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ご挨拶 

                              

                              会長  八木 絵里 

 

 

 神戸・シアトル姉妹都市協会は２０１５年２月に設立１０周年を迎えます。協会の趣旨にご

賛同いただき、会員数も着実に増え続けています。会員の皆さまや協力してくださる方々のお

かげで、市民レベルでの交流を中心に活動の幅も広がり、青少年の育成を推進していくことを

目的に、２０１４年３月には中学生ホームステイプログラムとして、８名の中学生がシアトル

を訪問しました。参加した子どもたちがプログラムを通じてそれぞれに貴重な経験をして帰っ

てきました。海外に出て感じることも多かったことでしょう。この経験は、間違いなく今後の

彼らの人生に活かされることと思います。今後もまた、このような交流の機会を作っていきた

いと思います。 

 来年度は１０周年を記念して、特別行事を企画します。皆さまからのご意見やご要望もお待

ちしています。是非とも、一緒に協会の行事を盛り上げていただきたいと思います。 

 友好都市として、これまで両市間の間で醸成してきた交流を一層深め、市民同士の幅広い交

流を進めていくこと、世代を超えて受け継がれている人々の往来が教育や文化など、人々の 

心をつなぐ様々な交流に発展することを願って止みません。 
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●シアトル・ホームステイプログラム報告 

                              高見 芳明 

 

 神戸・シアトル姉妹都市協会の新しい国際交流の活動として、昨秋に中学生をシアトルにホ

ームステイさせ現地の学校の授業に参加することを提案し、参加者の募集をホームページ他で

開始しました。今年 1 月に 8 名（男 5 人、女 3 人）の参加希望者が集まり実行することになり、

期間は春休み中の 3 月 21 日から 31 日までで、詳細なスケジュールは協力いただくシアトル・

神戸姉妹都市協会のカーリン会長に調整を依頼しました。 

 出発までに先方に提出する書類の作成、協会で作成したマニュアルの説明などの事前ミーテ

ィングを行い、事務連絡はメールでした。 

 シアトルでの受け入れ先は、エクステイン中学校のカート・トンプソン先生の日本語教室。 

この中学校は生徒が 1,200 人いる公立の学校で、外国語は他にスペイン語、フランス語があり

ます。 

収入の多い家庭の地域なので音楽教育などの設備が充実していました。 

以下に日程順に概要を報告します。 

 

・3 月 21 日；伊丹空港に 10 時半に集合し、羽田経由でシアトルに午前 11 時 15 分に到着した。

空港で出迎えの垣内神戸市事務所所長（学校の授業日以外の

行事でお世話になった）大塚さん（シアトルの協会の人で以

後ほぼ毎日、何らかの形でお世話になった）達に会い、その

後シアトル協会のカーリン会長と合流してエクステイン中学

へ向かった。学校では日本語クラスの生徒と自己紹介をして

からホームステイ先の生徒と保護者と共に各家庭に向かった。 

 

・3 月 22 日；終日ホストファミリーと自由行動をした。 

 

・3 月 23 日；シアトル協会のメンバーの住居に付属

するホールで歓迎パーティが開催され 50 人程が参加

した。我々の生徒たちは日本の歌を歌った他、剣玉、

空手の演技をした。 

 

・3 月 24 日；生徒たちはホームステイ先の生徒と共

に 3 つのクラスに分かれて色々な授業に参加した。こ

の学校では、ホームルームのクラス単位で生徒たちが各科目の先生の教室に移動して、授業を

受けるシステムである。 
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・3 月 25 日；神戸の協会で高校生のホームステイを

受け入れているＵ Ｐrep 校を訪問した。エクステイ

ン校から歩いて 15 分程の所にある中学高校一貫の

私立学校で、生徒数は中学 3 学年で 200 人、高校 4

学年で 300 人である。私立なので設備が充実してお

り、国際交流専門部署のローレン先生達にアテンド

していただいた。ダンスと体育の授業に参加した後、

年に 2 回開催される音楽祭も見学できた。 

 

・3 月 26 日；急遽、職員会議の開催が決まり午前中のみの授業になった。我々の生徒は全員日

本語教室に待機して、授業に来る各クラスの特別プログラムに参加した。内容は日本の学生達

が前に出て自己紹介し、歌「花は咲く」の内容を説明してＣＤに会わせ歌唱指導をした。その

後、剣玉・こま回し・だるま落としのゲームをした。午前中だけだが 3 回同じような内容の授

業に参加した。 

 

