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祝 55周年 神戸訪問団 シアトルを訪問  八木絵里 

 

   神戸市とシアトル市の姉妹都市提携が 2012年に 55周年を迎え、神戸・シアトル姉妹都市協

会のメンバー１８名は、神戸市の矢田立郎市長と一緒に総勢 65 名の訪問団としてシアトルを訪れ

ました。そして同時に、2012年は神戸港とシアトル港が姉妹提携をしてから 45周年という記念すべ

き年でもあり、それぞれの各団体関係者が同行しました。 

 （ニュースレター前号にて紹介しました）5 月に神戸に来られたシアトルの皆さまが、温かく私た

ちを歓迎してくださいました。 

行事が盛りだくさんで、個々に滞在日数は違っていましたが、あっという間の滞在期間だったと

いう感想です。神戸とシアトルについて一緒に語れる仲間も増え、その交流の歴史と両市の深い

関係を改めて実感しました。これまで築いてきた関係をさらに深め、今後も幅広い分野での交流を

重ねていきながら、両市の関係がより一層発展していくことを確信しています。 

 

シアトルMike  McGinn（マイク・マッギン）市長表敬訪問 

  

 平成 24年 7月 27日、マッギン市長を表敬訪問し、今後も神戸・シアトル両市間の友好関係を

深め、交流活動を推進していくことをお互いに確認し合いました。 

  姉妹都市提携をしている市はたくさんありますが、神戸とシアトルのように市民で作る姉妹都

市協会が両方に在り、このように活発に活動を続けているというのは他にあまり無いそうです。 

 神戸・シアトル姉妹都市協会（KSSCA）とシアトル側のシアトル・神戸姉妹都市協会（SKSCA）

が今後も協力し合って両市の交流活動を発展させていくためにも、相互のよりよい友好関係を築

いていきたいと思います。 

 神戸・シアトル姉妹都市協会から、市長へ 55 周年の記念品の贈呈を行いました。 

マウスパッドにもなるものです。そして、市長からは、写真パネルをいただきました。 
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シアトル市・港湾局主催祝賀会 

 

 ７月27日にシアトル港湾局で行われた祝賀会には、シアトル市のマイク・マッギン市長や神戸

市の矢田立郎市長、シアトル港湾局 CEO のテイ・ヨシタニ氏、同局コミッショナーのロブ・ホーラン

ド氏、太田清和在シアトル日本国総領事、そして両市の姉妹都市活動関係者が出席しました。 

 

 挨拶に立ったマッギン市長は、「シアトルと日本のつながりは深く、シアトルには多くの日系人

が住んでいる。昨年日本で起きた大震災においてはシアトルの人々が支援を行った。前市長のニ

ッケルズ氏は市内各地に消防署を設置することで震災後の神戸を訪問して学んだことを活用して

いる。こうしたさまざまなことは、シアトルと神戸が 55 年にわたり育んできた人と人とのつながりの強

さと姉妹都市関係継続の決意の現われである」と話されました。 

 また神戸市の矢田市長は、「シアトルと神戸は姉妹都市提携55周年、港湾・教育・ビジネス・文

化など多方面での交流に取り組んできたこと、シアトル港と神戸港も姉妹港として45周年を迎え、

今後も両市の関係強化が期待されている」と語られました。 

 

 その後、神戸の生田神社の皆さんが、巫女 2 人による神楽 『豊栄舞』 を披露され会場から

大きな拍手を受けていました。 

 レセプションの後半は、ビュッフェスタイルで食事を楽しみ、この間パーティーに出席され

ていた方たちと交流しました。 

 正装した子供たちは、私たちの協会以外は大人ばかりで、いつもと違った雰囲気の中、少し

大人しかったです。 
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１．ボーイング工場の見学 (7 月 28 日) 

 

早朝７時過ぎホテルを出発、８時過ぎより工場見

学。この見学は現地のシアトル・神戸姉妹都市協会

の特別な計らいで、一般見学前に行われたもので日

米両協会会員約３０名で見学した。 

エバレット組立工場でＢ７４７，Ｂ７７７，Ｂ７

８７を女性ガイドに案内され時間をかけてゆっくりと見学した。この工場建屋は世界最

大規模としてギネスに認定されている。各ラインでは２から３機が流れ作業で機体が組

み立てられており、工場が巨大なせいか作業員もまばらでゆったり時間をかけて組み立

てているように見えた。特に望んでいた最新のＢ７８７の組立ラインを見ることができ

大変印象的な見学となった。 

 

 

