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神戸・シアトル姉妹都市協会設立 10 周年
ご挨拶

会長

八木絵里

10 年前の 2005 年 2 月、数名の有志で神戸・シアトル姉妹都市協会を設立いたしました。これ
までの 10 年間は継続していくために、立ち止まることなく歩み続けてきた 10 年間でした。
思い返しますと、設立当時は皆さんに会の活動を知っていただくために、設立のご案内や、会報
を作って 200 部 300 部と印刷し、自宅のリビングで封筒をいっぱいに広げて発送作業をしていた
ことも懐かしく思い出されます。神戸市とシアトル市が姉妹都市であるということも市民レベル
ではほとんど知られておらず、色々な場所に会報などを置いていただくために奔走しました。
市民レベルでの相互交流を広めていくことを目的として協会を起ち上げましたが、全てボラン
ティアで活動しているため、したいことは色々あってもなかなか難しいという側面があるのが現
状です。姉妹都市協会を設立した年にシアトルへ
行った際、多くの方に一番驚かれたことが、
「凄
い！若い女性が会の代表をしている」という事で
した。日本のボランティアグループは、仕事をリ
タイヤして、時間とお金に余裕のある人たちがす
るもの、だと思っていたようです。確かに言われ
てみれば、まだ幼稚園に入ったばかりの子どもが
いて仕事をしている女性が中心になってやっていることは、これまでの日本人のボランティアを
行っている人たちのイメージではなかったのだと思います。私を含め、協会のメンバーは決して
時間にももちろんお金にも余裕があるわけではありません。仕事をしながら子育てをしている女
性、働き盛りの男子女子、定年後もいろいろと活動されている方々・・皆さん色々なことを犠牲
にしながら、の活動です。
でも、誰かが動かなければ変わっていかないことがあります、そして私には後からではなく、今
やらなければならない！という強い思いがありました。自分自身が経験したことも含め、国際都
市として神戸をもっともっとよい交流のできる都市にしたい、という強い気持ちでした。その思
いに賛同してくださる方は、シアトルの協会のメンバーたち、若い年齢層だけではなく、今では
協会に欠かせなくなっているシルバー世代の方たちも設立当初から集まってきてくれました。皆
さん、協会を通して知り合った方々です。
現在は、姉妹都市協会の活動に賛同してく
ださる会員の数も増えて、神戸市民だけでは
なく他府県や海外にも会を支えてくださる会
員の方がたくさんいらっしゃいます。
協会には、現在では、75 名ほどの個人会員と
４つの法人会員を中心に広く交流活動を行
っていますが、年齢層でいいますと下は 2，
3 歳の幼い子どもたちから上は 90 歳近い方
までが一緒に活動しています。
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これまで 10 年間私たちは市民レベルでの交流を築い
てまいりました。
一部活動をご紹介させていただきます！
シアトル訪問にはじまり、シアトルからの来神者の随
時受け入れを行いシルバーカレッジのシアトル学習
グループのサポート、Jazz クイーンコンテストや日
米子育てフォーラム、国際交流フェア、こべっこランドなどのイベントの参加、姉妹都市 50 周
年、55 周年という記念行事に参加しての市民交流もありました。
シアトルの U prep 高校生ホストファミリープログラムの隔年の受け入れ、小学生同士のペンパル
交流もスタートさせることができました。
昨年は中学生のシアトル訪問プログラムを行い、そ
の後にシアトルでお世話になった先生が神戸に来て
くださり交流を行いました。
シニア交流、スポーツ交流なども進めています。
また、シアトルのチルドレンズミュージアムに、日本
の玩具やアンパンマンなどの人気キャラクターを寄
贈して、日本文化を紹介しています。
会員の芳賀さん、糸川さんを中心に世界一大きな Big Kimono の寄贈もしました。
また、会員同士の交流として、ハイキングや BBQ,新年会、英語を楽しむ会も行っています。英語
を指導してくださっているバルク先生もお越しいただきました。
設立当初小さかった子どもたちも、様々な経験を通して大きく成長し、今では色々な場面でリー
ダーシップを発揮しています。
神戸の市民とシアトルの市民が、今では大きな家族のよ
うに、様々な活動を通して今では世界で大きな輪を繋
いでいっています。
東日本大震災が起こった時に、海外からの支援の窓口に
なり、たくさんのメッセージが届きました。神戸の市
民の思いやメッセージと合わせて被災地に支援を送り
ました。
最近は大学の卒論のテーマとして、国際交流の形を研究させてほしいという学生や、神戸で市
民レベルでの活発な姉妹都市交流が行われていると聞いて、モデルにしたいと他府県からわざわ
ざ訪ねて来られる方もあります。
自分たちの知らないところでも広がっているというのは驚きでもあります。
やはりここまで姉妹都市協会が成長できましたのも、皆さんが一緒になって地道に活動を支え
てくださったからです。一人ひとり、会員の皆さんのサポートの証です。
代表として改めて感謝を申し上げたいと思います。
これまでの 10 年を振り返り、またこれから先の 10 年も人と人との出逢いを大切にし、草の根
の交流を広げていけるようにがんばってまいりたいと思います。
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そして、一人でも多くの人が良い経験をし、様々な活動を通じて、色々な事を次世代へと伝えて
いけるように活動を展開していきます。
我々は全てをボランティアで行っています。一つひとつ形にしていくには、皆さんの力が必要で
す。会員のみなさんが一緒になってこれからも末永く会を盛り上げていっていただきたいと思い
ます。
いつでもみなさんのアイディアやご意見をお待ちしています。
最後に、これまで 10 年間、ずっと陰で支えてくださっている会員のみなさまには心よりお礼を
申し上げます。ありがとうございます！
今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
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シアトルからのお祝いのメッセージ