・3 月 27 日；垣内所長、大塚さん他の車 4 台に

分乗してマイクロソフトの本社に行った。 

ビジターセンターなどで過ごした後、シアトル

の協会から事前のアポイントが取ってあった

ゲームラボを訪問して、ゲーム開発の一端の見

学をした。帰る時に案内してくれたマイクロソ

フトの日本人社員から、皆様も将来の就職先の

候補として当社を考えて欲しいと言われた。 

 

・3 月 28 日；我々の生徒は 6 時限を日本語教室で過ごした。1 時間目こそ東半球の歴史と地理

だったのでのんびりしていたが 2 時間目から 6 時間目まで 5 回の授業は日本語だった。 

まず、持参したビデオで神戸市の紹介を見た後に質疑応答に答え、小グループに分かれ我が生

徒達がリーダーとなってカルタ取りのゲームをした。同じことを 5 回繰り返したので 2~4 回目

位は調子が出ていたがさすがに 5 回目位になると疲れが見えていた。 

 

・3 月 29 日；エクセテイン校から日本に来る生徒達の旅費を集めるための、リサイクルバザー

があった。ホームステイ先の生徒の半分弱が参加したが、それ以外は自由行動になった。我々

からは旅費の足しにして欲しいと、現金 250 ドルを寄付した。 

 

・3 月 30 日；エクステイン校に朝集合しホームステイの家族と別れを惜しんだ後、垣内所長、

大塚さん他の 4 台の車に分乗し空港に向かった。シアトルを 13 時過ぎに出発し、帰りも羽田経

由で 31 日の 23 時過ぎに伊丹に到着。出迎えの家族に無事会うことが出来た。 
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 11 日間にわたる今回のプログラムは、シアトル・神戸姉妹都市協会のカーリン会長のアレン

ジのお陰により、お客さま扱いで無く、我々の生徒達は主体的に授業に参加出来て、非常に充

実したプログラムになったと思います。また垣内所長や大塚さん達の大いなるサポートにより

全員、大きなトラブルもなく無事にスケジュールをこなせたことに大変、感謝しています。 

 トンプソン先生によれば、「シアトルの中学校で日本語を教えているのは 17 校あるが、姉妹

都市である神戸市の影が薄いように感じる」との事。 

我が協会も今回の活動をスポットで終わらせるのではなく、定例行事的なものに発展させてい

きたいと考えています。 
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僕がシアトルに行って感じた事             八木 瞭汰  

 

僕にとっては今回で５回目のシアトルでした。今回は友達と一緒にシアトルへ行き、ホームステイ

をしながら、シアトルの中学校の授業を体験するという、とても貴重な経験をさせてもらいました。

なかでも、中学校で日本語のクラスに入って日本や神戸について紹介することであらためて日本や

自分の住む町神戸について考えるきっかけになりました。 

ホームステイでは家族とサッカーやゲーム、剣玉をし

たり、テレビ局や観光に連れて行っていただいたりする

中で、アメリカの流行の物、アメリカの文化や歴史を学

ぶ事もできました。今でもホストファミリーに教えても

らった音楽を自分の音楽プレイヤーに入れて日常的に

聴いています。日本語を勉強している同い年のチャーリ

ーは、日本の食べ物や音楽に興味を持っていて色々なこ

とを質問してきました。自分の話したいことが英語でう

まく伝えられたときはとても嬉しく、お互いのことを知り合えることはとても楽しいと思いました。

次にまたシアトルに行く時までには、これまで以上に英語で深い話ができるようになりたいと思い

ます。僕はサッカーが大好きなので、チャーリーや友達とサッカーができたこと、シアトル・サウ

ンダーズの試合に行けたことは嬉しかったです。 

今回は、グループリーダーとしてとても多くの人の前でスピーチをするという機会もあり、それ

も急だったので緊張はしましたが、英語を話すことの勇気をもらいました。出発前の短い期間でし

たがシアトルの学校や姉妹都市協会の人たちと歌う曲を友達と選曲し、その曲の CD や歌詞のロー

マ字版も作製しました。また、剣玉やお手玉の練習もやりました。パフォーマンスが終わっていろ

んな人たちから、「すごく良かった！！」と声を掛けてもらったときには達成感を感じることができ

ました。中学校でも剣玉が流行っていき、ホームステイ先でも友達が遊びに来て、みんなで剣玉で

盛り上がりました。 

これら全てのことをシアトルの楽しい思い出として僕の心に深く刻むことができました。 

 最後になりますが、現地で今回のプログラムを支えてくださったシアトルの姉妹都市協会の

Karin さん、大塚さん、神戸事務所の垣内さん、Eckstein 中学の Thompson 先生、 

U Prep の先生方をはじめ多くの方々には心から感謝しています。本当にありがとうございました。 
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一人でのステイ                        松村 真咲 