最新鋭機Ｂ７８７（ドリームライナー）について 

この最新鋭機の特徴は炭素繊維強化プラスチックなど複合材料を５０％使用し、軽量化による

航続距離、速度、燃費が大幅に向上している。また複合材の使用により機内湿度による機体金属

への耐腐食性が改善し、機内の乾燥が和らぎ乗客にやさしい空調が可能となった。 

特にこのＢ７８７は日本企業と関わりが深く、川崎重工は炭素繊維製前部胴体、主翼部品さらに

はロールスロイスと提携のジェットエンジンを、三菱重工は同主翼を納入するなど機体部品の３５％

が日本製である（Ｂ７７７は２０％）。これら大型部品を

運ぶジャンボを改造した専用大型輸送機（工場横に２

機駐機していた）が定期的に中部国際空港との間を

往復しているとのこと。さらに材料の炭素繊維（カーボ

ンファイバー）は１００％東レが納入し、機体完成１号

機はＡＮＡに引き渡され昨年９月に羽田に到着した。

今回我々がシアトルへ出発の際、ＡＮＡ国内線で伊

丹から羽田までこのＢ７８７に搭乗できたことは幸運で、

いっそう興味深い工場見学となった。 
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コーストガード基地の見学 (7 月 28日) 

 

ボーイングに引き続きこの地域の沿岸警備隊の指令基

地を訪問し、コントロールセンター、高速警備艇および

砕氷船を見学した。日本の海上保安庁に当たるが、隊員

は軍人資格であり有事は海軍に所属する。基地に入るに

は日本出発前に書類を FAX し事前審査を受け、かつ基地

ではパスポートはじめ厳重なチェックがあり恐る恐る入

場した。いったん基地に入場が許可されると、コントロールセンターの監視設備を詳し

く案内され、さらに隊員用食堂で昼食を共にするなどフレンドリーで親切かつ和やかに

見学をさせてもらった。 

通常はシアトルを中心とした広い地域の海上交通の安全確保が主な仕事である。常に軍艦、潜

水艦はじめ民間の大型輸送船、大型客船、クルーザー、ヨットなどこの海域を多くの船舶が航行し

ており、この基地で監視しこれらに指導、注意喚起を行っている。また事故、病人などへの緊急対

応や時には不審船への捜索を行う。 

北に位置するシアトルならではの大型砕氷船が配備されてい

たのは興味深く、この船に乗船し詳しく案内をしてもらった。この

時若い士官が仕事へのプライドを感じさせる案内・説明をしてく

れたことで、頼もしい軍人の一面に接しこのアメリカのたくましい

若者に強い印象を受けた。 

 

 

シーフェア・トーチライトパレードに参加 

 

２０１２年７月２８日夕方、法被と「神戸」「KSSCA 神戸・シアトル姉妹都市協会」と書かれたキラキ

ラモールをつけた大きな団扇を身につけ、リュックには夏の花や花火、一部には日本の企業広告

が描かれた面白い「うちわ」を約１５０本準備し、私たちはスペースニードルがあるシアトルセンター

に集まりました。 

インターナショナルディストリクト地区までをパレードする、Seafair のメインイベントに参加するた

めです。矢田神戸市長、スマイル神戸の岩本彩さんが乗車するオープンカーに続き、私たちは神

戸市職員・議会関係者、生田神社のみなさん、シアトルコミュニティクイーン、SKSCA のカーリン会

長とメンバー等々の「神戸・シアトル姉妹都市提携５５周年団」として一緒に歩きました。 

シアトルのみなさんはとても温かく、「KOBE！」と叫んでくださったり、大きな拍手で迎えてくださ

いました。準備したうちわは、子供達が沿道の子供達に配ってまわりました。時には「日本大好き！」

「かわいい！」の日本語での声援もいただき、子供達も一瞬の事でありながらも、嬉しい交流が出

来ました。 
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沿道のパワフルな声援に負けじと「こんにちは~！」と、みんなが声をそろえて挨拶したり、地元

TV のカメラにズームされたりと、約 4km の道のりは楽しいうちにあっという間に終わってしまいまし

た。 

シアトル市民のみなさまの真心を直接感じられた、貴重な経験をさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シアトルマリナーズ野球観戦 

2012年７月 29日 、セーフコ・フィールドにて、カンザスシティ・ロイヤルズ戦を観戦しました。 

副市長ダリル・スミス夫妻、シアトルのみなさん、矢田市長はじめ神戸からの訪問団の方々とマウ

ンド近くのとてもいい席で会話も弾み、応援にも力が入りました。日本のように、試合中応援歌を歌

うことはなく、一球一球目を凝らして観戦しているように思いました。 

シアトルマリナーズ神戸デイということで、市長はネーム入りのマリナーズのユニフォームを着て、

始球式をしました。そして、試合途中には、電光掲示板に私たちの姿と英語で姉妹都市協会の文

字がうつしだされました。とてもいい記念になりました。 

そして、子ども達には実際にベースを走らせてもらえるイベントがあり、とても長い列を 

並び、選手たちの踏みしめるグランドにつき、順に全速力でベースを駆け抜けることができまし

た。貴重な体験となり、子どもたちも喜んでいました。 

イチロー選手は移籍したあとで残念でしたが、神戸デーの試合を観戦できて良かったです。 
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シルバーカレッジ１７期生の報告 