4

President of the Seattle-Kobe Sister City Association

Karin Zaugg Black
姉妹都市協会 10 周年、おめでとうございます！！
覚えているのは、10 年程前に八木絵里さんとお会いし、私達シアトル協会と共に草の根交流をし
てみないか、というアイデアを話し合ったことです。
そして 10 年後、ハーバーランドのポートタワーホテルで学生からご年配の方まで参加された姉妹
都市協会の 10 周年を迎え、祝うことができました！
素晴らしい姉妹都市交流を支えながら、神戸シアトルジャズ交流のようにこの交流を支える努力
と応援をしてくださり、本当に感謝しております。ありがとうございます！
今日のイベントはとてもおめでたく、この場所とこの時こそ神戸とシアトルの姉妹交流やプログ
ラムに対して両地域の市民である我々の大切な役割を忘れないでください。
シアトルと神戸の皆様に、ジャズやスポーツの様な興味を持ってらっしゃることを通して姉妹都
市、または国際交流について学習していただくのはとても大事だと思っております。
両市のことについて学習できる機会を作ることに対して皆様の努力は非常に素晴らしいと思って
おります。市民１人１人の努力、そして姉妹都市協会を応援している企業の皆様のご協力、誠に
ありがとうございます！これからも末永く交流できることをとても楽しみにしています。
シアトルか神戸でお会いしましょう！またこれからよろしくお願いします。

なお、このメッセージは動画でもご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=4H8IdRQ7ckI
A Special Message from Karin Zaugg Black で検索してください。
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姉妹都市協会設立 10 周年記念パーティー

八木絵里

2005年2月に発足いたしました神戸・シアトル姉妹都市協会は、今年で設立10周年を迎えました。
10周年を記念して、３月21日（土）会員の皆さんと10周年記念パーティーを行いました。神戸
ポートタワーホテルの神戸港を一望できる会場に個人会員とコストコホールセールジャパン、ヴ
ィッセル神戸、啓明学院の法人会員の皆さん、ゲストとして神戸ジャズボーカルクィーンの高橋
りえさんがギタリストの田村太一さんと一緒に参加してくださり、総勢約40名が集いました。
会場には、祝 10 周年記念の横断幕が掲げられ、会場の
壁にはこれまで 10 周年の活動の記録を新聞記事、写真、
子どもたちの社会科展作品、シアトル訪問記などを掲示
し、紹介しました。
また、シアトルより、シアトル市長、SKSCA 会長から
ビデオレターなどでお祝いのメッセージが届けられ、パ
ーティーの中で伝えられました。
10 周年記念パーティーの初めに神戸・シアトル姉妹都市協会の会長八木絵里より 10 周年の挨
拶があり、協会の設立にまつわる話や発足当時の活動の様子からこの 10 周年の活動内容について
の様々な話がありました。そして、今後の協会の活動を皆と共に発展させていこうという決意と
共に、市役所国際交流推進部

松田高明部長に挨拶、乾杯の音頭をしていただきました。続いて、

法人会員を代表して Costco 神戸店小山篤さん、Vissel Kobe 村田朋晃さん、啓明学院

Stephen

Dunk さんからお祝いの言葉をいただきました。ぞれぞれ
の方から、とても心強いメッセージをいただきました。法
人会員の皆さんが、これから先も両市の様々な交流を発展
させていくために一緒になって会を盛り上げてくださる
ことを期待し、また今後は新しい交流を実現させてまいり
たいと思います。
パーティーの食事・歓談の際には、会場でこの 10 年間
の活動が映像で紹介されました。なつかしい映像に、
「この頃は小さかったよね」
「わかい！」
「な
つかしい！！」
「あ！○○さんが映っている！！」などという声が会場のいろいろな場所から聞こ
えてきました。10 年の間にあった出来事、当時を思い出しながらの話も弾み、映像を通じて会員
同士の交流の場にもなりました。
そうして皆さんとの会話も食事も進み、最後のプログラムとして、スペシャルゲストの神戸ジ
ャズボーカルクイーンの高橋りえさんにジャズを歌っていただきました。
みんなはステージの前に移動して、高橋さんの歌声
にリズムをとったり体を動かし一緒に歌を口ずさ
みながらジャズを楽しみました。アップテンポの曲
には、6 人くらいのダンス好きのみなさんがステー
ジ前で踊り出す、周りのみんなは手拍子をしながら
掛け声をかけるなど、自然にみなさんが一体感を持
ち、楽しい雰囲気で盛り上がっていきました。
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そして、楽しい時間はあっという間に過ぎていき、今後の活動の予定をお知らせしてパーティ
ーは閉会となりました。参加してくださった方々には協会設立 10 周年を記念して作った協会オ
リジナルボールペンをお土産に持ち帰っていただきました。
参加してくださった方々の年齢は小さな子どもから 80 歳代の方までおられましたが、いつも通り、
皆さんが和やかな雰囲気の中、会話や食事を楽しみながら、「シアトル」を通して新たな出会い
があり、親睦を深める場になったことを何より嬉しく思います。
当日、お忙しい中 10 周年記念パーティーにご参加いただきました皆さん、本当にありがとうござ
いました！そして、この日のために一緒に準備を進めてくださった皆さん、ありがとうございま
した。
そして・・今後も皆さんの変わらぬご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。
今回出席出来なかった皆さん、直接感謝の気持ちをお伝えできないのが残念ですが、いつも皆さ
んのサポートに心から感謝しています！
改めて、ありがとうございます！次の機会にお会いできることを楽しみにしています。