 

私はこの１１日間、アメリカで多くの事を学びました。 

今回は今までと違って、親が居ない状態でのホームステ

イだったので、始めはとても緊張しましたが、ホストフ

ァミリーと一緒に過ごすうちに、段々とその緊張もほぐ

れて行き、普通に会話出来るようになりました。 

 学校から帰宅後は、毎日ホストファミリーと色々な所

へ出かけて楽しい時間をすごしました。観覧車に乗ったり、チョコレート工場見学に行ったり、

音楽の博物館に行ったり…。 

ここには書ききれない程、ホストファミリーにはお世話になりました。 

以前、ホームステイさせてもらったホストファミリーとも再会して、ゆっくり食事や話す事も

できて、とても充実した１１日間だと思います。 

行くまでは 1 人で不安だったけど、帰る日を忘れていた程、とても楽しかったです。 

これからもホストファミリーや友達を増やして、大人になってからもまた会いに行けたらいい

なぁと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもいで                        柳瀬 將希 

 

今回の経験は私にとって初めての経験ばかりでした。 

シアトルでの経験は、英語や外国への関心が深まりました。 

ホストファミリーは４人家族で「チャーリー」という明る

い男の子がいました。買い物やプール、チェス、サッカー

観戦などチャーリーや御兄さん。友人と楽しく毎日を過ご

しました。U PREP など学校

で日本の文化を説明したり

一緒にカルタやダンスなどもしたり、慣れるまで緊張をしました

が、訪問先のみんなもコミュニケーションを取ろうとしてくれて

とても嬉しかったです。アメリカの学校は、日本では考えられな

いぐらい自由でうらやましかったです。また、マイコロソフト社

の訪問やテレビ局の見学なども良い思い出です。 

もっと英語を勉強し、またホストファミリーに会いたいです。  
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シアトルでの素敵な出逢い               山内 梨愛                           

 