今回、神戸からシアトルへの訪問団の中に、ＫＳＣ（神戸シルバーカレッジ）８名が参加されました 

以下はその報告です 

日系シアトル市民との交流   

 

１． サウスイースト・シアトルシニアセンター訪問 (SESSC) (7月 31日) 

5 月に神戸に来られたジョシー、スミスさんが会長をしていた

SESSCを訪問した。会長の任期は 2年で我々の訪問時には会

長はエベリン、フェアーチャイルドさんに交替していた。場所は

シアトル市の南西部の郊外で住宅地の真ん中にある。利用者

はヨーロッパ、アフリカ、アジア系と多彩であった。日本の公民

館のような 2 階建ての建物と隣接したリサイクルショップがあり、

売り上げを運営資金に充てていた。1 階が広いホールと調理場、

2 階が小部屋でパソコン室、医務室、多目的小ホール、パッチ

ワーク室、古い織機を収めた倉庫などであった。 

日系女性がボランティアで通訳してくれ、彼女が 92歳と聞いて驚いたが、他にも日系コンサーン

ズのボランティアもされている。 

町内会のような感じでシアトル市の補助金も出ているが最近は少なくなってきている。職員は 5

人で 210 人のボランティアで運営している。パートの職員はいない。ボランティアの中には 19 人の

インストラクター（美術、マッサージ、ヨガ、スペイン語、歌など）ジョシー、スミスさんは手芸のインスト

ラクターで平均、月に 20 日程出席している。他には料理のボランティアは月に平均 16 日、ビンゴ

ゲームには平均 5~6 日参加している。ボランティアは食

事位は提供されるが外は全く無償奉仕である。 

また、見た感じでは友達同士のようで誰がボランティ

アなのかさっぱり区別できなかった。 

10 時過ぎに着き場内の見学をした後にホールでの昼

食に参加した。昼食は一人 3 ドルで提供されており我々

が訪問すると言うことで七面鳥をメインにした感謝祭と同
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じ特別メニューであった。会場には 50人程おりアンケートの協

力を依頼すると 34人が回答を熱心に書いてくれた。 

ジョシー、スミスさんの息子のダリル、スミス副市長も特別参

加し我々の紹介と挨拶をされた。その中で今日はカジノ行き

の行事があったので参加人数が少なくなるのを心配したが予

想外に多く参加されて安心したと言われた。 

食事後に職員がピアノを演奏していた。リクエストはと聞か

れたので手をあげ「上を向いて歩こう」のイントロを弾いもらった。我々が練習していた曲だったので

あなたの伴奏で歌いたいと言うとびっくりしていたが伴奏してくれた。引き続き持参したＣＤを使い

炭坑節の盆踊りをした。日系の女性も飛び入りで参加してくれた。その時に振付が異なることや特

に男性はうまくないねと正直なコメントをもらった。また、引き続き共に踊りたそうだったのに次の上

原さんの謡いに移ってしまったのは進行ミスだったと反省している。ただ、我々が一生懸命に演技

をしていることは伝わり盛り上がったことは嬉しかった。 

この後、シアトルで成功した日系人が作った日本庭園で、その後シアトル市に寄贈されたクボタ

ガーデンの見学に SESSC の主要メンバーの案内で行っ

た。    

 

 

 

 

 

 

 

シアトル・神戸姉妹都市協会主催歓迎会 at Beecher’s 

 

7月 29日は、シアトル側の姉妹都市協会主催の歓迎会に招待されました。 

パイクプレイスマーケット内にある無添加手づくりチーズのお店で、常に行列ができているくら

いの人気店ですが、その日は贅沢にも貸切りでした。 

 訪問団のメンバーがリラックスして、チーズやオードブル、美味しいワインや飲み物 

に会話を弾ませていました。 

普段はチーズ工房でチーズ作りの工程を見ることもできます。帰りには、チーズのお土産までい

ただきました！ 

 

二度目のホームスティ      松村真咲 

  私と母は、2012年度のシアトルジャズボーカルコンテスト高校生 

部門の優勝者、テイラーの家にホームスティさせてもらいました。 
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彼女の家族は音楽が好きで、お母さんのジュディーさんはピアノ

の先生をしています。 

家には様々な楽器が置いてあり、マリンバやハープなど普段触

れる事の出来ないような楽器も、自由に弾かせてもらえて、とても嬉

しかったです。 

私は、家に居て自由な時間は、いつもピアノを弾いていました。 

 

 

 

２０１２年夏 シアトルホームステイ  岩井恵子 （直人） 

 

