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神戸・シアトル姉妹都市協会設立 5 周年記念         

シアトル訪問                   八木 絵里 

     

 

 2010 年夏。神戸・シアトル姉妹都市協会（KSSCA）設立 5 周年を記念して、広く参加

者を募り、シアトルを訪問しました。 

 今回の参加者は 19 名、母親と小学生児童という形の親子での参加者が 6 組、リタイヤ世

代、会員最年長夫婦、ビジネスマン、中国からの留学生、という KSSCA ならではの、バラ

エティに富んだ年齢層でした。東京から参加したメンバーもいました。日本からの出発は、

7 月 21 日～7 月 28 日と各々の都合により、異なった形となりました。それぞれが 

希望する内容をできるだけ盛り込んだ KSSCA だからこそできる市民との触れ合いの「手作

りの旅」を実現すべく、シアトル側の姉妹都市協会との綿密なプランニング、スケジュー

ル調整を、メールや電話で繰り返し行って進めました。子どもを持つ親御さんは、アメリ

カでのホームステイ体験や、現地の子どもたちとの触れ合いを希望し、また、福祉に関す

る調査、インタビュー、施設訪問を希望する人、シアトルが初めての人にとっては観光も

重要ですし、市役所やスターバックス本社訪問は、できるだけ全員が揃う日程をうまく調

整することなど、課題もたくさんありました。特に、ホームステイに関しては、時期的な

こともあり、受け入れ先を見つけることにシアトル側も努力をしてくれました。 

 天候に恵まれたシアトルでの約 2 週間のスケジュールは、別途記載もしていますが、3 度

ものバーベキューパーティーへの招待、コロンビアタワーやウーマンズクラブでの昼食会、

マリナーズ野球観戦、水族館、マウントレーニア一泊旅行、キッズプレイ、福祉施設訪問、

シーフェアパレード観賞、ホームステイ体験（親子）など盛りだくさんの内容になりまし

た。シアトルのカーリン・ザーグ・ブラック会長とボードメンバーのネイザン・エディン

グさん、西山ゆりさん、また、シアトルの神戸事務所の中村所長には、特にお世話になり

ました。そして、キッズプレイをコーディネートしてくださった大山さんのおかげで、こ

どもたちも母親と離れて 1 日、現地の子どもたちとの交流体験ができました。今回の旅を

振り返っても、アメリカ人のホスピタリティには、毎回驚き感動をいただくばかりでした。

空港への出迎え、各行事での送迎、各企業のサポート体制・・・我々の旅がスムーズで楽

しいものとなるようにといろいろなところで、多くの方が動いてくださっていました。 

参加した子どもたちは、それぞれの感想にもありますが、ホームステイ体験を通して、

日常の自分たちの生活と比べ、感じること、学ぶことも多かったように思います。また、

友達との楽しい触れ合いの中で、英語が通じたときの嬉しさや、逆にアメリカの子どもた

ちが練習した日本語で一生懸命挨拶や質問をしてくることに、驚いていました。お互いに

歩みより、もっともっと相手の国のことを学びたいと思う気持ちの表れる様子が、とても

微笑ましく思えました。英語に興味を持ってますますコミュニケーション力を伸ばしてく

れることでしょう。 
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今回の旅は、協会の会員同士の親睦を深めるとともに、それぞれの参加者にとって、新

しい経験ができた実り多き旅でした。そして、また次に会える日を楽しみに、別れを惜し

みました。 

  

 最後になりましたが、今回の旅でお世話になった全ての方々に、心よりお礼を申し上げ

たいと思います。 

 次は、神戸でシアトルの皆さまをお待ちしています。 

 

 

          KSSCA 設立５周年記念 

     シアトル訪問行事報告 （７月２１日～８月３日） 

７月２１日   自由行動  

        KSKCA 会長カーリン・ザーグ・ブラックさんより歓迎 

７月２２日   自由行動 

７月２３日   コストコ本社訪問 副社長 ジェームス・マーフィー氏と面会     

BBQ ランチ SKSCA ボードメンバー西山ゆりさん宅  

        （西山さんと国語クラスの生徒・保護者のみなさん） 

７月２４日   シアトル水族館 

セーフコフィールドツアー 

        シアトル・マリナーズ試合観戦 対ボストン 

        （SKSCA メンバー） 

７月２５日   マウント・レーニア一泊旅行 

        （SKSCA ボードメンバーネイザン・エディングさん同行） 

        ゲーム、キャンプ・ファイヤー、食事など 

７月２６日   マウント・レーニア ハイキング 

        パラダイス・イン ランチ  ショッピング 

７月２７日   カヌー＆ランチ ウエストシアトル 

        （ネイザン・エディングさん、ホストファミリー同行） 

        BBQ パーティー   SKSCA 会員マーシー・エドワードさん宅 

        （SKSCA メンバー、ホストファミリー、神戸事務所中村所長 他） 

７月２８日   自由行動 

７月２９日   市役所表敬訪問 日本からのお土産贈呈 

        （市会議員：サリー・J・クラークさんと面会） 

        ◇市長へ書道箱一式、色紙の贈呈 代理人 ツリーン・ユーソクさん 

        市役所ヒューマン・サービス 福祉課訪問（薄木、岡田、カ） 
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        コロンビア・タワー・クラブ  ランチ 

                       KSCA メンバーのティッシュ・ジョンソンさん、カーリン・ザーグ・ブ

ラ                ラック会長、中村事務所長 他） 

        アンダーグラウンド・ツアー（参加希望者） 

７月３０日   キッズ・プレイ（現地の子どもたちとのアクティビティー子どものみ） 

        ホライズン・ハウス―高級老人ホーム 訪問 （SKSCA 西山さん同行） 

        ウーマンズ・クラブ ランチ 

        （西山さん、レッキンジャー貴子さん、ハドソン・ハミルトンさん） 

        スターバックス本社訪問―スターバックスツアー 

（カーリン・ザーグ・ブラックさん、ハドソン・ハミルトンさん、中

村さん同行） 

 日系コンサーンズ訪問（岡田、薄木、カ） 

７月３１日   午前―自由行動 

         全員浴衣を着てシーフェア・パレード観賞  SKSCA 招待 

（ホストファミリー、SKSCA メンバー 他） 

 ８月 １日   午前―自由行動 

         BBQ パーティー SKSCA 会長 カーリン・ザーグ・ブラックさん宅 

        （ホストファミリー、SKSCA メンバー、神戸市事務所中村所長、マリ 

          エさん、キッズ・プレイの子どもたち 他） 

 ８月 ２日   シアトル出発 

 ８月 ３日   帰国 

  