法人会員の皆さま
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2014 年度活動報告
トンプソン先生との再会
８月２日、１４年春に子供たちがシアトルでのホームステイでお世話になった、「エクスタイン
中学校」のトンプソン先生が来神されました。
神戸三宮のレストラン「ロイン」で、中学生ホームステイプログラムに参加した学生とそのご家
族がトンプソン先生を囲んでの食事会を行いましたが、４ヵ月振りの再会にみんな少し緊張気味。
でもこうしてまた神戸で先生にお逢い出来
て、子供達はアメリカでの11日間を思い出し
てくれたようです。 先生と初めてお逢いす
るお母様達も、アメリカの学校の事や教育に
ついての考えなどいろいろなお話しができ
て、楽しい一時を過ごしました。子供たちも
再度シアトルを訪問したいと思っていたよ
うです。

KSC 学園祭でクラムチャウダーの販売
(KSC グループわ国際部会と神戸・シアトル姉妹都市協会の共同作業)
KSC 福祉１０期生

神戸・シアトル姉妹都市協会会員

芳賀順子

2014 年 10 月 11 日秋晴れの KSC 学園祭にて「クラムチャウダーの販売」を行いました。カッ
プ１杯のチャウダーに焼き立てのロールパン付きで￥２５０、今年初めての試みでしたが評判は
上々、味も好評でした。アメリカ・ボストンから広まったニューイングランド風クラムチャウダ
ーは、味に定評があり BLT サンドイッチと共にアメリカの人気メニューです。シアトル・神戸
姉妹都市協会の交流の歴史は５８年を経て益々盛んで、老若男女市民レベルでの友好関係が続い
ています。KSC 国際交流コース 10～17 期のグループ学習テーマ「シアトル姉妹都市との交流」
が継続しておりまして OB の方々が奉仕活動に参加されています。シアトルからの留学生達のホ
ームステー・観光案内、市民交流 BBQ、六甲
山登山、シアトルからの来客のお世話に備え
ての英語クラス等など活動は活発です。クラ
ムチャウダー販売の収益は、双方組織の活動
費に等配分しました。今年は其々に￥５,００
０の収益となりました。来年も是非美味しい
クラムチャウダーを販売して下さいと声援を
受けています。ご協力頂いた皆様有難うござ
いました。
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ＢＱパーティー
10 月 26 日（日）の 12 時からＪＲ朝霧駅近
くの海岸にあるブリッジテラス大蔵でＢＢＱ
パーティーを開催しました。当日は秋晴れの
快晴で、心配していた風も無く気温は 25 度位
でしたが、汗ばむ程の日和の下で、シルバー
世代から 2 歳の子供まで様々な 18 人が参加し
ました。
メンバーは姉妹都市協会の会員とその友人、
知人でお互いの親睦を深めながら協会活動についても話し合いました。会場では英語に加え一部
にスペイン語も聞かれるなど多様な雰囲気で盛り上がりました。
ＢＢＱ会場の外の海岸からは明石海峡大橋も望め良い景色を見ながら少し散歩をしました。途
中から参加されていたブラジル生まれで明石市に在住されてい
るリチャード デ ポーラさんがブラジルの伝統的武道カポエラ
を披露してくれました。空手に似ている感じですがリズム感に溢
れ、さすがにサンバ、サッカーの国だなと思いました。
子供も参加出来る手軽な行事を開催して親睦を深めるという
目的は充分に達成でき、副次的な効果として参加された方から協
会に新たに入会していただく人が出たのは良かったです。

2014 年秋のハイキング
恒例の秋のハイキングを 11 月 15 日に行いました。
好天に恵まれ、摩耶山付近を皆で楽しむことが出来
ました。10 時前に摩耶ケーブル下に集合し 10 時発
の始発ケーブルに乗りハイキングは始まりました。
参加者は吉川、高見、乾、前田夫妻、そして芳賀（以
上敬称略）の 6 人です。
ケーブルは大変混んでおり、どうしたのかと思って
いましたら、摩耶山頂上には多くの露店が出ておりました。山の上の露店など初めて見ました。
山の南に広がる景色を眺めながら、東に向かい国民宿舎のホテル・ド摩耶の前を通り天上寺を参
詣した後、11 時 50 分に穂高湖に着きました。穂高湖を半周した後鋭く聳える通称槍ヶ岳を登り
ました。急な斜面で木に掴まりながらの上り下りでした。この上り下りで身体が温まり、日当た
りの良い道端で快適に昼食を食べることが出来ました。
下りはカスケード・バレーを降りました。カスケード（小さな滝）の名の通り、小さな滝の連
なる急な下りでしたが、槍ヶ岳の下りで馴れていたので無事に下り、3 時 20 分に終点の護国神
社に着きました。 好天に恵まれ紅葉の山、遠くの海、北と南の街を眺め、急な坂の上り下りで
日頃動かさない筋肉を使った一日でした。
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ディアージュ神戸訪問
昨年の初夏、当時神戸市シアトル事務所長の垣内さまより「ワシントン大学の学生から、シアト
ルのシニアセンターの方達が描いた『コラージュ絵画』を、神戸で展示して頂ける施設を探して
欲しいと依頼があったが、お願いできますか？」とのお話をいただきました。
そこで、当時ボードメンバーであった西尾さんが、垂水区の有料老人ホーム ディアージュ神戸に
お住いの中村さまにお願いして、中村さまから同ホームに展示して頂けるよう計らっていただき
ました。