７月２９日から８月３日までの５泊６日 Corliss Ave の Simmons家にホームステイ 

させていただくことになりました。お父さんの Mark,おかあさんの Lara,兄の Owen, 

弟の Jackの四人家族でした。みんな笑顔がすてきで、あたたかい家族でした。 

子どもたちは、小学校で日本語を学んでいて、簡単な日本語の通訳ができ、助かりました。 

あとは、電子辞書片手にコミュニケーションをとりました。 

初日、Ride the Ducks of Seattle という水陸両用のバスに乗り、ユニオン湖に着水、 

ダウンタウンへ、風が気持ちよく、運転手のパフォーマンスで、みんなノリノリでとても楽しかっ 

たです。そのあと、湖のそばでいただく Ivarsのクラムチャウダーは、最高。 

一番思い出に残ったのは、Lara さんと私とでサンドイッチをつくり、ピクニックに行ったことです。

いい天気で子どもたちは芝生の上でキャッチボールなどしてのんびりと過ごし、自然を満喫しまし

た。Ballardの Fish Ladderでは、ガラス越しに鮭を眺めることができ、網ですくい取る姿が面白く

て、時を忘れるくらいみてしまいました。 

Chittenden Locks では、水門が閉鎖され、ボートや船が浮かんだまま水位が増減する光景も、

ついつい見とれてしまいました。 

小学校の日本語を学んでいるお友達たちとその家族で Home Party を開いてくれました。 

メンバーの中に、日本人の奥さんがいらっしゃり、またまた通訳をしてもらい、おかあさんたちと和

やかに過ごしました。子どもたちは、仲良くなるのも早く、日本語をとても上手に話しながら、バレー

やキャッチボールなどして遊んでいました。手作り料理もとてもおいしく、楽しい時間を過ごせまし

た。みなさんに感謝します。 

あっという間の６日間でした。最後に日本から持参したわらびもちキットで Lara さんと一緒にわ 

らびもちを作りました。きなこがおいしく好評でした 

そして、空港では、ゆっくりと話すことができず、感謝の気持

ちを充分伝えることができませんでした。 
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父 Mark さんが言っていた 「ここを自分の家と思ってまた来

てください。」と・・本当にありがとう。またいつか会えますよう

に・・・ 

※２０１３年６月に、Lara さんと Owen くんが日本に来ます。

残念ながら、Owen くんは、東京の小学生宅でホームステイ、 

しかし、Lara さんとは神戸で一日会う予定です。 

 

 

神戸市シアトル新事務所長挨拶     垣内 正雄 

 

皆さんこんにちは。この度、神戸市シアトル事務所に赴任しました垣内と申します。よろしくお願いい

たします。 

当事務所はシアトルのダウンタウンに位置し、私と現地職員の 2 名で姉妹都市交流の促進や文化・

教育の交流、当地での神戸市の PR、企業誘致等を行っております。 

私自身、シアトルは今回の赴任が初めてですが、当地は、港、坂道、緑と神戸を髣髴とさせる風景が

広がっており、とても住みやすい街です。また、こちらに来て驚いたことは、市内に「神戸ベル」「神戸テ

ラス」など、神戸ゆかりのスポットが多いこともそうですが、街の人々が本当に神戸のことをよくご存じであ

るということです。これは、これまで55年にわたる姉妹都市としての長い歴史と、神戸・シアトル双方の姉

妹都市協会の皆さんをはじめとする市民レベルでの交流が今、実を結んでいるのだと思います。 

皆さんご存知のように、今年は 1957年に姉妹都市提携が締結されてからちょうど 55周年にあたり、こ

れを記念して双方で様々な行事が開催されています。 

5 月にはシアトルから、スミス副市長をはじめとする代表団が神戸を訪問されました。滞在中は神戸ま

つりやジャズコンサートなどの各種歓迎行事が行われ、姉妹都市協会の皆様方にも大変お世話になり 

ました。代表団の方々は神戸の皆さんの温かい歓迎を受け、本当に喜んでおられました。 

また、7月から8月にかけては、矢田市長、藤原議長や、高校生、労働団体、生田神社、YMCA、ジャス

訪問団、お祭り大使、シルバーカレッジなど総勢 60 名もの方々がシアトルにお越しになり、シーフェア

パレードやジャズコンサートなど様々な行事に参加されました。もちろん代表団には八木会長をはじめ

たくさんの姉妹都市協会の方々も参加いただき、市民レベルでの交流を深めていただきました。 

これらの事業が成功したのも、八木さんやカーリンさんたちの大変なご努力のおかげだと神戸市職員

一同大変感謝しております。 

 