  （参加者）    １９名（大人１２名、子ども７名） 

    

  ７月２１日～ 八木絵里、瞭汰 

横山智子、千尋 

  ７月２３日～ 松村薫、真咲 

         池側千絵、瑛美、真琳 

  ７月２４日～ 正司徹夫、照恵 

         カ ウンスク（Yunshuo） 

  ７月２６日～ 木下陽子、眞功   

         岩井恵子、直人 

  ７月２６日～ 木下陽子、眞功   

         薄木公平 

 

  COSTCO(コストコ)本社訪問    
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 ７月２２日、シアトル・神戸姉妹都市協会のカーリン・ザーグ・ブラック会長ととも

にシアトル郊外のイサクアにある COSTCO 本社を訪問しました。COSTCO 本社は 

敶地内にいくつものビルディングが分かれており、目的のビルディングまでは 

車で移動しなければならないのです。私たちは、International Division の Senior Vice 

President, James Murphy 氏にアポイントを取っていました。私と彼とは５年ぶりの

再会でした。しかし、日々いろいろな国を飛び回って多忙を極めている彼が、一言目に

「Eri！楽しみにしていたよ！全然変わっていないね！」と歓迎の意を表してくれまし

た。私と面会したときの話の内容さえよく覚えてくださっていたので尐し驚きましたが、 

同時にその配慮と温かいお人柄から、あらためてこの会社の魅力を感じました。 

秘書の方にはできるだけ短めに、と事前に言われていましたが、部屋に入ると James

さんが自ら COSTCOオリジナルのペットボトル ウォーターを我々一人ずつに出して

くださり、「神戸はどう？」というようにざっくばらんにお互いの近況などについてし

ばらく話をしました。 

 前回は、私が一人で訪問したので、今回の訪問では、カーリンがシアトル・神戸姉妹

都市協会についても紹介するよい機会でした。神戸とシアトルの姉妹都市交流の活動内

容などについても話をしました。今後、どのような形で共に、あるいは、COSTCO に

支援していただけるかについては、会社が１ボランティア団体を支援することの難しい

点などもあるようですが、よい方向で検討していただけることになりました。 

 神戸にも COSTCOがオープンできれば！という私の個人的な要望も伝えてきました

が、会社としても今後は中国はじめ、アジアの市場を広げていくところだそうです。 

COSTCO は、生活用品全般の販売に加え、旅行業務なども幅広く行っています。その 

スケールの大きさ、働く人材の質の高さなど、やはり本社にきて感じるものがありまし

た。今回の訪問でも、James さんが私たちに、会社の内情をふまえて私たちにざっく

ばらんにさまざまな話をしてくださったことにとても感謝しています。 

 とても有意義な訪問でした。 

  James Murphy と Karin Zaugg Black 

(COSTCO 本社にて) 
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セーフコフィールド マリナーズ試合観戦   

 

キャップ、T シャツ、タオルにそしてリュックまで・・・。 

全身マリナーズグッズで身をかためた“チーム KSSCA”!? 

SKSCA 会長のカーリンさんが、マリナーズの副社長からの御厚意を届けてくださいました。 

気分は最高！で、手にはそれぞれが思い思いに「イチロー」「神戸」「日本」等々の 

イチローへのメッセージを託した文字を書き入れたうちわを持ち、手作り横断幕を掲げ、 

いざセイフコフィールドへ！ 

カーリンさんのご主人の案内に必死に人をかきわけついていくと、大きな球場の観覧席

を 

まだ降りていくの？と思うくらいズンズン芝に近づいていく・・。 

そして案内された座席は、なんと日本＆神戸の誇りであるイチロー選手の間近！ 

決して振り向いてはくれませんでしたが、呼べば必ず聞こえるとっても良いお席をいただ

きました。 

こうなれば・・気分は最高潮！です。 

SKSCA からは、カーリン会長ご家族をはじめ、シアトル在住の西山さんとネイザンさん、 

KSSCA の４家族、大人８人子供７人（最尐年齢０歳サムエル君含む）で、精一杯声援をお

くりました。 

８回裏の交代タイムにはなんとセーフコ球場の大スクリーンに私達の忚援の様子がアッ

プで映し出され、最高に盛り上がりました！ 

実はこのシーズン中負け続きだったシアトル・マリナーズ。 

この日はホームランも出て、私達の神戸パワーの成果？で久しぶりの勝利でした！ 
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Mount Rainier National Park Trip      

                                  

順次到着し合流した KSSCA 大人７名と子供５名の計１２人

をホテル前で迎えてくださったのは、 

ドライバーでも大活躍してくださった Nathan Eddings さん

と、ご友人が貸して下さった全員がすんなり乗れてしまう大き

さの VAN でした。 

ビルいっぱいの都会的シアトルを離れ、ハイウェイで「タコマ

富士（Mt.Rainier の呼称）」を目指して单へ。 

Nathan さんは車中でもドライバーとしてだけでなく、様々なアメリカンミュージックをセ

レクトしてくださり、旅気分が大いに盛り上がりました。 

２時間以上の道のりもあっという間で、Mt.Rainier の麓にあるワシントン大学の宿泊施設

に到着。 

出発前にはシアトルから雪を被る Mt.Rainier を見て「絶対寒いよ！！」と、フリースやら

カイロやら…と防寒対策用品を持ち込んだ私達。 

しかしながら、良い意味でその心配は裏切られて、緑の芝が広がるグランドで野球やバレ

ーボールを楽しみ、広大な自然の中で子供達はのびのびと遊びました。自然にマッチした

ロッジでの受け継がれている大学の設備や、樹齢何十年だろう？と大きな木々を見つめて

歴史を感じ、今まで見たことものない大きさの松ぼっくりにビックリし、日本とは違う自

然を体感しました。また、施設での食堂では「おふくろの味アメリカ版」を堪能しました。

そして、日没が２１時過ぎの長い夜ではキャンプファイヤーをしてマシュマロを焼く等、

アメリカンスタイルキャンプの過ごし方を沢山学びました。 

翌日は Mt.Rainier の中腹にある Paradise へ。 

シアトルのベストシーズンといえど、最高のお天気に恵まれた２日間で、Paradise ハイキ

ングではまるで写真のような最高に綺麗な景色を満喫しました。 

何よりも大自然の偉大さ・アメリカの大きさを実感した旅となり

ました。 

Mt.Rainier の大きな懐で育っている自然にふれあう事が出来、

豊かな気持ちを経験することが出来ました。長時間の運転をして、

私たちを極上の大自然に連れて行って下さり、計画してくださっ

た Nathan さんに心から感謝い

たします。 
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Water  Adventure (カヌー)体験 

