
 

  

月 日 行事(予定) 

４ 21(火)・23(木) 行事 初級・英会話講座 前期開講⇒新型コロナウイルスの影響により延期 

６ 

7（日） 行事 世界の料理を楽しむ会①⇒新型コロナウイルスの影響により中止 

 14（日） 行事 英会話サロン① 

 28（日） 総会 総会 
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4（土） 行事 新規会員親睦会 

上旬 受入 サンブルーノ市中学生訪問団・30 周年記念訪問団受入れ 

中旬 行事 スペイン語サロン① 

 8 
19(水)~26(水) 派遣 

NZ・フォクストンに「2020NARITA 少年の翼」を派遣⇒新型コロナウイルス

の影響により中止 

下旬 行事 国際交流研修ツアー(場所未定) 

9 
中旬 行事 やさしい日本語講座開講（全 6 回） 

下旬 行事 初級・中級英会話講座（全 10 回・3 月終了予定） 
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4（日） 行事 成田市国際市民フェスティバル(協力事業) 

上旬 派遣 サンブルーノ市姉妹都市締結 30 周年記念訪問団派遣 

16(金)～18(日) 受入 日韓交流サッカー大会受入れ(仁川広域市中区との民間交流) 

下旬 行事 世界の料理を楽しむ会② 

11 中旬 行事 英会話サロン② 

12 上旬 行事 サンブルーノ市中学生友好訪問団 応募者面接選考会 

1 下旬 行事 New Year Party! 

2 
中旬 行事 スペイン語サロン② 

中旬 行事 世界の料理を楽しむ会③ 

３ 
初旬 行事 英会話サロン③ 

下旬 派遣 サンブルーノ市中学生訪問団派遣 

今年度は、おなじみのイベント「世界の料理を楽しむ会」、「英会話サロン」、「スペイン語サロン」の他、昨年開催してご好評 

いただいた「初級英会話講座」の拡大版「初級・中級英会話講座」を開催いたします。 

また、姉妹都市米国サンブルーノ市との姉妹都市締結 30 周年記念訪問団の派遣・受入れを予定しています。 

間近に控えた東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の成功、また共生社会の実現に貢献できるよう、会員の

皆さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます。 
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 本年度開催予定の初級・中級英会話講座は、応募者多数のため初級クラスを増設し、初級 I、初級 II

の２クラスとし、３クラスとも応募者が定員の 15 名に達しましたが、新型コロナウイルスをとりまく状況が不安

定なため、誠に残念ながら開催を延期とさせていただきます。講座開始は、現在のところ９月頃を考えており

ますが、状況によっては再度変更になる可能性もありますことをあらかじめご了承ください。何卒よろしくお願い

申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染（かんせん）拡大（かくだい）を防ぐ（ふせぐ）ため 

To prevent the spread of COVID19 

3 つの密（みつ）をさけましょう Avoid: 

密閉（みっぺい）   Poorly ventilated spaces 

密集（みっしゅう）   Crowded places 

密接（みっせつ）   Close physical contact 

 

 NO! 3 “MITSU” 

 

☆To prevent the infection 

-Wash your hands frequently with running water & soap 

-Wash your hands thoroughly before touching your mouth, nose or eyes, especially after 

  going out or coughing 

-When coughing, follow cough etiquette such as covering your mouth and nose with a 

tissue 

 

 

 

☆Medidas preventivas 

-Lavarse las manos con jabón frecuentemente. 

-Especialmente, lavarse las manos al regresar de afuera. 

-Al toser, cubrirse la boca y nariz con pañuelos de papel. 

-Ponerse una mascarilla y No vayas a un lugar donde mucha gente se reúna. 