 私も新米ながら日々神戸の PR に、交流の促進に努力しているところです。ちょうど先月、当地で開

催された秋祭りで姉妹都市協会のブースをお手伝いしたのですが、その際神戸の写真を興味深く眺め

ている白人の老婦人がいらっしゃいました。お聞きしますとなんと彼女は 90 歳で、神戸で生まれ育ち、

太平洋戦争開戦でアメリカに帰るまで神戸にお住まいだったそうです。その後彼女とは昔話に花が咲き、
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今ではすっかり仲良くなり、先日はお宅にお邪魔して昔の神戸のお話をたっぷりと聞かせていただくこ

とができました。彼女も美しい現在の神戸の写真を見て大変喜んでおられました。 

このように、神戸とシアトルを結ぶ架け橋はいたるところで見つけることができます。今後も人と人のつ

ながりを大切に、どんどんネットワークを広げて、交流の促進はもちろん、神戸のシティーセールスや企

業誘致に頑張っていきたいと思いますので、姉妹都市協会の皆様方もどうぞ引き続きご協力いただき

ますようお願いいたします。 

 

２０１３その他 活動報告 

U Prep高校生が来神 

 

４月６日（土）U Prep 高校生たちは小雨降る中、三宮に到着してホストファミリーたちと対面しまし

た。バスの到着時に、ＫＳＳＣＡが準備した Welcome Bag、お土産などを各人に渡し喜ばれました。 
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奈良一日観光 

4月8日、前日の悪天候とは打って変わった晴天の下、吉川、梶原、上原、高見の 4人でU prep 

の 8人を奈良に案内した。三宮から直通急行で近鉄奈良に行き駅でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの中川さん

と合流した。 

 まず、猿沢の池経由で興福寺に行くと、お釈迦様の誕生日の法要が行われており一同興味深

く見学すると共に水かけに参加した。その後の奈良公園では鹿に大喜び、U prepの学生が鹿せん

べいを持つと鹿が殺到し、ちょっと怖そうに餌やりをしていた。 

 前日の強風で桜はダメかと思っていたが木陰などは丁度見ごろの満開で皆さん大満足であっ

た。東大寺では建物と大仏の大きさにびっくりしていた。また境内のしだれ桜はまさしく満開で非常

に綺麗であった。ここでも花祭りの行事をしていたが待ち行列が長く見学だけにした。境内の売店

では T-シャツ、財布、お守りなどのお土産を懸命に探して買っていた。また、お金を使うたびに手

帳にメモしているのはしっかりしているなと感じた。 

 昼食は三月堂の側にある絵馬堂茶屋で皆さん箸をうまく使って天ぷらそばなどを食べていた。

引率の弥生先生以外は日本が初めてで、見るもの総て珍しいらしくあちこちで止まりゆっくりとした

ペースだったので当初に予定していた春日大社は省いて県庁近くの日本庭園「吉城園」を見た後、

駅近くで自由時間を 30分程取りショッピングにあてた。 

 帰りの直通急行の中では皆さんお疲れ気味ではあったが満足されているようであった。 
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 生田神社参拝 

 

２０１３年４月９日、生田神社が華やかになりました。 

Uprep の歓迎行事として、昨夏のシアトルへの訪問団に参加された生田神社のご協力の下、先

生・生徒達が生田神社の正式参拝を経験することが出来ました。また、日本伝統文化を身なりから

も経験してもらいたいと、会員の水野慶子さんが、先生には矢がすりの着物と袴、男子高校生には

羽織袴、女子高校生には振り袖と、参拝にあたり「日本伝統の正装」での参列を実現するために全

ての着物を準備してくださり、控え室では美容師である娘さん、お弟子さんと共に着付け・ヘアスタ

イルまで整えてくださいました。 

日本人である Yayoi 先生も袴姿になったのは初めてだったと感動してくださり、生徒達は初めて

の着付けにとまどいながらも、仕上がった日本男子・日本美女の自分に惚れ惚れした様子。記念

撮影用にと準備してくださっていた蛇の目傘や手まりを手に持ち、朱色生える晴天の生田神社殿

をバックに何枚も写真を撮っていました。 

そんな様子を見ていた、居合わせた参拝者や観光客からは歓声があがったり、撮影を頼まれた

りと、一時生田神社は日本の伝統が醸し出す品と、アメリカ人ならではの華がコラボレーションされ、

それはそれは素敵な光景でした。 

正装で挑んだ正式参拝では、Brent Hanower 君が代表を務めて玉串奉奠を行い、みんな緊張

の面持ちでしたが、無事に執り行われました。この後、履き慣れない草履に駆使しながらも生田の

森を歩き、雅楽の歴史や楽器を手にとって実際に音を出すことにチャレンジしたりと、存分に日本

伝統文化に触れました。またこの様子は、神戸新聞の取材もうけ、翌日の記事にも掲載されまし

た。 
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合同フェアウェルパーティー      

 