 

 7 月 27 日、朝から気持ち良い青空が広がる中、SKSCA

のボードメンバーNathan Eddings さんが朝ホテル前にバンでお迎え。この日は、アメリカ

ンフットボールのハスキースタジアムから近いレイクワシントンで、カヌーを楽しみまし

た。ホストファミリーも 1 組参加し、親子 5 組がそれぞれのカヌーに乗り込み、出発しま

した。特に係の方が誘導して説明して乗せてくれるということもなく、身分証明書を一つ

のカヌーに 1 人が提示することが義務付けられていただけで、後は 3 人組になり、ライフ

ジャケットを身につけるとそれぞれにカヌーを運んで浮かべ、一人ひとりが恐る恐る乗り

込んでいくという状況でした。どちらに向かって進むか、息を合わせて漕ぎ進めていきま

した。ハイウェイの下を身体を窄めてくぐり抜けていくなど、とてもスリルのある体験を

しながら楽しみました。カヌーに乗りながら、みずみずしいベリーの実を採って食べるな

ど、最高の気分でした。岸に寄せて上がり、ひとやすみして寝ている人たちもいました。

また、水辺にたくさんのきれいな鳥がいて、我々を歓迎してくれていました。名前はわか

らなかったのですが、めずらしい大きな鳥がじーっと動かずにいるのに出会い Nathan が、

「あの鳥を動いたところを見たことがないけれど、人気者。でもとても恥ずかしがりやの

鳥なんだ。」と教えてくれました。 

しばらく止まって様子を見ていましたが、微動たりしないその姿に子どもたちは興味津々
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という様子でした。 

 時々、グループの人たちのカヌーを見つけて大きく手をふり言葉を交わし、大きなボー

トや船が近づくと大きな波がたち、その揺れがくるたび怖いけど楽しい、というスリルを

感じました。そんな大きな船の乗客とも挨拶や言葉を交わしながら、広い湖の上で時間を

忘れてカヌー体験を満喫しました。 

 カヌーの後は、みんなでユニバーシティ・ディストリクトのレストランで、お腹いっぱ

いタイ料理を食べました。 

 Nathan Eddings さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シアトル市役所表敬訪問    

 ７月２９日の朝、訪問団１９名全員が９時１５分にシアトル市役所に集合し、シアト

ル市役所職員でもある姉妹都市協会のカーリン・ザーグ・ブラック会長の案内で、シア

トルの市会議員 Sally Clark さんと会議室で面会しました。 

挨拶をして訪問団の紹介をした後、Sally Clark さんから歓迎の言葉をいただきまし

た。「シアトル市と神戸市はこれまで 50 年以上の姉妹都市交流の歴史がある。それはビ

ジネスレベルや公的レベルでの交流が中心であった。しかしこうして、市民レベルでの 

交流が活発になっていくことは、とても素晴らしいことだと思う。今回のように、小さ

い子どもと一緒の親子のグループがシアトルの市民グループと親睦を深めることは、

我々の未来にとって大変意義のあることであると思う。両市の姉妹都市協会の果たして

いる役割、貢献に敬意を示すとともに今後の発展に期待したい。シアトルからも同様に

このような市民グループの神戸市への訪問を増やしていけるようになるとよいと思

う。」 

 我々は、Sally Clark さんに神戸からのお土産として、ボードメンバーで今回は同行

できなかった松野さんが筆で書いて下さった俳句の色紙と知人の描いた墨絵色紙を持



9 

 

参しました。その際、パフォーマンスとして、訪問団の一員の木下陽子さんが実際に書

道を披露し、互いの交流を俳句で詠み、日本文化を紹介しました。お土産は、子どもた

ちやボードメンバーからスナック菓子のハッピーターンや和風小物なども渡しました。

Sally さんからは、素敵なガラスの置物をプレゼントとしていただきました。また、我々

は、市長への贈り物として書道セット一式を、代理のツリーン・ユーソックさんにお渡

し託けました。書道セットは、大変喜ばれ、市長室で使っていただけるとのことでした。 

 市役所への訪問は、訪問団のメンバーも尐し緊張気味ではありましたが、市役所の中

に入ると、広々とした空間に落ち着いたインテリアが現代美術館のようなモダンな雰囲

気を感じさせ、とてもリラックスできたようです。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ホライズン・ハウス 訪問           

 

7 月 30 日、日本でいうところの高級老人ホームである「ホライズンハウス」に訪問して

きました。まず日本とは違い、外観的にそれが老人ホームであるということは分かりませ

ん。写真を見ていただければ分かるように都心のどこにでもある高層マンションという外

観であるためパッと見て分かりません。 

 日本では、高級有料老人ホームは一般的に外観も高級感を装い、また都心部よりも若干

離れた場所に建てられていることが多いため、風景とミスマッチであるということも多い

ですが、ホライズンハウスは都心部に溶け込んでおり、違和感なく存在していました。 

事実、このホライズンハウスは私の宿泊したホテルのそばにあるのですが、到着したそ

の日、街を散策した際に全く気付かずに通り過ぎていました。 

 さて、内部ですが、私たちが訪問した時、ちょうど朝のミーティングが開かれており、

ホライズンハウスを運営する会社の社長が入居者に対して直接若しくは、モニターを通し

て語りかけていました。その内容は、ホライズンハウスの方針であったり、やるべきこと

であったりと、ミーティングごとに変わってくるということでした。 

 何にせよトップが入居者に語りかけるというのは、運営者側と入居者との信頼関   

係を構築していくためには必要な作業だと思います。     
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 さて、その他の設備ですが、入居者のプライ