私は初めて行ったシアトルで多くのすばらしい体験をさせてもらうことができました。 

行きの飛行機の中で他のみんなはゲームをしたりしていたけれど、私はずっと寝ていたのでシ

アトルについた時、「海外に来た！」という感じは全くせず空港から車で学校へ行くまでに道路

標識が英語だったり、日本ではみないような大きな車や黄色いスクールバスを見て「あぁ、私

は今アメリカにいるんだ。」と実感しました。 

みんなと別れて、始めてホストファミリーの家に行く時

とても不安な気持ちでいっぱいでした。私を迎えに来て

くれたのは私より２歳年下のキエラとそのお母さんで

した。２人は緊張している私に優しく話しかけてくれて

おかげで私も全然しゃべれないけれど何とかコミュニ

ケーションをとることができました。家には９歳のソフィアと５歳のジェイクがいて２人はと

てもおもしろくてまたとても可愛かったです。夕食の後、みんなで日本では聞いたことのない

色々なゲームをして楽しみました。ソフィアはサッカーをしているようでサッカーの練習をし

ている姿はとてもかっこ良かったです。またジェイクは家族からクレイジーと言われるほど陽

気でサービス精神が豊富な男の子でした。 

ホームステイに行く前からずっと行きたかったスターバックスに３回も連れて行ってもらい

ました。そして、夢だったコットンキャンディ―フラペチーノをついに飲むことができました。

このコットンキャンディ―フラペチーノはアメリカ限定で日本では飲

むことができないいのです。だから、ホームステイから帰った後１カ月

ぐらいはずっと友達に自慢していました。 

また現地の学校に行った時日本の学校と違う所がたくさんありました。

まず登下校にスクールバスを使っていて運転手さんは私が想像してい

たようなメガネで少しぽっちゃりした白いひげのおじさんでした。あと

髪の毛の色や肌の色も様々でみんな私服だったし、ピアスをあけている

人もいました。一番印象に残ったのは髪の毛は金髪で毛先だけ緑色の人です。授業もとても自

由な感じで私が行っている学校とは正反対な雰囲気でした。やっぱり、日本の学校とは全然違

うんだなぁと思いました。 

日本に帰る時、もうキエラとお別れなのかと思うととて

も寂しくて、キエラとお互いに目をうるうるさせながら

お別れを言い合いました。 

このホームステイでたくさんの人に出会い、たくさんの

事を経験しました。 

この経験をこれからの生活にも役立てていきたいです。 

そして、英語をもっともっと話せるようになりたいです。 
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初めての海外・ホームステイ               西川 結翔 

 

僕はアメリカの空港に着いた時、緊張と不安と期

待で胸が一杯でした。 

空港からホストファミリーと待ち合わせの場所ま

で現地の方が送って下さったのですが、英語が聞

き取れず何を言っているか全く分からずとても不

安でした。 

ホストファミリーは、日本から来た僕をとても歓

迎してくれ、英語が聞き取れないときは、身振り

手振りを加えて、ゆっくり話してくれたり日本語をまじえて話してくれてとても嬉しかったで

す。又、食事では、大好きなサーモンを食べさせてくれたり回転ずしにも行き同じものが重な

らないように気を遣っていただきました。シアトルのサーモンは今までに食べたことないくら

い最高においしかったです。いろいろな場所やレストラン、ショッピングモールなどに連れて

行って下さり、楽しすぎてあっという間に時間が経っていました。 

 マイクロソフト本社に行ったことも勉強になりましたが、アメリカの学校、Ｅｃｋｓｔｅｉ

ｎとＵ－ｐｒｅｐの２校に行き違った雰囲気を味わうことが出来たことが印象深かったです。

Ｕ－ｐｒｅｐでは、ホッケーを初体験して、楽しいスポーツだと思いましたが、思っていたよ

りハードだったので少し疲れました。Ｅｃｋｓｔｅｉｎでは授業の見学や日本語クラスのアシ

スタントをさせていただき良い体験になったと思いました。毎回、同じことを繰り返すので教

師は大変だなと思いましたが、最初の授業で何を言っているのか分からなくても繰り返し聞く

うちにだんだん何を言っているのか分かってきて楽しく、面白かったです。 

 アメリカと日本の違いは車の車線が反対などもありま

すが、(シアトルでは)雨が降っても傘をさすのではなくパ

ーカーのフードをかぶるということ、校庭は芝生だという

こと、その他いろいろな文化があり聞くもの見るものすべ

てに驚きました。 

 僕の出会った人すべてですが、つたない英語を一生懸命

最後まで聞いて、英語がわかりやすいようにゆっくり話し

てコミュニケーションをとってくださったことが一番嬉

しかったです。シアトルで学んだものはとても大きいと思います。 

 このホームステイの間にたくさんの方々と交流ができ、さらに英語に興味を持つことができ

ました。このようなプログラムに参加させていただいたこと、お世話をしていただいた方々に

心から感謝いたします。 

ありがとうございました。  
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                            種 俊太 

十日間のシアトルでの滞在を終え、自分の中の変化がい

くつかあります。 

一つ目は、英語に対する学習意欲が湧いてきたという事

です。母国語を話せない環境の中で、外国人の話す英語

についていけないということに気付いたからです。外国

人の話す英語は予想よりも早く、また自分のボキャブラ

リーが貧弱であるということが分かり、もっと英語を勉

強せねばと思うようになりました。 

二つ目は海外の文化に興味を持ち始めたことです。アメリカと日本には大きな文化の違いがあ

ります。例えば、日本では毎日お風呂につかりますが、アメリカではそうとは限りません。ま

た、違いを知っていても慣れないこともありました。しか

し、ステイ先の人達は僕が理解できるまで何度もゆっくり

と話してくれました。僕も逆の立場に立った時に同じよう

に解りやすく説明しようと思いました。 

このプログラムに参加させていただき、とてもいい経験が

できました。 

 

  