 U Prep の学生が帰る前日の夜には、啓明学院において Farewell Party が開催さ

れました。前回同様 Potluck 形式で、啓明学院側と神戸・シアトル姉妹都市協会のホスト

ファミリー、啓明学院の学長他先生方と生徒、そして姉妹都市協会のメンバーが集まり、

それぞれが食べ物や飲み物を持ち寄り、テーブルの上にはお寿司、ピザ、おにぎり、サン

ドウィッチ、和そば、スパゲッティ、焼きそば、からあげ、コロッケ、スープ、サラダ、デザート、

など色とりどりに盛り付けられたご馳走が盛りだくさん並べられました。 

   はじめに、啓明学院の国際交流プログラム担当の Ted Kitchen先生より、ご挨拶 

  がありました。両高校の交流も 4回目となり、互いの学生が文化や習慣を学び合い、 

  様々な経験を通して理解と友好を深めてきているということ、そして、啓明学院、姉妹都市

協会のメンバーをはじめ、ホストファミリーの協力によってとても充実した日々が過ごせた

ことに感謝の意を伝えられました。その後、神戸・シアトル姉妹都市協会会長 八木絵里、

U Prep 引率教師 Anne Bingham 先生、啓明学院の代表生徒、学長先生のご挨拶と続き

ました。学長より、U Prepの生徒へプレゼントも贈呈されました。 

   そのあと、啓明学院の生徒による琴の演奏がありました。素晴らしい演奏でした。 

  続いて、U Prepの生徒たちによるパフォーマンスとして「Call me baby」の歌とダンス、啓明

学院の生徒たちのパフォーマンスとして「江南スタイル」の歌とダンス 

  が披露され、会場は手拍子で盛り上がりました。笑いあり、感動ありの楽しい演技で 

  した。練習の成果も発揮されて、生徒たちもとてもいきいきとした表情でした。 

   食事のフリータイムになると、高校生や先生、そして姉妹都市協会の子どもたちも、U Prep

の生徒と一緒に混ざって会話や食事を楽しむ姿がとても印象に残りました。それぞれの

経験をシェアし合い、積極的に交流する様子に感動しました。回を重ねるごとに、お互い

の信頼関係や絆も、より一層深まってきたように思います。今後もこの 

  交流関係が両市の発展につながるように、私たちも期待しています。 

   ホストファミリーとして、快く協力して下さった皆さま、この場をかりて心よりお礼を申し上げ

ます。ありがとうございました。 

   また、協会のメンバーで、受け入れ期間中にデイトリップや、イベント、送迎など様々な場

面でご協力いただきました皆さま、本当にありがとうございました。今年も無事に U Prepの

生徒を受け入れることができましたことは、皆さま一人ひとりの思いを行動にしてくださった

からだと深く感謝しております。 

   この経験は、U Prep の学生からまた彼らの後輩たちへと

繋がっていくことでしょう。 

   再来年の来神を楽しみにしています！！ 
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ホームスティ受け入れを終えて    大山律子 

 

まだ子供が小さい中、１７歳の男の子を受け入れるにあたり不安もありましたが、私達家族にとっ

て大変大切な思い出になりました。 

素直なとても優しい子で１１歳の息子はお兄ちゃんが出来たようなに毎日彼との時間を楽しんで

いました。 

 何より驚いたのは、彼が日本に来た理由。忍者や侍と言った日本の歴史的な興味ではなく、

任天堂やマンガに興味があるからでした。 

時代は変わっているんですね。次回までにはもう少し英語のスキルアップを目指したいものです。

スタッフの皆様ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめてのホストファミリー   武藤友子 

 

楽しそう！と本当に気軽に受け入れを決定してみたものの、初めての経験に準備する物一つと

ってもあやふやなまま歓迎する日がやってきました。 

我が家に来てくれた生徒さんは、１６歳の男の子でした。最初はお互いに緊張していたのですが、

帰宅して子供たちが大喜びで出迎えると段々と緊張もほぐれてきました。６歳の長男も１歳の娘も
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お兄ちゃんが出来たと大喜び。初日から、一緒に寝たい！と駄々

を捏ねるほどで、旅の疲れを案じながらも見ていて楽しく、安心出

来ました。 

とても野球の好きな少年だったので、自由行動の時は甲子園

など色々な球場を見に出かけたり、大阪城で兜をかぶったり、私

たちにとっても新鮮な体験が出来ました。子供たちは彼が帰国し

た後も彼とのたわいもない会話や過ごした時を心に刻むことが出

来たようです。 

私たち家族に宝物のような時間をプレゼントして下さり、協会の方々にも大変感謝しております。 

 

 

 

 

秋のハイキングの予定 

 

生駒山 ハイキング 

日時：Ｈ２５年１１月１６日（土） 阪神三宮駅西口 ９時集合 

前日午後７：００ ＮＨＫ 天気予報大阪・奈良の降水確率５０％以上の場合は 

翌日に順延する  連絡先：高見（090-6905-1877） 

 