バシーの関係上、写真に収めることができなか

ったものもあるので、一部のご紹介にとどめた

いと思います。ただ、どの設備においても共通

して感じたことは、そこに高級感がないという

ことです。日本の高級有料老人ホームは、内装

にも豪華なものをたくさん使い華美な色調を用いることが多いようですが、この施設は、

そういった見てくれの高級感ではなく、ポイントポイントで高級なものを使用し、高級感

をにじませる作りになっていると感じました。 

図書室の写真を見ていただくと分かるように、本棚やソファーに関しては、一般的な材質

のものを使用しているように見られます。しかし、テーブルを見るとアンティークの家具

を利用していることがお分かりいただけると思います。そして、採光の使い方が良く、蛍

光灯等の室内等がなくても充分に明るい室内となっていました。このような形で、どこの

スペースも作られており、清潔感のある内装となっていました。 

 

                                             

そして、次に案内されたのが、医務室でした。こ

こには常勤の医師はいませんが、日本にはない

「専門看護師」という方がいらっしゃいました。

この専門看護師についてですが、 

 

 

一言で言うと「ある一定医療行為を独自に行うことができる看護師」ということです。 

日本の看護師と一体何が違うのかということですが、日本における看護師は、医療行為は

できますが、「医師の指示、指導に基づく行為」とされています。つまり、独自で医療行為

はできないとされています。 

 例えば、日本の老人ホームなどでは、看護師の常勤は定められていますが、医師の常勤

は「介護老人保健施設（通称：老健）」にのみ定められており、他の老人ホームなどは、非

常勤の医師や提携医療機関での対忚となっています。つまり、ある一定の医療行為は医師

の指示のもと施設内でも看護師が行うことができますが、それ以外の医療行為は緊急性で

もない限り、病院への搬送などの対忚しかできないことになっています。 

 制度的な違いがあるにせよ「看護師の業務の拡大」や「介

護福祉士等の介護業務の業務拡大」は今後の日本の福祉制

度において必要になってくるのではないかと思いました。 
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次に、各入居者の居室にもご案内いただきましたが、ここではプライバシーを配慮して掲

載は差し控えさせていただきますが、シアトルで「パナソニック製品（日本製品）」を初め

て見たのがここでした。 

さて、建物全体の構成ですが、「介護を必要とする方の階」と「自立生活を送ることがで

きる人の階」で分かれています。イメージは、前者は、日本でいういわゆる老人福祉施設

と同じで、後者は、分譲マンションと同じであると思っていただければと思います。日本

の場合、「介護を必要とする方の階」と「自立生活を送ることができる人の階」が同じ建物

内にあるということはありません。これだけでも特徴的なのに、さらに驚くべきことに、

前者のフロアへ後者に居住する入居者がボランティアとして訪れ、自身のできる範囲での

支援を行うという点です。これも両方の居室が、同じ建物内にあるという利点であると思

います。 

ある入居者の方に立ち話しでしたが、「ボランティアに行っているのか」と伺ったところ、

「もちろん行っているよ」と言われ、その理由として、「私は、幸運にもこの施設に入るこ

とができた。だから、同じく入居しているメンバーをサポートするのは当然だ」とおっし

ゃられていました。また、案内してくれた職人の方の話だと、施設内だけのボランティア

だけでなく、入居者の方は、近くにある講演でホームレス支援などのボランティア活動も

積極的に行っているそうで、日本以上にボランティア活動が積極的に行われている現状を

うかがえた。 

 

 最後に、案内してくれた職員の方や入居者の方、コーディネートをしてくれた西山さん

と共に記念写真を撮って施設を後にしました。 

 以上簡卖ではございますが、ご報告いたします。 

 

 

日系コンサーン「敬老院」訪問      

 

 ホライズンハウスと共に同日シアトル市郊外にある日系コンサーンの敬老院を訪問しま

した。約束の時間に 30 分ほど遅れたにもかかわらず、施設長のジェフ服部氏は、温かく歓

迎してくださいました。 
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 最初に会議室に通されて、この日系コンサーン敬老院

の沿革について説明してくれました。簡卖に説明します

と第二次世界大戦後、日系 2 世の人たちが、自分たちの

親や親せきの面倒を見ていくに当たり、アメリカ人はホ

ームヘルパー業務を拒否したり、高額な介護費用を請求

するようになり、各家庭だけでは、対忚できなくなって

きたそうです。そこで日系人会が話し合った結果、この

敬老院を設立するに至ったということです。ちなみに施

設長のジェフ服部氏は、日系三世で日系コンサーン設立メンバーの子ども世代の方だそう

です。 

 施設長から沿革をうかがっていると、戦勝国での敗戦国の人々の悲哀を垣間見ることが

でき、戦争の当事者国同士のはざまで苦労された様子が伝わってきました。たぶんそれは

言葉で表せないような苦労であったと思いますが、現在はこのシアトルの地に根付き、そ

の役割を活かせているという事実があるということに敬意を覚えました。 

 そして、お話しの中でもう一つ興味深かったのは、設立当初から一昔前までは、日系人

の方が入居者のほとんどでしたが、現在は韓国系と中国系の入

居者が増えてきているということでした。また、アメリカ人の

方も入居者として迎えられてきており、この施設が、一部の在

米人の人々のためにあるのではなく、このシアトル市において

重要な役割を担っているのだなということが分かりました。 

 

さて、施設長との懇談も終わり施設見学となりました。最初に案内されたのが、洗濯室

でした。洗濯室では、職員の方とボランティアの方が作業をされていました。写真を見て

いただいたら分かるように、ブルーのエプロンをしている方が職員、ピンクのエプロンを

している方がボランティアだそうです。お話を伺うと、日系コンサーンの設立の時の寄付

金の出資者の一人で、現在 90 歳になるのですが、週に何度かは洗濯物たたみのボランティ

アに参加しているそうです。ボランティアの方の積極性にも驚きですが、設立の時から現

在まで、関わり方こそは変わっていますが大事にされているのだなということを感じ取る

ことができました。 

 