シアトルと神戸を繋ぐ

梅原美晴

今回の姉妹都市プロジェクトは、私が
２０１３年から一年間ワシントン大学
に留学していた際に行った、授業の一
環としてのボランティア活動から始ま
りました。私は、早稲田大学の Global
Leadership Fellows Program (GLFP)
という文科省後援のグローバル人材育
成資金を使い早稲田大学が設立したプ
ログラムを通してワシントン大学に留
学し、レベッカとダニエルは同じプログラムでアメリカから日本にくる留学生として知り合いま
した。
私たち三人は同じ授業を履修し、パイクプレイス・シニアセンター（以下 PPSC）という低所
得高齢者のための食事提供や健康促進を促す施設（日本でのデイケアサービスのような非営利団
体）で半年ほどこのプロジェクトの立案・進行を行いました。初めは PPSC のマネージャーか
ら「メンバーの方々に国際交流をする機会を与えてあげたいので何かアイディアを出してほしい」
との要望を受け、レベッカ・ダニエルと共に様々なアイディアを出し合いました。そして、当時
既に二人の日本への留学が決まっていたこともあり、是非日本にいらっしゃる高齢者の方と
PPSC のメンバーの方々を繋ぐことのできるような企画を立てたいという思いでこのプロジェ
クトを開始しました。初めは「交流」と言ってもどのような形で何をすればよいのか全く分から
ず、また私自身の偏見（施設にはホームレスの方や精神障害のある方も多数いらっしゃいました）
が払拭できず、思うように企画が進まない日々が続きました。しかし、垣内様から私の送ったメ
ールに対する返信を頂き、実際に神戸の方々との連携が取れることとなった時は、メンバー全員
で大喜びをした記憶があります。そこからは垣内様や高見様、その他大勢のシアトル神戸姉妹都
市協会のみなさまのご協力得て、最終的には実際に神戸を訪問するという夢も叶いました。ディ
アージュ神戸は PPSC とは全く異なった設備やシステムが整っており、入居者の皆様の雰囲気
も随分違うように思えました。しかしその一角に私たちの作品が展示されているのを見た瞬間は
本当に嬉しかったです。ディアージュ神戸の佐藤様とのお話の中で、
「置かれている状況は違い
ますが、高齢者の皆様は受け入れられている、存在価値を認められているという事を感じたいの
だと思います」というお言葉は、PPSC のマネージャーが言っていたことと全く同じでした。今
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後この交流が継続的なものになるかは未定ですが今回このようなチャンスを得て、本当に多くの
方々のサポートを受けながらここまでたどり着くことができ本当に感謝の気持ちでいっぱいで
す。レベッカとダニエルは２０１５年の初夏まで日本に滞在予定ですので、また機会があれば是
非神戸に伺わせていただきます。八木会長、垣内様、高見様、佐藤様、長谷川様、西尾様、大山
様、松村様をはじめ、協会の皆様、本当にありがとうございました。

Smiles Across the Sea; Sister City Relationship

Mr.Daniel White

This past November I had the privilege
to visit Kobe city with two fellow
Waseda students, thanks to the Kobe
Seattle Sister City Association
(KSSCA) and the ディアージュ神戸.
They prepared a wonderful
experience for us. The host families
who graciously opened their homes
to us symbolized the hearts of the
people of Kobe. I am especially
thankful for my host-family, Mr. and Mrs. 大山 and their children. Their son 海都, treated
me like a brother and their daughter 莉央, gave up her bedroom for me. The whole
family made my trip very special by their warmth and generosity.
This trip came about as part of a volunteer project that the three of us had started last
spring in the city of Seattle. We sought to provide a link between the people of a senior
center in Seattle with one in Kobe. The opportunity to first work in the heart of Seattle,
then study in Japan, and ultimately visit Kobe city in person, has been a very full and
rich experience. The Kobe visit was a particularly special part in the timeline of the
project for me. It tied everything together. When I saw the smiles of the people of
Kobe, it reminded me of the smiles of the people I worked with in Seattle. The Seattle
seniors were so excited to think that what they were making would go beyond the ocean
and reach Kobe. The smiles in Kobe reminded me that their dream came true. I felt
so honored to have been given the opportunity to represent them and carry their
friendship here.

As a whole, the experience not only expanded my world by teaching

me about different aspects of society and taking me to a new level of responsibility, it
also touched my heart.
As I look back a little more objectively to my time in Kobe, I am surprised at the number of
similarities I could see between Kobe and its sister city, Seattle. These characteristics
deepened my understanding of the exceptional relationship they have had for over fifty
years.

For example, as both cities are port cities, the atmosphere in Kobe greatly

reminded me of Seattle and brought back a feeling of nostalgia. Also, thanks to the
KSSCA who so kindly provided game tickets for us, I was able to see the enthusiasm
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and dedication of the Kobe Vissel fans. A similar team spirit is reflected in Seattle with its
dedication to their soccer team, the Sounders.

Also, the wonderful buffet restaurant

that 高見さん of the KSSCA took us to had a spectacular view of the city—one that
reminded me of being in the restaurant at the top of Seattle’s iconic Space Needle.
Finally, on a more personal note—because I lived near Kobe for several years as a child,
and lived in Seattle as a student at the University of Washington, both cities hold a
similarly special place in my life.
Through this trip, I was able to see first hand a few of the reasons that Kobe and Seattle
became sister cities. I was also able to better understand the meaning of a sister city
relationship, one that includes hospitality and friendship. I hope that this bond across the
ocean will continue to strengthen. Perhaps this project linking two facilities for seniors in
two different countries will enhance this relationship in a small way. This is my sincere
hope.