                              多田 晴喜 

シアトルでまず感じたことは、とにかく人が多いという

ことでした。 

 ちょっと車に乗ったら驚くほどの車が走っていて、デ

パートに行ったら人がウジャウジャいて、少し疲れると

思った。でも、住宅街に入ったら自然が多く静かだった

ので、それにも驚かされた。日本と違って土地が広いの

で、ビルなどの建物もあるのに自然が多いので空気がき

れいでした。 

 とにかくアメリカは全部規模が大きくて面白かったで

す。飲み物にせよ建物にせよ、何でもかんでも大きいのが日本にはないものでした。学校も日

本とは違って机もバラバラだったり、みんなで話し合いながら考えたりと、すごくにぎやかで

自由なスタイルでした。だからこそ、色んなユニークな考えを持っ

た天才が生まれるんだなと思いました。 

 学校以外でもみんなフレンドリーで、バスの中では全く知らない人

どうしが話しあっています。日本ではあまりない光景だからすごい

と思った。僕の場合、バスの中では基本的にイヤホンで音楽を聞い

ているので、そんなことはまず考えられないですね。でも、それは

あまり良くないことなのかなと思わせられるほど、みんな話しあっていました。 

 このような経験を生かして、これからの行動のことも考えようと思いました。 

貴重な体験をありがとうございました。  
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●２０１３年度 活動報告 

 

生駒山ハイキング                 高見 芳明 

 

11 月 16 日の 9 時に阪神三宮駅に集合し 1,800 円の奈良・斑鳩 1DAY チケットを買い、

9 時 13 分発の奈良行き快速急行に乗り生駒駅を目指しました。天候は絶好のハイキン

グ日和の快晴で芳賀、吉川、上原、前田夫妻、高見の 6 名の参加でした。今回はたまに

は六甲山以外へ行こうと言う趣旨で企画しました。 

 近鉄生駒駅でケーブルに乗り換え生駒山山上に 11 時

に着きました。見晴らし台から大阪方面を見たのですが、

暖かいのでもやっていて下見に来た時に明石大橋まで

見えたのと比較すると見通しは今一つでした。話題の阿

倍野ハルカスは見えました。 

遊園地のミニ汽車の用地内にある６４２ｍの最

高点を確認してから辻子谷コースを石切のホテル

セイリュウに向け出発しました。前日の雨で足元

が少し滑りやすかったのですが順調に歩いて途中

の水車小屋で休んだ後、ホテルに 2 時に着きまし

た。ここで、軽く昼食を食べた後、温泉につかり

疲れを癒しました。 

温泉につかるとビールが飲みたくなり石切駅前

の喫茶店で軽く一杯飲んでから 16 時 5 分発の急行に乗り難波で乗り換え三宮に帰りま

した。 

下見の時にあった地元のハイカーに神戸から来たと言うと六甲山があるのになぜ生

駒山まで来たのかと言われたのですが、やはり次回は六甲山の方が良いかなと思いまし

た。 

 

 

英語を楽しむ会 

 

現在 10 名のメンバーがいます。しかし、70 才ぐら

いの平均年齢ですから体調不良などもあり最近は 6

名前後の出席となっています。 

内容はテキスト「アメリカ口語教本 初級用」で現

在 Lesson 6 に入っています。 

初めの頃よりは少し慣れた感じはありますが、思っ

たことをスムーズに喋るにはまだまだ、勉強を継続

していくことが大事だと思います。 

「習うより慣れよ」まずは、元気で出席することが大切であると感じています。  
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２０１４年 新年懇親会  

 

恒例の新年会を１月２６日(日)、昨年好評だった 

ダイナミックキッチン＆バー 燦 にて開催しま

した。神戸市役所国際交流推進課 松田さん、新

たに法人会員になって頂いたヴィッセル神戸取締

役副会長 三木谷研一さん、生田神社から安部初

男さん、そして、英語を楽しむ会のビリー・バル

ク先生をはじめ、総勢４０名近く(大人２９名、中

学生以下１０名)と盛大な新年会となりました。 

八木会長はじめ、様々な分野で活躍されている方のあいさつの後、暫く歓談を楽しみました。 

次に、考えに考えたゲームをしました。まず、子どもが引いた座席番号の人が順に、紐に結び

付けられたプレゼントをひき当てる。そして、自己紹介を兼ねて、質問に答えるというように

していきました。人数が多いので少し時間がかかってしまいましたが、会員同士の親睦も深め

られ、楽しいひとときとなりました。 

途中、協会の将来を願うかのように、空にきれいな虹がかかりました。ガラス張りの店内から 

は本当にきれいに見えました。あっという間に予定の時間が過ぎ、話もつきなかったのですが、

一本締めで閉会となりました。 

※昨年の倍近くの人数にもかかわらず、同じ会場だったので、狭くご不便をおかけしました。 

 