施設内を見学していくと、各フロアのリビングスペースにホワイトボードがあり、そこ

に 1 日の予定やお知らせ事項など書かれているのですが、この中に「自治会」という記載

を見つけました。 

案内してくれた職員の方に自治会について質問しました。シアトルでは、老人ホームに

は入居者の方の自治会の設置が義務付けられており、施設の方からその自治会に対して年

間予算を付けて、その使用方法等に関してや施設内でのサービス内容に関することなどを
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その自治会で話し合い、より良い生活環境を構築していくための活動を行っているそうで

す。さすがは、民主主義の国であるということを実感しました。 

日本でも施設では、施設側のサービスの質向上のために家族会を設置することを推進し

ていますが、義務ではありません。また、活動については、活発な施設と不活発な施設と

の差があります。で何より、入居者の方の自治会は日本においては作られてはいないと思

われます。こういった面でも、お国柄であったり、国民性に起因するということに改めて

気付きました。 

  

 

設備的なものとしては、日本の老人ホームの構造とそう大きく変わりはありませんでし

た。できた時期も古いので、設備面だけ見れば、現在の日本の施設の方がよいかも知れま

せん。日本と尐し違う点は、ボランティアの関わりによる施設整備です。敬老院には、広

いテラスがあります。そこには、ガーデニングがされていますが、そのガーデニングは、

ボランティアの方と入居者の方の合作でされているというのも分かりました。また、敬老

院の玄関の門柱であったり、雤よけの屋根などもすべてボランティアの手によって建設さ

れたもののであるとのお話を聞きました。 

 

この日は、ホライズンハウスと共に施設見学を行いましたが、両方ともそれぞれのでき

る規模に忚じてボランティアの積極的な協力を含めて、入居者のためにサービスを提供し

ていました。そして、高齢者に対する敬意の精神は、日本と何ら変わりがないということ

も感じ取り、今後日本がこのアメリカの福祉を参考にし、アメリカもまた日本を参考にし、

両国間が、経済や防衛等だけでなく社会福祉分野においても良好な関係構築ができるよう

に願っています。 

 

シーフェアパレード           

7 月 31 日に毎年恒例のシーフェアパレードが１８：００

頃からダウンタウンのメインストリートで行われました。 
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私たちシアトル協会は、ウエストレイクシティの前にあ

る指定席に座ることができ最後までつかれることなく楽

しむことができました。 

さて、最初にパレード開始のセレモニーとして２０１０ 

年のミスシアトルの表彰式が開催され、２００９年のミ

スシアトルから冠の戴冠が行われました。 

 

そして、今回のメインスポンサーはアラスカ航空であったようです。アラスカ航空のパ

レードを先頭にシアトルにある各国の団体、地元の学校などが順にパレードを行いました。 

たくさんの学校、外国人団体などがそれぞれの特色に合わせたパレードの内容になって

おり、約 3 時間のパレードでしたが、飽きることなく最後まで見ることができました。 

神戸市からも姉妹都市ということで、お祭り大使の北川さん（写真はすべてぶれていた

ので掲載できません）も浴衣でパレードを行い神戸市のアピールをしてくれました。 

このパレードの中で私が特に注目した点は、警察組織、軍隊の行進の際には、沿道で着

席していた観客が全員立ち上がり、敬意を表す表現でパレードを見送っていたところであ

る。 

なぜ、この部分に注目したかというと日本でも各地でこのようなパレードはあるが、警

察、消防組織はパレードをしても自衛隊が行進をすることはありません。もちろん自衛隊

が独自でパレード（駐屯○周年行事）を行うことはあるが、それはまた別の形です。 

アメリカはご存じの通り移民国家であり、移民住人が市民権を得る方法として国防に従

事するというのがあります。また国防に携わることは一種のステータスであり、国民にと

って軍事というのは、性質上敬意をもって迎えられる対象であるという面が強いことを示

していた。国民が国防に対しての理解を持っていることであることも示しています。また、

日本とは違いアメリカは現在も世界の各地で軍事活動を行っているため、その活動に対す

る敬意というのは含まれているのではないかと推測されます。 

一方日本は、軍事力を持たざる国という建前上、一般の国民において国防というのが、

深く語られてこなかったという点があります。昨今はその論調にも尐しずつ変化がみられ

ているが、一般の国民が軍事というところへの接点がアメリカよりもはるかに尐ない日本

においては、大多数の国民は自衛隊への敬意というのは「軍事」ではなく「災害派遣」に

よるものです。それが「良い」「悪い」という議論は置いといて、改めてその意識の違いと

いうのを感じることができた一面でした。 
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シアトル市役所 福祉課 訪問            

 

岡田さん、カさん、薄木の 3 名は、シアトル市の福祉課を訪問し、Sara Levin（セラ＝

レビン）副課長と Selina Chow（セリナ＝チョウ）キング郡i高齢者・障害者サービス事業

責任者のお二人とシアトル市の社会福祉についての概要と具体的な事業内容についての聞

き取りや意見交換などを行った。 

 
【シアトル市福祉サービス課の活動目的】 

シアトル福祉サービス部門（HSD）の事業目的は、市民が生活を送っていく

ために必要な学習、仕事、健全な地域社会に参加するための社会資源や問題解

決に必要な手段と人々とを接続して、強いコミュニティを構築していくことが

目的である。 

HSD は密接に主要なパートナーであるキング郡その他の公共非営利出資やサービスプロバイ

ダ等と連携をとっている。そして、その現状の活動を理解したうえで、新たに出現する福祉サー

ビスへのニーズを含むコミュニティに対して、健康や安全、住民の教育等の改善を包括的に必要

とする人々へ提供するサービスシステムを作成していくことを活動目的としている。 

 

【資金＆投資】 

HSD の投資 

最も身近な住民の基本的なニーズ、個人、子供、家庭内暴力の被害者、高齢者、障害者及びホ

ームレスの人々、低所得者層の方々に対して地域の安全ネットを維持し、その方たちの自立支援

を推進していくためのプログラムを用いて支援していくサービスを主たる支援として行ってい

る。 

事業内容 シアトル市等負担 その他負担 合計 

食糧支援等の生活支援 14,950,000 ドル 

(約 11 億 9 千万円) 

16,040,000 ドル 

(約 12 億 8 千万円) 