Forming Lifelong Connections

Ms. Rebekah Cheng

Our trip to Kobe has been one of the
highlights of my year abroad in Japan thus far.
Thanks to the sister city organization, we were
able to stay with host families, tour Kobe and
its surrounding sights, eat delicious food, and
see firsthand ディアージュ , the senior
center that our group partnered Pike Market
Senior Center with. I was pleasantly surprised
at how beautiful ディアージュ was, and how
seniors and guests alike were treated with great respect and care. I am grateful to the
staff members that we met from both ディアージュ and the sister city organization for
their warm and gracious welcome. I am especially thankful towards Takami-san and my
host family, the Yamamoto’s. My stay at the Yamamoto family’s home was filled with
happy memories that helped me to understand what life in a Japanese family is like.
From お母さんの手作りハンバーグ to our trip together to Arima, I was blessed by their
hospitality and kindness.
It is an honor to know that we are a part of establishing a long-term connection between
not just the two senior centers, but between the people of Kobe and Seattle as a whole.
While our two cities may culturally be very different, through these activities we will be
able to bridge communities and create global friendships. I look forward to continuing a
relationship with Kobe city and will always treasure this experience!
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KOBE 国際交流フェア 2015

（2015.3.15）

今年も参加してまいりました！
恒例の「シアトルチャウダー」と「温かいミニパン」での出店です。
飲食ブースでは不動の人気！で、「今年も美味しいねぇ」
「シアトルさんのあのスープ飲みたくて
来ました」と、毎年のリピーターさん（笑）をはじめ、美味しい！と言われ、おかわりを買い求
めてくださった方も多数おられました。
今年はコストコさんのグラハムテーブルロールをオーブン
トースターで温めてから提供させていただきました。それ
も好評で、テーブルロールはあっという間に完売。
もっと数量を用意すべきだったとの嬉しい反省点はありま
すが、皆様に美味しく楽しんでいただけました！

トーテムポール記念碑の除幕式
1961 年（昭和 36 年）10 月にシアトル市から贈呈され、三宮
花時計広場に設置されていたトーテムポール。
月日を経て、老朽化による倒壊の危険が増したことから、安
全確保のため、平成 27 年 3 月 7 日に撤去されました。今後
は、「シアトルの森」がある神戸市立森林植物園において、
トーテムポールの一般的な習わしにしたがい、時間をかけて
土に還していくそうです。
トーテムポールの跡地には、今後も変わらぬ神戸・シアトル両市民の友情と交流をあらわすガラ
スウォールの記念碑が設置され、3 月 27 日に神戸市、神戸市議会、在大阪・神戸 米国総領事館、
神戸日米協会、 神戸・シアトル姉妹都市協会が集まり、「トーテムポール跡記念碑除幕式」が
執り行われました。
久元神戸市長、アレン・グリーンバーグ在大阪・神戸米国総領事や八
木会長が挨拶され、レオンハート神戸クラブ顧問、山田神戸市会副
議長、松田市長室国際交流推進部長をはじめとする関係者が参加し、
出席したボードメンバーも記念写真を撮らせていただきました。古
きから続いている両市の交流を次代に繋げるべく、活動していこう
と改めて思いました。
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2015 年度活動報告
姫路城 デイ・トリップ
３月３０日素晴らしいお天気に恵まれて、U Prep の９名
とホストファミリーの関係者１８名が同行しました。
当日はＪＲ姫路駅に１０時に集合するということで、舞子
からのグループ、加古川からの２名、姫路の２名が集合し
ました。既に英語ガイドのＡさんが旗を持って待っていて
くれました。昼食の弁当は各自持参してもらっていますの
で、早速、城に向かって歩き始めました。姫路駅とお城を
結ぶ大通りから、真っ白な城が見えてきました。やがて、もう１人のガイドＳさんとも合流しま
した。
そして、いよいよ城外の公園に入り、しばらく歩くと４列ぐらいに整列して、整理券を１人ず
つもらいました。ここでは２０分ほど待って城の入場券を代表者が全員の分を購入しました。
いよいよ城内に入りガイドさんの提案で U Prep のグループを２つに分けました。
２人のガイドさんの案内が始まりました。私達同行者は、そ
れぞれに離れて随行しました。
しかし、そこから大天守に登りたい人達が大勢立ち止まり、
メジロ押しとはこのことでしょう。２時間半待ちの立札を
みて、そういうことかとやっと理解できました。
後で分かったのですが、城内は狭い急な階段を上るため、無
制限に人を登らせず、安全対策として、待ち時間が長いこ
とが分かりました。なので、５階の大天守に登るには、何回も時間待ちをしなければなりません
でした。やっと大天守に登りましたが、人、人で城外の写真を撮るにも窓際にたどりつくのは大
変でした。
下りは割とスムーズに降りて城外に出ましたが、U Prep のグループとはバラバラに外れて城外
で暫く待って合流できました。
また、ホストファミリーで幼い子供連れの家族は大天守には危険なので登らず、城外の公園で
遊んで、私達を待っていました。
全員が揃って公園内で昼食をしたのは２時半ご
ろでした。
その後、日本庭園が１３ヶ所ある好古園に入
りましたが、あまり時間がないので早々に切り
上げて出てきました。
姫路駅には４時半前に着き、予定の５時ごろに
は垂水駅に帰着出来ました。
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人と防災未来センター（ウェルカム・ランチ、生田神社）
4 月 1 日（水）は、人と防災未来センター見学、歓迎ランチ、生田神社で和服を着て参拝する
日であった。
9 時 30 分、ＪＲ三宮の上りホームに集合。シアトルから
のお客さん 9 人と日本側 5 名（高見、芳賀、八木瞭汰、種
秀太、西川結翔）
。ＪＲ灘から小雨の中を人と防災未来セ
ンターまで歩く。
人と防災未来センターでは先ず４階で阪神大震災の映画
を見た。映像、光、音、そして微かな床の揺れで其の時の
気分を遥かに想像した。次に３階に移り震災の時の色々の
資料を見た。大きく崩れた家，道路、鉄道、震災後の仮設
住宅などが生々しい。２階では防災の科学の説明があった。地震は避けられない。いかにより被
害を少なくするのが課題だという主旨の展示であった。確りした構造の建物と脆弱な建物が同じ
振動で受ける被害の比較とか、地震の振動を吸収して建物に被害を少なくする装置、液状化現象
を起こした土地でも家を守る様に設計された、深く地中に埋め込まれたパイプの土台など興味深
い対策が判り易い模型で展示されており、シアトルからのお客様も興味深く見学していた。１階
では東北の大津波の映像が３Ｄ画像で放映された。大変迫力のあるものであった。このセンター
は英語を話すボランティア通訳が多数おり親切に説明してくれ、生徒達も真面目に聞いていた。
バスで貿易センタービルに移動しそこで歓迎昼食を摂った。各国の料理が並ぶビュッフェスタ
イルのレストランで先生も生徒も喜んで十分食べた様子であった。種さんご家族、西川恭子さん
も参加してくれた。
２時頃レストランを出て再び小雨の中を生田神社まで歩いた。生田神社では会員の水野さん親
子がシアトルからのお客様に和服を着せ、更に女の人には髪を和風に結った。皆様大変喜び、桜
が満開の庭を背景に数限りない写真を撮っていた。全員で神社の境内に上がり、神楽を観賞し、
お払いを受け、拝礼し、この日の行事は無事終わった。
生田神社の行事には午前からのメンバー以外に、ボードメンバーの八木、横山、吉川、松村、
そして武藤さん家族と生田神社の安部さんが加わった。
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U Prep 高校生プログラム