 

KOBE国際交流フェア 2014 

 

今年も３月１５・１６日に“心おどる体験♪ステキな笑

顔”をテーマに開催された、KOBE 国際交流フェアに

参加しました。１５日は外国人スピーチ大会・世界のこ

どもたちの今 トーク＆写真展・交流パーティに参加、

１６日は神戸ハーバーランド スペースシアターでの参

加団体の展示・販売ブースにて、当会は毎年恒例となっ

た「シアトルチャウダー」を販売しました。 

毎年好評を頂いているガーリック味のクルトンをのせた特製シアトルチャウダーと、今年はそ

れに少し趣向を加えて、当会法人会員のコストコホールセールの全粒粉テーブルロールを限定

３５個販売しました。シアトルチャウダーと相性が良かったのか、こちらは早々に完売。 

神戸ハーバーランドの Umie が昨年開業してから初のフェアだったため、客数を見込んでいた

のですが、思っていたほどには客足はこちらに向かず一時は苦戦しましたが、「毎年楽しみにし

ています」「美味しいのでおかわりに来ました」等々の嬉しいお言葉をいただきながら、シアト

ルチャウダーは約 100 食を完売しました。 

また、この国際フェアに合わせて、新たに協会のカラーパンフレットも作成を致しました。 

パンフレットを通じて少しでも多くの方に、神戸とシアトルとの交流、私達の活動を知ってい

ただく事が出来て良かったと思います。 
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●２０１４年度その他の予定 

 

☆トンプソン先生 (Eckstein Middle School) 来神  ７/２８〜８/６  

＊７/３１トンプソン先生・八木会長・高見さん市役所訪問 

＊８/２トンプソン先生とホームステイ参加学生達の会食会（ロイン三宮店予定） 

  

☆ 秋のハイキング １１/１５(土) 予備日１６日(日) 摩耶山散策 

   ＊予定コース：摩耶ケーブル下集合→摩耶ケーブル→摩耶ロープウェー→摩耶山頂上→ 

天上寺→穂高湖散策（弁当）→カスケードバレーを通って護国神社前バス停→解散（歩

行時間は２時間半〜３時間） 

   ＊集合時刻；９時５０分、摩耶ケーブル下 

     １０時発のケーブルに乗車 

   ＊参加希望者は、ご連絡ください。 

 

☆ １５年新年会 １月下旬予定 

 

☆ U Prep高校生来神 ３月下旬〜４月上旬 

＊ホストファミリー募集中！ 

 

☆ 神戸・シアトル姉妹都市協会発足１０周年記念行事 

＊ 企画立案中！ 会員のみなさまへアイデア募集します。 

 

 

ホストファミリー登録のお願い 

シアトルなど、海外からのゲストを受け入れてくださるホストファミリーの登録を受け付けて

います。 

ホストファミリーとして、ゲストの受け入れに興味・関心がある方、また、内容や時期などに

よっては受け入れが可能な方も是非登録してください。登録していただいた方の中から、個々

の条件に合いそうなゲストが来られたときに、直接ご連絡させていただきます。 

登録を希望される方は、 

①「ホストファミリー登録」 

②氏名・年齢（代表者だけで結構です） 

③住所 

④家族構成（性別、年齢もお書き添えください） 

⑤最寄り駅 

⑥その他希望事項（受け入れ条件などの希望がありましたら必ず書いてください） 

以上をお書きいただき、FAX にて八木宛（078-785-8205）にお送りください。 

皆様の登録をお待ちしています。 
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平成 25 年度 会計決算報告書  平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日 

                                     （単位：円） 

収入の部 支出の部 

項目 金額 摘要 項目 金額 摘要 

前年度より繰越 

余剰金 

２４年度会費（個人） 

２５年度会費（個人） 

２４年度会費（法人） 

２５年度会費（法人） 

 

寄付金 

 

助成金 

 

 

雑収入 

 

 

 

 

利息 

１１７，１６３ 

    ７５０ 

６，０００ 

１２９，０００ 

 ２０，０００ 

 ４０，０００ 

 

１２，２００ 

  

２５，０００  

  

  

３０，８５０ 

   