ハイキングコース  生駒山 （大阪、奈良の県境にあり高さ６４２ｍ，山頂には遊園地もある） 

① 近鉄生駒駅からケーブルで生駒山頂に行き、石切温泉に向かう 

 約４ｋｍ   所要時間 １時間半 

② 近鉄南生駒駅から奈良街道・暗峠経由で石切温泉に向かう 

約９ｋｍ   所要時間３時間 （一般的にはこのコースがポヒュラーです） 

 

１０月ごろに下見をして当日のメンバーを見て最終的にコースを決める予定です 

三宮帰着は石切温泉で一休みすれば午後４時ぐらいと思います 
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２０１４年新年会の予定 

 

日時： ２０１４年１月２６日（日）  午後１２時～１５時頃まで 

会場： 三ノ宮交通センタービル１０階 「ダイナミックキッチン＆バー 燦（サン） 

ビュッフェスタイル ランチ形式です。２０１３年新年会で好評でした。 

 

２０１２年その他活動 

２０１２秋のハイキング（六甲山から有馬温泉へ） 

 

 神戸シアトル姉妹都市協会恒例のハイキングを２０１２年１１月１８日(日)に行いました。９時３０

分に六甲ケーブル下駅に集合。紅葉の季節でケーブルの駅には大勢の人が集まっていました。

そこまで来るのにバスが満員で何台か乗り過ごした人もいました。ケーブルで山頂駅まで行き、そ

こでＴＶ体操第一で身体を馴らしました。参加者は、吉川、松野、西野、乾、上原、芳賀の６人です。

１０時１０分にケーブル駅から歩きはじめ、神戸ゴルフクラブの中を通って１０時５５分に六甲カントリ

ーハウスに着きました。始めてハイキングに参加の人もいましたが皆元気で予定より早く着いたの

です。 

 そこで昼食を取り、更に新しく出来た展望台に登りました。展望台の中は中が空洞になってお

り、その中にらせん状の階段があります。少し寒かったので余り長くは滞在しないで次の行動に向

かいました。松野、西野の２人はそこからバスで帰宅、残りの４人は紅葉谷を通って有馬温泉に向

かいました。紅葉は山の上部では殆ど終わっていましたが中途から綺麗になりはじめ、ケーブル下

の鼓ケ滝では丁度見ごろでした。この日は雲が多かったのですが、雲が動いて太陽が出るのを待

つと素晴らしい紅葉が見られました。鼓ケ滝からかんぽの宿の前に出、そこで温泉に入るか瑞宝寺

公園に行くかの議論がありましたが、早く紅葉を見ながら一杯という人が多く、瑞宝寺公園に直行

しました。瑞宝寺公園の紅葉も全くの見頃で、思い思いに、ビール、酒を飲みおでんを食べながら

これを楽しみました。 

 今回のハイキングは天気が曇りで最高とは言えませんでしたが、紅葉は最高で十分六甲山の

秋を楽しみました。 
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２０１３年新年会 

 

毎年恒例の親睦会（新年会）が 1月２６日（土）１２：００から開催されました。 

三宮交通センタービル１０階 ダイナミックキッチン＆バー 燦（さん） 

昼間の神戸の景色がガラス一面に見える素敵なお店でした。 

英語の先生であるＢｕｒｋ夫妻をはじめ、新会員、友人など、２２名が出席しました。 

開会の前に、神戸市役所の松田さん、三木さんが来られ、昨年のお礼を兼ねてあいさつをされ

ました。 

松村さんの娘さんのまさきちゃん制作のすてきな進行表に従い、八木会長あいさつ、活動報告、

自己紹介と賑やかに会は進みました。今年のゲーム大会は、「あっちむいてホイ」をするということ

で、知ってはいるけど久しぶりなので、みんなドキドキ。横山さんたちが選んだシアトルにかかわる

景品をめぐり、勝ち抜き戦！大変盛り上がりました。 

最後に全員で記念写真を撮り、散会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸国際交流フェア 2013に参加 

 

 17 回目を迎える神戸国際交流フェアに、今年も私たち姉妹都市協会は参加致しました。 

今年のテーマは「思いやりを神戸から つながろう世界へ」 

 一日目３月 16 日(土)に神戸勤労会館にて、神戸在中の外国人による「私の異文化体験」

をテーマにスピーチ大会、また「私の見た世界遺産」をテーマに、展示と講演会が行われま

した。 

 2 日目 17 日(日)は、神戸ハーバーランドのスペースシアターにて、参加団体の活動状況を

パネル展示等で紹介、各国の音楽や舞踊や外国人による

カラオケ大会、体験コーナーとして民族衣装、国旗とあ

いさつの入ったカルタあそび、世界各国のイメージを描

くなどの体験。また各国の料理や民芸品の販売などもあ

りました。 
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 私たち神戸・シアトル姉妹都市協会は、例年と同じく「シアトルチャウダー」の販売をし