フェアウェルパーティー

U prep の高校生とホームステイ後にしばらく別れていたので、みんなこの日に再会できるのを
とても楽しみにしていました。それぞれの受け入れのホストファミリー間で当日の Pot luck
Party は何を持っていくかの相談をして、持ち物の分担を行いました。
そして、当日のパフォーマンスを前日に打ち合わせして会場の啓明学院へそれぞれに向かいまし
た。
久しぶりに再会したのですが、生徒たちの方からホスト
ファミリーを歓迎して声をかけてきたり、子どもたちとハ
イタッチしながら喜び合っていました。今回は、プログラ
ムがしっかりと準備されていたので、行ってからその流れ
や打ち合わせを先生と急いで行いました。
時間になり、啓明学院の生徒の MC でパーティーが始ま
りました。神戸・シアトル姉妹都市協会の八木会長の挨拶、
U Prep の先生方の挨拶に続き、プログラム 1 番目は姉妹
都市協会のメンバーがチューバとクラリネット、ピアノでの演奏でジブリ映画曲「いつも何度で
も」を披露しました。ほとんど練習もない状態でしたが、3 人が息を合わせようと一生懸命頑張
って素敵な演奏でした。続いて、啓明学院

琴クラブの生徒により琴の演奏でした。みんな静か

に事の音色に耳を傾けて聴いていました。続いて、神戸・シアトル姉妹都市協会の子どもたち二
人とお母様がバイオリン演奏で「見上げてごらん夜の星
を」を披露しました。会場の皆さんと一緒に歌えるよう
にと歌詞カードも準備して配布するなどして、みなで一
緒に歌いながら、小学校 1 年生のバイオリンの腕前に、
高校生たちは感心して大きな拍手をおくっていました。
その後には、U Prep の生徒 3 人とそのホストファミリー
の中学生の子どもたちが、今アメリカでも流行っている
「シュガー」という歌を元気いっぱいリズムにのって歌いました。
他の U Prep 生も一緒にリズムに合わせて楽しそうに歌っていました。続いて、中学生 3 人が日
本で流行っている「愛唄」を歌い出し、啓明学院の高校生も一緒にステージに加わり歌いました。
U Prep の生徒もそれに合わせて一緒に歌おうとするなど、楽しそうな一場面でした。
そして、U Prep の生徒たちからのパフォーマンスは、
「Let it GO!」の英語・日本語ミックスバ
ージョンでした。観客席からも一緒に歌う子どもたちもいて、とても盛り上がりました。若い生
徒たちってよい経験をしているなあ、羨ましいなあ、と感じました。
子どもたちもその場の雰囲気に慣れたころ、次は啓
明学院の生徒が子どもたち全員前に集合させて、ゲー
ムを色々と進行してくれました。小さい子どももいた
のですが、みんな一緒になってゲームを楽しむことが
出来ました。すばらしいです。そのあとは、食事や歓
談の時間でしたが、U Prep 生が両方のホストファミ
リーを紹介してくれたので、ホストファミリーの方々
ともいろいろと話ができてとても有意義な時間で
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した。時間を忘れて、会場の雰囲気も和やかに、そ
の場にいる人たちみんなお互いに会話を交わしあ
いながら過ごすことができました。
明日に帰ってしまうと思うと寂しくて泣きだす生
徒たちもいました。今年の U Prep 生はみんなとて
も周りの人を大切にするような子どもたちでした。
自分のホストファミリーだからとか関係なく、全て
の周りの人へ思いやりの心を持って接してくれていたので、協会の子どもたちも自然に打ち解け
ていきました。みんながみんなと仲良くなった、そんなプログラムだったように思います。
アメリカのお菓子などをもらって、子どもたちも始めて
みるお菓子を手に嬉しそうでした。たくさんの美味しいお
料理もあっという間になくなってしまいました。
最後にみんなで集合写真をとり、啓明学院の Ted
Kichen 先生よりご挨拶がありました。
U Prep 高校生プログラムは、啓明学院でもとても人気のあ
るプログラムであり、提携してからずっと良好な関係が続
いてきていること、そして、神戸・シアトル姉妹都市協会
のサポートがあるからこそ、このプログラムが実現でき、またとても充実したものとなっている、
これから先もこの３つの関係をより強固なものにして、ますます交流を広げていけることを心か
ら願っています、という内容でした。
