NIA●

NI-Youth が国際フェスタ CHIBA に参加しました

認知度の向上と新しいつながりが実現
原リー海渡 （NI-Youth）

5 月 19 日(日)、神田外語大学にて、「国
際フェスタ CHIBA」が開催され、NI-Youth

On May 19th, 2019, the International
Festival took place at the Kanda

はブースを出展して参加しました。目的
は、千葉県内における国際団体との連携
と、NI-Youth の活動の認知度向上のためで
す。
この日は NI-Youth 数名が自分達のブース

University of International studies. The
purpose of the NI-Youth to be there was
to make connections with other
international organizations in Chiba.
This festival also helped us with being

をセッティングすることから始まりまし
た。場所は、１つの教室を柏市国際交流協
会とシェアをして、それぞれがそこでブー
ス出展をしました。彼らは世界の文化クイ
ズをしていました。NI-Youth は、自分達の

more
recognized
in
the
Chiba
community.
The day started with a couple of the
NI-Youth members setting up the booth
in a room. We shared the space with

活動紹介と組織について書かれたポスタ
ーをブースの後ろに貼り、訪れた家族連れ
に子供達とは折り紙をして大人には説明
をしました。何人かは海外から来た人もい

another organization from Kashiwa;
their
name
was
the
Kashiwa
International Association. They had
games for people that quizzed them on

て、その場合は、私が英語で対応をして
NI-Youth の活動を紹介しました。全体的に
来場者は、主にタスカルーサ市との姉妹都
市交流事業について興味を持ってくれて
いるようでした。

the cultures of the world. For our booth,
we put up posters that explained what
kind of group we are and the events that
we organized. As people came and went,
we made origami with children and

NI-Youth メンバーは交代で会場を見学
しました。屋外には多くの国際団体がブー
スを出展していました。屋外のイベントは
楽しかったです。たくさんのテントがあ
り、手作りクッキーや、ホットドック、コ

talked
with
people
about
our
organization. Some people, who were
from outside of Japan, also visited our
booth. I spoke to them in English, talked
about the NI-Youth, and learned a little

ーヒーなど、海外の食べ物も売っていまし
た。ウィスコンシン出身の人がソ―セージ
を焼いていたので、さっそく話しかけてみ
ました。テキサス出身の私の友人ニコラス

about them. The topic of the Tuscaloosa
Sister City Exchange Program was the
centre of most discussions. People were
intrigued by the idea of such a program.

も招待しましたが、彼もとても楽しんでい
ました。日本ではあまり見かけない場面で
あるように思いますが、こうして多くの文
化が一緒に混じり合っていることにとて
も感激しました。展示はほとんどが日本語

When it was my turn to look around, I
saw
many
other
international
associations. I couldn’t read much
Japanese, but all of them seemed very
interesting. Outside the building we

NIA●
だったので残念ながら私にはあまりよく
理解できませんでしたが、みんなとても楽
しんでいるように見えました。
今回は全体的に NI-Youth にとっては、
PR 活動によって認知度の向上や他団体と
のつながりが実現できてとても良かった
と思います。
現在 NI-Youth は登録メンバー23 名と小
さい組織ですが、学生中心のグループとし
ては、今回のように認知度の向上とともに
新しいつながりができることが、グループ
の成長につながると思います。

were in was very fun. Many tents sold
outside food like homemade cookies,
hotdogs, coffee, etc. I even talked to a
guy that cooked sausages and he was
from Wisconsin. I also invited my friend
Nico, who is from Texas, and he enjoyed
the whole event. It was very lovely to see
so many cultures brought together as it
does not happen very often in Japan.
Overall, I think the festival really
helped us with publicity, recognition,
and connections. The NI-Youth, only 23
members, is a small but growing group
of
students
and
creating
new
relationships
along
with
being
recognized can help us in the future.

訪れた子供たちと折り紙