30,990,000 ドル 

(約 24 億 7 千万円) 

コミュニティの関係構

築 

11,080,000 ドル 

(約 8 億 8 千万円) 

6,180,000 ドル 

(約 4 億 9 千万円) 

17,260,000 ドル 

(約 13 億 7 千万円) 

虐待・DV 対忚 3,630,000 ドル 

(約 2 億 9 千万円) 

1,120,000 ドル 

(約 8 千 9 百万円) 

4,750,000 ドル 

(約 3 億 7 千万円) 

メデイケア（医療費支

援） 

13,370,000 ドル 

(約 10 億円) 

63,630,000 ドル 

(約 50 億円) 

77,000,000 ドル 

(約 60 億円) 

就労支援 460,000 ドル 

(約 3 千 6 百万円) 

350,000 ドル 

(約 2 千 8 百万円) 

810,000 ドル 

(約 6 千 4 百万円) 

バリアフリー対忚 1,610,000 ドル 2,290,000 ドル 3,900,000 ドル 
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HSD は、年間に 8,800 万ドル（日本円で約 70 億円ii）をかけてこれらの支援を必要とする人々

にサービスを提供し、数百人を採用して 230 以上のコミュニティベースに対してその強化のた

めの人材投資も行っている。そして、このコミュニティへの人的投資や資金投資を明確に効果測

定して、その測定結果を基に優秀なコミュニティに対しては賞を送っている。 

このようにコミュニティを重視するのは、ニーズもそのサービスも個人だけでなくその個人が

所属するコミュニティに対して行うことで、コミュニティ自体が都市運営への供給源になります。

また、サービス提供のアクセスを容易にしたりすることができるからです。つまりすべてのニー

ズを持った個人等はコミュニティに所属しているためそのコミュニティを支援することで、ニー

ズの地域全体での把握や賞というのを目標として地域福祉の強化につなげることができるとい

う考えが含まれている。 

【具体的な資金投資額】 

シアトル市の 2009 年度の一般会計は約 35 億ドル（日本円約 2,800 億円）であり、その

中で約 1 億 4 千万ドル（約 121 億円）が厚生サービスとして、社会福祉等に使用されてい

る。割合としてみると約 4%を占める。これを年度は異なるが 2010 年度神戸市の一般会計

と比較してみると約 7,600 億円に対して民生費は、約 2,200 億円と全体の約 29%を占めて

いる。また、日本は、アメリカとは違い社会保障の大半を社会保険方式によって行ってい

るため総額としてみれば、さらに上積みがあると考えられる。 

  

今回の訪問で気がついた社会福祉に関する特徴は以下のとおりである。 

①アメリカの社会福祉の基本であるメディケイドとメディケアという部分を明確にこの財

政方針に示されている。 

②基本的に自立支援のための政策に力を入れている。 

③地域福祉等コミュニティ支援に力を入れており、地域のつながりの中での自助努力を高

める支援をしている。 

これらに関しては、日本の書籍でも確認することは可能であるが、実際のデータや取り

組みの話を聞き取ることで改めて特徴をつかみ取ることができた。 

なお、これらを踏まえた報告会を 12月 4日に開催しますので、ふるってご参加ください。 

(約 1 億 2 千万円) (約 1 億 8 千万円) (約 3 億円) 

行財政計画対忚 7,420,000 ドル 

(約 5 億 9 千万円) 

5,680,000 ドル 

(約 4 億 5 千万円) 

13,100,000 ドル 

(約 10 億 4 千万円) 

合計 56,520,000 ドル 

(約 45 億円) 

95,290,000 ドル 

(約 76 億円) 

147,810,000 ドル 

(約 121 億円) 
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i  キング部とはシアトル市を中心とした周辺都市機能共同体のことです 

ii  1 ドル＝80 円で算出 

 

BBQ party ～SKSCA 会長 Mrs.Karin Black’s house～ 2010.8.1.  

 

滞在最終夜は SKSCA 会長のカーリン・ザーク・ブラックさんのお宅に、全てのホームス

テイファミリー、お世話になった SKSCA のメンバーの方々、スタディーツアーのメンバー

を含む KSSCA メンバーと、「シーフェア」で神戸のパレードをしてくださったスマイル神

戸親善大使の北川さん、シアトル神戸事務所の中村所長などなど、今回の旅で関わってく

ださった皆様が集まりました。 

「こんなお家だったらいいな～♪子育て楽しそうだな～♪」とすっかりカーリンさんの

お宅に魅了されながら、甚平姿の可愛い Delia ちゃんに案内？されてお庭での遊び方を教え

てもらったり、まるで“シェフ”のような Dan さんが焼いてくださったお肉に舌鼓をうっ

たり・・。普段からのご家族のチームワークの良さや温かみも感じました。 

みなさんが持ってきてくださった、食べるのがもったいなく＆食べきれない程の御馳走

に大感激！ 

八木会長と正司さん、岡田さんの奥様陣はおにぎりを沢山握ってくださり、Delia ちゃんに

は「アンパンマン顔スペシャルデコむすび」も登場！ 

「アメリカンチェリーの最盛期だから家の農園で昨日収穫したよ！」と、とってもジュー

シーなチェリーをいただいたり・・。美味しい食事と、楽しいおしゃべり（と、尐々すす

み過ぎたお酒も）で、BBQ パーティーの楽しい時間が過ぎました。 

「感謝」の言葉だけでは感謝しきれない今回のシア

トル滞在。私達母子にとっては初めてのシアトルでし

た。2010 年 7 月 21 日～8 月 2 日までの私達は人生で

二度とない経験を沢山してきました。 

これは全て SKSCA の御尽力がなければ実現しなか

った事ばかりです。 

楽しい思い出に浸りながら、シアトル最後の夜に素晴
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らしい仲間に出逢えた事に心から感謝し、このような交流の場を下さったカーリンさんご

家族と、シアトルの皆様に心から感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jon & Marcy Edward さん宅での BBQ Party 

 