回を重ねるごとに、我々も U Prep や啓明学院との絆が深まっていることを感じています。プ
ログラムまでは、本当に一から何度も何度も打ち合わせをして、ホストファミリーを募り、プラ
ンニングは毎日のようにやりとりを行いながら、生徒を迎えることができます。
大変ですが、ホストファミリーの方々が、この経験をかけがえのない貴重な経験として「やって
よかったです！！」と言ってたくさんの思い出話を聞かせてくれるとき、そういう声を聞くとそ
れまでの苦労は吹っ飛び、嬉しい気持ちになります。我々はいつも手作りのプログラムですが、
ハプニングも思い出の一つとして、喜んでくれる U Prep や啓明学院の先生、生徒、協会のホス
トファミリーの皆さんのためにも、次回に向けて皆で準備をしたいと思います。
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Pat Grant 先生のホストファミリー

前田剛資

予定のホストファミリーの都合が悪くなり、急きょ引き受けることになりました。
２９日日曜はあいにくの雨、予定の観光を止め近くに住む娘家族の協力で、昼はたこ焼き、お好
み焼きを体験、夜は回転ずしと孫たちの好物に付き合ってもらいました。幸い午後晴れ間が覗い
たので近くの大山寺を散策した。３１日は天気に恵まれ有馬温泉を散策、もう一人の先生と女子
学生２名およびホストファミリーと総勢１０名で足湯や月光園の和食を楽しんだ。
２日は午前中、家に近い公園で満開のさくらの下で弁当を食べながらゆったりとした時間を過
ごし、これが大変気に入られたようだ。そして午後啓明学園へ送りました。
彼は日本が４回目で、なかなかの日本通である。
例えば①ひらがなが読める②朱印帳を携え訪ねた寺で印を授かる③習字に関心があり習っている
孫と墨すりを体験、そしてさっそく有馬で筆を購入④有馬極楽寺の前で、織田、秀吉、徳川につ
いて英語で解説しびっくり⑤日本食が好きなど。
幸い、おだやかな人柄と旺盛な知識欲のある学者肌の好人物で、家内ともども非日常の時間を
共に過ごしました。
後期高齢者としては楽しく、安全に案内できるか気がかりでしたが無事に終了し、疲れました
がほっとしているところです。
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初めてのホストファミリー

梶本実恵子

ホストファミリーの受け入れが急に決まり、何の準備もできていませんでしたが、私が学生時
代、外国に初めて訪れた思い出深いシアトルからの訪問者に私たちが何かできるなら。。。
。と言う
思いで受け入れさせて頂きました。
我が家に高校三年生のヤニーナという女の子が来てくださいました！彼女には 3 歳の妹さんが
いらっしゃるということで、つきまとう小 2 のアリサともよく遊んでくれました。小５のレオも
ヤ二―ナとゲームをしたり、犬の散歩をしたり子供たちは大喜びでした。
私もヤニーナの家族の事、生い立ち、親と離れてジョージア州への大学へのチャレンジすると
いう、興味深い話も聞けてよかったです。今頃はジョージアで頑張ってられるのかな？
我が家に新しいお姉さんが来て賑やかになったのも束の間、お別れは辛かったです。未だに子
供たちはヤニーナの話をしています。ヤニーナからのお便りを楽しみにしています♪
初めてのホームステイの受け入れで、不安な気持ちもありましたが、私たち、子供たちにとって
もとても貴重な良い経験になりました。ありがとうございました。
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U Prep パット先生からのお礼の手紙
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今後の予定
☆BBQ パーティー
前回同様ブリッジテラス大蔵で９月下旬から１０月上旬の日曜日の１２時頃からＢＢＱパー
ティーを開催する予定です。

☆秋のハイキング
11 月中旬頃を予定しています。

☆’16 年新年会
来年１月下旬の予定です。
＊

行事の詳細が決まり次第、随時ホームページ・フェイスブック等でご案内いいたしま

すので、
ご家族・友人お誘い合わせのうえ奮ってご参加ください。

シアトル神戸事務所

新所長ご挨拶

“Now I’m back in Seattle!”