 

 
☆ 预防方法 

● 频繁的用流水和洗手用肥皂以及洗手液来洗手。 

  ● 特别是外出后以及咳嗽之后，在触摸嘴，鼻子和眼睛之前，一定要先彻底的洗手。 

● 咳嗽时请大家要注意，一定要用面巾纸来挡住口鼻，遵守公共道德。 

● 务必佩戴口罩，尽量避免去人口集中的场所。 

 

 

初級・中級英会話講座 開催延期のお知らせ 



 

令和 2(2020)年度 会費納入のお願い 

新年度が始まりました。今年１年の様々なイベントを支えるために、会員の皆様の会費納入をお願い致

します。会費の納入はゆうちょ銀行もしくは千葉銀行でお振込みいただくか、事務局窓口にて直接お支払

いください。 

 

 ・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」 

 ・ゆうちょ銀行 （同封の払込取扱票にてお支払いください） 

 

 昨年度までゆうちょ銀行の振り込み手数料を事務局で負担しておりましたが、負担の公平性を図るた

め、今年度より、ゆうちょ銀行、及び千葉銀行の振り込み手数料につきましてはご負担いただきますよう、

何とぞご理解のほどよろしくお願い致します。 

 ※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。 

お知らせ：事務局の関口さんが異動になり、代わって髙木さんが着任されました。また、中国語担当スタッフ潘さんに

代わり、梁さんが着任されました。関口さん、潘さん、今までありがとうございました。 

サンブルーノ市中学生派遣事業中止のお知らせ 
 ３月 25 日に出発予定だった令和元年度サンブルーノ市中学生派遣事業は、新型コロナウイルスの世界的

な感染拡大の影響により中止となりました。誠に残念ですが、皆様のご理解、ご協力のほどをよろしくお願いいた

します。 

 はじめまして、4 月から事務局で中国語を担当させて頂く梁です。中国の出身ですが、日本には三十年近く住んで

おります。今後より視野を広げ、国際交流活動に参加していきたいと思っています。仕事はまだまだ未熟ですので、皆

様ご指導の下、早くお役にたてるように頑張っていきますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

はじめまして。4 月より国際交流係の担当になりました髙木と申します。 

成田市の国際交流事業を会員の皆様とともに、より充実したものとなるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

新型コロナウイルスの感染拡大により様々なイベントの中止や延期が相次いでおります。この感染症が早期に終息

し、みなさまが交流事業を存分に楽しめる環境に戻ることを願っております。 

 



 

英会話サロン 参加者募集！ 

新規会員親睦会を開催します 

 英語でスポーツや、観光について話してみませんか。もちろんその他の話題も大歓迎。美味しいお茶と 

お菓子をいただきながら、英会話を楽しみましょう。 

 皆様のご参加をお待ちしております。 

日  時：６月 14日(日) 10：30～   定  員：15名 

場  所：ぱん茶屋     申込み：事務局 ℡23－3231 

参加費：500円     講  師：市内 ALT他 

 

 新規会員の皆さんに、協会の活動をより良く知っていただくために、新規会員親睦会を開催します。

３つの部会や、交流のある各国の友好姉妹都市の紹介、その他協会に関する質問にお答えします。 

 協会についてもっと知りたい方、是非ご参加ください。 

対 象：平成 30年 4月１日以降加入の方        申込み：協会事務局 ℡23－3231 

日 時：7月４日(土)  14：00～16：00      申込み締切り：6月 19日(金) 

会 場：ぱん茶屋(上町５５１)   最小催行人数：５名 

国際交流カレンダー 

６月 14日(日) 英会話サロン  

             ぱん茶屋（10：30～) 

6月 28日(日) 総会 

   (成田市役所 6F/13:00~) 

  7月 4日(土) 新規会員親睦会 

              ぱん茶屋（14：00～） 

 

  

  

            編集後記 

毎日コロナで始まり、コロナで終わる日々が続いており、新

型コロナウイルスの実態がわからない不安とともに、感染拡大

がいつ終息するのかわからない状態です。オリンピックやそれに

関連する行事も延期となりました。また協会の主催するイベ

ントも中止に追い込まれています。毎年３月に予定していた

米国サンブルーノ市への中学生派遣も取り止めとなりました。 

新型ウイルスと人類の戦いは今に始まったことではなく、数

年おきに新たな戦いがやってきます。常にウイルス対策の準

備体制を整えておくことが、感染拡大を防ぐことになます。 

早く日常の生活に戻ることを期待いたします。（Dai） 

 

                         （Dai） 

 

ニュ－ズレタ－（年 4回発行）次回は７月中旬発行予定です 
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総会のお知らせ 
 令和２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、令和元年度事業報告・決算、

令和２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：６月 28日(日) 13:00～  場所：成田市役所 6階 大会議室   

  

 

【追記 新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により、中止または延期となる可能性がありますので、ご承知おき下さい。】 
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