  7 月 27 日、私たちはダウンタウンから約 40 分離れたエドモンドにお住まいの元 

 シアトル・神戸姉妹都市協会会長のマーシーさんと旦那さんのジョンさん宅の BBQ パー

ティーに招かれました。神戸からのメンバーと、シアトルのメンバー、ホストファミリ

ーに加え、シアトル神戸事務所の中村所長、アシスタントのマリエさん、神戸に長年住

んでおられた方々も集まり、屋外のバーべキューガーデンからの素晴らしいサンセット

を見ながら、サーモン料理をはじめ美味しいお料理をいただき、話のつきない夜となり

ました。サンセットは夜の 9 時前で、8 時代でも信じられないほど明るく、子どもたちは、
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遅くまで広いお庭で存分に遊ばせていただきました。ボードメンバーのネイザンさんは、

自分の犬まで一緒に連れて行き、広いお庭で散歩をさせていました。 

マーシーさんは「ここからの景色を眺めていると家から出るのがもったいなくて、子

どもたちのところにもなかなか行けないくらいよ。」と、お話されていました。本当に眺

望が素晴らしい素敵なお宅でした。仲の良いマーシーさんご夫婦の温かいおもてなしに

感謝するとともに、いつまでもお元気で過ごされますようにと心から願います。 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シアトル訪問記              岡 田  弘 

今回の Seattle 訪問は、右足首の痛みの治療と前立腺の病理生体検査を先延ばしにして実

行したため、わずか 6 日間の短い滞在ではありましたが、今にして思えば強行して良かっ

たと思っています。 その間の見聞と体験の中からいくつかについて記します。 

まず、神戸-シアトル姉妹都市協会代表団の一員として、シアトル市役所を訪づれ市会議
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員のサリー・J・クラークさんと面談したり、福祉課の幹部の方に福祉政策についてお話を

聴いたり、また２箇所の老人ホームを訪ねて実態を肌で感ずることができ有意義でした。 

 

神戸とシアトルの福祉制度を比較すると、どちらも医療給付、日常生活や社会参加への

支援は比較的充実していますが、シアトルではキリスト教精神による慈善団体が多く存在

するとともに個人と企業のボランティア活動も日常化されていると感じました。 

比較して、神戸では行政によるきめ細かい施策が実施されおり、障害者・老人のための

車椅子・杖などの無料貸与、バリアフリーの普及度、視覚障害者への点字ブロック郵便代

金の負担軽減等々インフラをはじめ良く整備されていると思いました。 

ひとつ興味深かったのは、日系コンサーンという施設を訪問した時、案内してくれた方

の話に、日常生活で何不自由なく英語を使っていた日系人の方が年をとると日本語がひと

りでに出てくるというものでした。 

 

     日系の英語のみにて過ぎこしの老い痴らふれば日本語発す 

 

シーフェア・パレードについて、前回はパレードに参加しましたが今回は招待客として 

観覧席より浴衣姿で団扇を手に見物しました。ベトナムをはじめ東单アジアの各国のパレ

ードはあったのに日系のパレードなく( 親善大使？１人による乗車パレードはあったが )、

尐し淋しい思いをしました。アメリカの人々が、陸・空・海軍や湾岸警備隊、消防隊、警

察等のある意味命をかけて任務に当たっている人たちのパレードに、大いなる敬意を表す

のに感心しました。 

 

アメリカの人皆起立す国護る陸海空のパレード迫りて 

 

出発の前日 SKSCA会長 カーリン・ザーグさん宅にてBBQ partyに招かれましたが、 

妻がパーティで来客に出す料理作りの手伝いをしたいと言い出したため、カーリン宅には

早めに出かけることになり、私自身は料理の手伝いは邪魔にこそなれ何も出来ないので近

くを散策したり喫茶店でコーヒーを飲んだり、フリーマーケットを覘いたり(1$ほどで本と

ライトを買った)と時間をつぶしました。妻も料理をそれなりのサービスができたので満足

したようです。多くの方と和やかに楽しく歓談しましたが、その中にあってカナダの方と

交わした方言談義が印象的でした。 

     日米に余所者
よ そ も の

に難き方言のあるカナダの人一つとぞ言へる 

 

私自身もパーティがお開きになった後、懸命に後片付けをするダンさん(カーリンさんの

夫)を手伝いながらアメリカの家庭ごみの分別収集の現状について聞きました。 
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パーティー果て生ゴミ缶瓶選り別けぬ片づけをなすホスト今し手伝ふ 

 

その他、街での出会い等いろいろ興味深い話もありますが、次の機会にしたいと思いま

す。外国に居て日本を見ると日本がよく分ると言われますが、普段気がつかなかった日本

の良さもよく解った行事となりました。 

最後に、八木会長には今回のシアトル訪問に際し、カーリンをはじめ関係の方々との折

衝と調整の一切をしていただいたこと、薄木さんには Seattle 滞在中のお世話になったばか

りではなく私と妻の記念になる写真を多く撮っていただいたり、横山さんには面白く明る

い話で滞在を一層楽しくしてくれたり など感謝しながら筆を置きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームスティ体験記  

ひとつの体験           正司 照恵 

                            

  シアトルは、数回訪れた所ですが、今回沢山のスケジュールのなか、心豊かな時

間を過ごすことが出来ました。 

 ホストファミリーの人たちや、年代の違う方々とのふれあいも楽しく、正確な英語で 

なくても心の通う安定感を得ることが出来、喜んでいます。いろいろな所をお訪ねしま

したが、特に「障害者を交えたダンスパーティー」が開かれると聞き、参加したいと主

人と North Belleve Community Center を尋ねました。ボランティアの楽団員の演奏

で広いフロアーを健常者と車いすの方々が決まった形式もなく、ゆるやかな足さばきで、 
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美しい歌手に合わせてにこやかに踊る参加者の笑顔からは、地域が育てているコミュニ