神戸市シアトル事務所長

染谷哲也

みなさん、こんにちは。
このたび、神戸市シアトル事務所に赴任しました
染谷哲也です。どうぞよろしくお願いします。
シアトルに住むのは 2 回目となります。20 年以上
前に、神戸市の長期留学制度により、UW で 2
年間勉強をしました。
わたしも、Husky なのです。
久しぶりにシアトルに戻り、気が付いたことが、
３つあります。
まず、市街地の車の数が増えており、さらに高級車が多くなっていることです。昔は、さび
たぼろぼろの車がたくさん走っていましたが、今はどれもピカピカで、ドイツ製の高級車も
よく走っています。
次も車の関係ですが、車の運転が荒っぽくなったように感じます。あっちでもこっちでもす
ぐにクラクションですね。
最後に、シアトルの人が変わらず親切なこと。歩いていたら道を譲る、声をかける、あいさ
つをする、これはいいですね。
着任して、三週間とまだ、生活を始めたばかりですが、シアトルと神戸の絆を強めていける
よう精一杯頑張りたいと思います。皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。
「facebook でシアトル便りを不定期ですが出しておりますので、皆さまもまた、お立ち寄り
ください。名前で検索いただいてら出てきますので、よろしければお友達になりましょう!」
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平成 2６年度

会計決算報告書

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

収入の部
項目

支出の部

金額

前年度より繰越

摘要

１４５，６４１

項目

金額

ホームページ代（25 年 4 月～26

１８，２６４

摘要
1,522 円×12 か月

年 3 月）
２６年度会費（個人）
２７年度会費（個人）
２６年度会費（法人）

１４１，０００ ４７人分
９，０００

ニューズレター印刷、発送

10 周年記念パーティーの協会負 １４８，２１０

３人分

６０，０００ コストコ、ｸﾘﾑｿﾞﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 担分
ｸﾗﾌﾞ、啓明学院

寄付金

５，０００ ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟわ
２５，０００

協会リーフレット作成（2 回）
BBQ 協会補助

６４，０００ 個人；4 口

助成金

兵庫県社会福祉協議会

金

振込みによる手数料

１，１９０ ゆうちょう振込み手数料

通信費

２０，８６６
１１，３５８ 封筒、インクカートリッジ

交通費

１５，８５０ 対外活動時

2014 年神戸国際交流フェ 雑費

１２，４０５

１７，２８０ 180 部
１，３５０

ひょうごボランタリー基 事務消耗費

雑収入

２４，４８６ ６月発行（120 部）

１１，１１２

ア売上収益金

利息

２８

合計

合計

４６２，０７４

差し引き残高

１９２，１０８

２６９，９６６

三井住友銀行￥８３，４７０

上記の通りＫＳＳＣＡの会計決算を報告いたします。

ゆうちょ銀行￥１０８，６３８

平成２７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２７年３月３１日
会計監査 芳賀雄彦 ㊞
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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）をお書きいただき、Email にてお送り
ください。皆様の登録をお待ちしています。
神戸・シアトル姉妹都市協会 Email アドレス

kobe@kssca.net

年会費（H27.4.1～H28.3.31）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）
個人会員

１，０００円/１口
３，０００円/１口

法人会員

２０，０００円/１口

なお、振込先は下記のとおりです。
<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。
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2015 年度ボードメンバー紹介

KSSCA ボードメンバー 役割分担表

会長

2015.5

八木絵里

広報

吉川正一郎 松村薫 横山智子 薄木公平

総務

吉川正一郎

会計

高見芳明 米井良子

会計監査

芳賀雄彦

Big THANK YOU to Our Corporate Sponsors!
（順不動)
COSTCO（コストコ ホールセール ジャパン 株式会社）
http://www.costco.co.jp/

VISSEL KOBE（株式会社クリムゾン フットボール クラブ）
http://www.vissel-kobe.co.jp

学校法人 啓明学院
http://keimei .ed.jp

日本料理 花隈鈴江
http://r.gnavi.co.jp/k029701
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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

第１２位

2015 年成績（Ｊ１）

2015 年 6 月７日現在

勝ち点 17＝ 4 勝 5 分 6 敗
15 得点・17 失点・得失点差 －2

2015 Ｊリーグ
ホーム試合日程

試合日程

キックオフ

対戦相手

7/15

(水)

19:00

対

湘南ベルマーレ

7/25

(土)

19:00

対

ガンバ大阪

7/29

(水)

19:00

対

サンフレッチェ広島

8/16

(日)

18:00

対

川崎フロンターレ

8/29

(土)

19:00

対

サガン鳥栖

ヴィッセル神戸ホームページ http:// www.vissel-kobe.co.jp
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

ホームページ

http://www.noevir-stadium.jp/
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御崎公園内
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神戸・シアトル姉妹都市協会
Kobe-Seattle Sister City Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
代表者
連絡先
問い合せ Email
ホームページ

八木 絵里
(078)785-8205
kobe@kssca.net
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、事務局宛に
メールでお送りください。後日、会員費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 this form to Email kobe@kssca.net
Name:

Address: 〒

TEL / FAX:

Email
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仲間の輪 拡げよう！
当協会発足からの活動や連絡先などをコンパクトに紹介しています。
ご入用の際にはご連絡ください。必要部数をお届けいたします。
当協会の活動に賛同してくださる仲間を拡げるためにご活用ください。

神戸・シアトル姉妹都市協会事務局
会長：八木絵里
吉川正一郎・薄木公平・横山智子
松村 薫・高見芳明・米井良子
編集 広報委員
http://kssca.net
神戸・シアトル姉妹都市協会
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