 

 

 

     １３ 

       

 

 

新年会 

２人分 

４３人分 

コストコ  

コストコ、ｸﾘﾑｿﾞﾝ､ﾌｯﾄﾎﾞ

ｰﾙｸﾗﾌﾞ 

個人；6 口 

 

兵庫県社会福祉協議会 

ひょうごボランタリー

基金 

２０１４年 KOBE 国際 

交流フェア売上金 

 

 

 

ホームページ代（24 年 1 月～

25 年 3 月） 

ニューズレター印刷、発送 

U-PREP 受け入れ費用 

新年会関連 

イベント参加 

 

 

 

振込みによる手数料 

通信費 

事務消耗費 

ﾎｰﾑｽﾃｲ引率者運賃補助 

交通費他 

 

２２，２００ 

   

 ２３，５７３ 

２５，０９５ 

１４，６５５ 

１７，５７４  

   

  ５，０００ 

 

２，４５０ 

 １６，０９５ 

３，９３３ 

１００，０００ 

  ４，７６０ 

 

  

   

 

    1,480 円×15 か月 

 

６月発行（120 部） 

お土産他 

景品他 

神戸国際フェア‘１３ｼｱﾄﾙ

ﾁｬｳﾀﾞｰ材料費､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

参加料 

 

ゆうちょう振込み手数料 

 

封筒、インクカートリッジ 

 

合計 ３８０、９７６  合計 ２３５，３３５  

差し引き残高 １４５，６４１     三井住友銀行￥１４５，６１１  ゆうちょ銀行￥３０ 

 

上記の通りＫＳＳＣＡの会計決算を報告いたします。  平成２６年３月３１日 

 

                       会計 西尾尚子 高見芳明 

 

会計監査報告 会計監査を実施、帳簿等を調査した結果、上記の通り相違ないことを認めます。 

                          平成２６年３月３１日 

 

                       会計監査 薄木公平 ㊞  
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年会費（H26.4.1～H27.3.31）振込みのお願い 

 

当協会の活動は、設立主旨に賛同された会員の方々のご協力、ご支援によって運営しています。 

本年度においても、以下のとおり引き続き活動に賛同していただける会員の方々のご協力をお

願いいたします。 

◆ 学生会員（１８歳以下） １，０００円/１口    ◆ 個人会員 ３，０００円/１口 

◆ 法人会員       ２０，０００円/１口 

 

なお、振込先は下記のいずれかでお願いします。 

 

<銀行振込> 三井住友銀行 神戸学園都市出張所  

         普通 番号：３６３００３８ 

名義：コウベシアトルシマイトシキョウカイ 

       

 

<郵便振替>  同封の払込取扱票に記載のある、ゆうちょ銀行の口座記号番号 

         ００９７０＝６＝１５４４２４  

         名義：神戸ーシアトル姉妹都市協会 

        

＊ 振り込み手数料は個人負担でお願い致します 。 

２０１４年度ボードメンバー紹介 

           KSSCAボードメンバー 役割分担表        2014.4  
 

 

 

会長    八木絵里  

 

広報 
吉川正一郎  松村薫   横山智子  

山内純子 
 

 

企画 芳賀雄彦   岩井恵子  薄木公平  

 

総務 吉川正一郎  

 

会計 高見芳明   西尾尚子  

 

会計監査 芳賀雄彦  
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神戸・シアトル姉妹都市協会 

Kobe-Seattle Sister City Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

 

代表者      八木 絵里 

連絡先      〒655-0007 神戸市垂水区多聞台１丁目 10-20-507  

   Tel/Fax        (078)785-8205 

ホームページ   http://kssca.net 

【活動内容】  

当協会は草の根交流のサポート、推進を行うための団体として、以下のような活動を中心に

行っていきます。  

① 会報誌の発行  

② 交流会の実施 

・ 姉妹都市協会会員やシアトルから来神している人を対象とした交流会やイベント

等の開催 

③ 国際交流事業の実施・サポート 

・ 神戸市の事業への協力や各種交流プログラムのサポート 

・ シアトル・神戸姉妹都市協会（シアトル側協会）との連携・交流 

※この他にも今後様々な活動を行っていく予定です。 

【年会費】 

学生会員   １，０００円（１８歳以下）/１口 

個人会員   ３，０００円/１口    

法人会員   ２０，０００円/１口  

 