ましたが、今年は大きめのクルトン入りで、その分昨年より値段設定が少し高くなってしま

いました。しかし、お客様アンケートの物品・飲食販売の部で一番人気を頂き、終了時間よ

り早く完売しました。 

そのうえ、昨年来て頂いたお客さまが、今年も購入してくださったり、最初は１カップだ

けの購入が、美味しかったからと家族分追加された方などもおられて、大変嬉しかったです。 

 

 

 

英語を楽しむ会 

 

最近はＫＳＣ(神戸シルバーカレッジ)１７期卒業生も参加され、１１名になることがあり盛況に勉強

しています。 

バーク先生はお元気で、ジョークも飛び出し話題も豊富です。今、テキストは「アメリカ口語教本 

初級用」で習っています。発音、ペアーを組んで会話の対応など学んでいます。 

毎月第１、第３水曜日 10:00～11:30 頃まで 

神戸クリスタルタワー４階 
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ボードメンバーの紹介 

 

今年４月に決まった、ボ－ドメンバーを紹介します 

今回、今年春、神戸シルバーカレッジ（ＫＳＣ）を卒業された高見芳明さんが参加され新メンバーが

決まりました。 

       

        ＫＳＳＣＡボードメンバー  役割分担表             2013.4 

会長      八木絵里 
        

        

広報 吉川正一郎 横山智子 松村薫 

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 薄木公平     
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平成 24年度 会計決算報告書  平成 24年 4月 1日～平成 25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 

２３年度会費（個人） 

２４年度会費（個人） 

２５年度会費（個人） 

２４年度会費（法人） 

寄付金 

 

 

助成金 

 

 

雑収入 

 

 

 

 

利息 

１１０，２９８ 

       １，８００ 

       ３、０００ 

１２０、０００

３、０００ 

       ３、０００        

５，０００ 

  

 

２６，０００  

  

  

３４，５００ 

   

７，５００ 

 

 

     １３ 

       

 

 

 

１人分 

４０人分 

１人分  

（入金間違い） 

松田様３，０００ 

宮崎様２，０００ 

 

兵庫県社会福祉協議会 

ひょうごボランタリー基金 

 

２０１３年 KOBE国際 

交流フェア売上金 

２０１２．４月Ｕｐｒｅｐ 

送別会費 

 

 

 

ホームページ代（４月～１１月） 

セカンドメール・ウイルスバスタ料 

（４００//月） 

 

ホームページＵＲＬ使用料 

 

ニューズレター印刷、発送 

Ｕｐｒｅｐホストファミリー 

接待関連 

ＳＫＳＣＡ 神戸訪問団接待 

関連 

シアトル訪問関連 

 

新年会関連 

イベント参加 

 

振込みによる手数料 

事務消耗費 

３３，６００ 

４、８００ 

３，２００ 

 

４、６２０ 

 

 ３８、８４５  

  ８，３２５ 

 

 ２７、９５２ 

 

 ３２，９９０ 

 

 １３，７０９ 

 １５，７３１ 

  

  １，５２０ 

 １１，６５６ 

 

４２００/月×８ケ月     

２０１１年４月～１２年３月 

２０１２年４月～１１月 

 

年１回（ドメイン使用料） 

 

６月発行 

奈良観光・資料コピー 

 

訪問団 シアトル副市長 

歓迎土産費 

シアトル市長５５周年記念 

ＳＫＳＣＡメンバー土産 

景品他 

神ア国際フェア‘１３シアトル 

チャウダー販売参加費 

ゆうちょう振込み手数料 

封筒、インクカートリッジ 

コピー代 

合計 ３１４、１１１  合計 １９６、９４８  

差し引き残高 １１７，１６３ 

 

上記の通りＫＳＳＣＡの会計決算を報告いたします。  平成２５年３月３１日 

                       会計 西尾尚子 横山智子 

 

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２５年３月３１日    会計監査  梶原克子 ㊞ 
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年会費（H25.4.1～H26.3.31）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。尚、円滑な活動展開のために、８月末までの納入にご協力ください。 

◆ 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> ①三井住友銀行 神戸学園都市支店 普通 番号：３６３００３８ 

名義：コウベシアトルシマイトシキョウカイ 

     銀行振り込みの場合：振り込み手数料は個人負担でお願いします       

<郵便振替> 同封の用紙をお使いください。この場合、振込手数料は会で負担します。 

 

 

Big THANK YOU to Our Corporate Sponsors! 

（順不動) 

オルカ・インターナショナル（株） 

http://www.orca-international.com/jp/ 

COSTCO（コストコ ホールセール ジャパン 株式会社） 

http://www.costco.co.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 

 

http://www.kssca.net   編集 広報委員 


