel:0476-23-3231／Fax:0476-22