当協会の活動は、設立主旨に賛同された会員の方々のご協力、ご支援により運営していきます。 

上記の他にも、当協会の活動内容にご賛同いただける方のご協力、ご支援をお願い申し上げま

す。 

当協会会員にお申し込みいただける方は、以下の様式に必要事項を記入のうえ、事務局代表八

木宛に Faxをお送りください。後日、会員の振込先をご連絡させていただきます。 

住所 

 

氏名 

 

Tel/Fax 

 

E-Mail 
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Kobe-Seattle Sister city Association 

 Kobe-Seattle Sister City Association (KSSCA) is a volunteer-based Association that helps promote and 

facilitate friendly relations between kobe and our sister city,Seattle. 

 KSSCA aims to increase the mutual understanding and friendship between the people of both cities, bridge 

the gap in language and customs ,and cultivate exchanges at the grassroots level. 

 

KSSCA’s primary activities are as follows: 

 

1.News letter Publication 

2.Exchange events in Kobe for association members and guests from Seattle 

3.Support for international exchange programs 

 

KSSCA will continue to foster programs and exchanges. 

 

Our two cities celebrated the 50th anniversary of the Kobe –Seattle Sister City relationship in 2007. 

KSSCA also provided support for programs related to this anniversary. 

 

KSSCA is looking for peole who have an interest in or connection with Seattle. 

If you are interasted in participating in the KSSCA, please join us ! 

 

Membership    

Individual:  ¥ 3,000         Student(under 18):  ¥ 1,000  

Corporate:  ¥ 20,000 

 

Please fax this form to 078-785-8205. 

Name: 

 

Address: 〒 

 

TEL / FAX:                                     

 

Email 
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法人会員紹介 

 

 

法人会員募集のご案内 

 

私たち、神戸・シアトル姉妹都市協会は、相互の都市に暮らす市民が言葉や習

慣の違いを超え、理解と親睦をより一層深めることが出来るよう、広く草の根

レベルの交流を活性化することを目的に活動いたしております。 

当協会の活動は、設立主旨に賛同された会員の方々によって運営を行います。 

 

私たちの活動趣旨にご賛同いただける法人さまのご協力、ご支援をお願い申し

上げます。 

  

 Big THANK YOU to Our Corporate Sponsors! 

     COSTCO（コストコ ホールセール ジャパン 株式会社） 

http://www.costco.co.jp/ 

   ヴィッセル神戸(株式会社 クリムゾンフットボールクラブ) 

   http://www.vissel-kobe.co.jp/ 
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(株)クリムゾンフットボールクラブ取締役副会長 三木谷研一様からのメッセージです。 

「神戸・シアトル姉妹都市協会のご活動をヴィッセルとしても応援しています。 

米国というと4大スポーツがクローズアップされますが、 

シアトルではサウンダーズというプロサッカーチームが人気を博しています。 

ヴィッセルもタイトル目指して頑張っておりますので、ぜひスタジアムでの観戦もお楽しみください！」 

 

 

 

 

 

 

ヴィッセル神戸 チーム情報 

   2014 年成績（Ｊ１）  第 3 位 2014 年 6 月現在      

             勝ち点 24＝ 6 勝 6 分 2 敗 

             26 得点・17 失点・得失点差＋９ 

 

 

   2014 Ｊリーグ 試合日程 

試合日程 キックオフ 対戦相手 

7/19  (土) 19:00 対 サガン鳥栖 

7/27  (日) 19:00 対 ガンバ大阪 

8/9   (土 19:00 対 アルビレックス新潟 

8/23  (土) 19:00 対 ベガルタ仙台 

9/20   (土)  対 エスパルス清水   

注：神戸ユニバーサルスタジアムにて 

                      

  ホームグランド：ノエビアスタジアム神戸 

所在地      〒652－0855 神戸市兵庫区御崎町１丁目 2 番 2 号 御崎公園内 

  ホームページ   http://www.noevir-stadium.jp/  
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（神戸・シアトル姉妹都市協会事務局） 

 

会長：八木絵里(078-785-8205) 

 

岩井恵子 薄木公平 高見芳明 西尾尚子 芳賀雄彦 

        松村 薫 横山智子 吉川正一郎 山内純子 

 

            ホームペーシ htt://www.kssca.net    

             神戸・シアトル姉妹都市協会 

 

編集 広報委員 
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