ティの素晴らしさを強く感じました。私も惹きつけられ、知らないステップを教えてい

ただきながらひと時を過ごしました。 

 タクシーで同じ道をぐるぐる廻り、やっと目的地に着いたことも楽しい思い出

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新しい発見       正司 徹夫 

 シアトルへ出発前に体調を崩し、参加できるかどうか心配でしたが、勇を鼓して 

参加させていただきました。 

 滞在中４日間をホームステイとして Jack Kolle さん宅でお世話になり、いろいろな 

ことを学ばせていただきました。 

 ホストファミリーの Beth とティリカム・ビレッジ・ツアーに参加しました。ネイテ

ィブ・アメリカンの村で彼等の歴史、文化に触れることができました。また、伝統的な

サーモン料理と躍動感あふれるアメリカンのダンスを観賞しました。 

  ノースベルビューのコミュニティ・センターで障害者と健常者が一堂に会し、共に 

楽しむダンスパーティーが開かれるということを耳にしました。神戸でも毎年同様な 

パーティーが開かれていることから関心がありましたので、見学に行きました。スプリ

ング・ストリートでタクシーをひろって飛ばすこと４５分、目的の場所がわからず、街

の中をぐるぐる廻って、やっと会場を見つけることができました。 

 普段着のまま参加できるパーティーです。参加者が三々五々会場に集まってきて、 

やがて楽団演奏（殆んど高齢者で構成されたボランティアの生バンド）が始まり、パー

ティーの幕が開きました。障害者の中には、

日常買い

物をする

車をフロ

アに持ち

込んで、
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それを支えにして健常者と仲睦まじくリズムにのって楽しく踊っていたのが印象的で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シアトルでの出会い      八木瞭汰（5 年） 

 ぼくは、7 月 21 日から約 2 週間、アメリカのシアトルへ行きました。 

 シアトルでは、ホテル以外に２つの家でホームステイをしました。 

家族の人達はとてもやさしく、いろいろなことを教えてく

れました。食べ物や習慣など、日本とちがう面も学ぶこと

ができました。ス－パーマーケットへ材料を買いに行って、

手巻きずしを作ってあげるととても喜んでくれました。き

ゅうりなどは、日本とちがってとても太かったです。ホー

ムステイ先の子どもと一緒に、バスケットボールやキャッ

チボール、ゲームをしたことがとてもいい思い出になりま

した。 

 シアトルでは、市役所を訪問したり、姉妹都市協会の人達がバーベキューパ

ーティーをしてくれて、大勢の人が集まりました。毎日、いろいろな人に会い、

一緒にシアトルマリナーズの野球観戦やカヌー、山登りをしてマウントレーニ

アに泊まったりしましたが、ぼくが一番楽しかったことは、キッズプレイをし

た 1 日でした。5 年生のイアンやノラなど、たくさんのアメリカ人の友達と 1

日を一緒に過ごしました。日本のアニメはアメリカでも人気がありました。 

ぼくは、みんなにマジックを披露したり、サッカーや野球をしました。 

 言葉はちがっても、お互いに友達になって一緒に遊ぶことができたので楽し

かったです。尐しずつ言葉が通じて会話ができたとき、とても嬉しかったし、

もっともっとたくさん話ができたらいいなあと思いました。 

 この 2 週間でたくさんの人達と出会い、友達もでき、貴重な体験ができまし

た。この友情は、これからも大切にしたいと思います。そして、姉妹都市の神

戸とシアトルの人がもっと交流ができるようになればいいと思います。 

 ぼくは、シアトルのことを神戸の人にももっと伝えていきたいです。 
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生れて初めての、ホームスティ           松村 薫 

 今回の KSSCA 協会設立５周年記念で行なわれたシアトル訪問旅行には、私と小学４

年生になる娘と２人で参加しました。 

私自身、シアトルには亡くなった父の仕事

の関係で、何度か訪問したことはあります

が、娘にとっては飛行機に乗るのも初めて、

海外に行くのも初めて、ましてやホームス

ティをするのは、私も娘も始めて、と、初

めて尽くしの旅行でした。 

そのうえ、他のメンバーの方たちとスケジ

ュールが異なった為、飛行機の移動時は、

行きも帰りも私たち親子二人きりで、英語

の苦手な私はちゃんとシアトルまで行って、また無事帰ってこられるか心配でした。 

案の定、飛行機が何時間も遅れたり、娘がホテルで熱を出したりと、沢山トラブルはあ

ったものの本当に楽しい旅でした。 

あちらでのスケジュールは大変充実したもので、この KSSCA の旅行でなければ、経

験できないものが沢山ありました。特に親子でお世話になったホームスティは、娘にと

ってアメリカをとても身近なものにしてくれた様です。 

 私たちが一週間お世話になったのは、ご両親と６歳の双子のセス君とアストリットち

ゃん、のジョンソンさん一家のお宅でした。一人っ子で、日ごろ弟や妹が欲しいと言っ

ていた娘にとっては、念願の兄弟、それも弟と妹が出来て、恥ずかしいけど嬉しいこと

でした。 

 ホストファミリーの皆さんは、普段はご夫婦共お仕事をされていて、双子の兄妹たち

も夏休みでしたが、日本で言う学童保育のようなところのサマーキャンプに毎日通って

いるので、日中はお留守でした。 



25 

 

私たちも KSSCA のスケジュールがあったので、顔を合わせられるのは朝それぞれが

出掛けるまでの時間と、夕方家に戻ってからでした。それでもアメリカはサマータイム

で通常より一時間時間が早く、また日が沈むのも日本と比べると遅いので、帰宅してか

らの時間はたっぷりあり、ホストファミリーとゆったりとした時間をすごす事が出来ま

した。 

 子供たちはプレイルームやリビングで、折り紙やゲーム、じゃれあったりして遊び、

ある時は夕食後、夜の 8 時頃でしたがまだ外は明るく、みんなでダウンタウンが一望で

きる Queen Anne Hill の公園に行って遊んだ事もありました。娘はホームスティで過

ごす事になってからは、とてもリラックス出来たようです。 

 ジョンソンさんのお宅に滞在中に、アストリットちゃんの所属するガールスカウトの

メンバーの女の子達 10 人程、ジョンソンさん宅にお泊りする「overnighｔstay party」

があり、その日は夕方からとても賑やかでした。 

みんなそれぞれに、寝袋やマットレスを抱えてやって来て、夕食にピザをソースから

手作りをして、トッピングの材料も女の子たちが一生懸命カットしていました。一通り

材料が揃うと自分のピザ生地にソースを塗って、切った野菜を思い思いにトッピングし

てオーブンで焼き、他に用意されたフルーツサラダやジュースと共に美味しそうに食べ

ていました。とは言うものの、まだ６～8 歳位の子達です。食べ残す子もいたり、ジュ

ースを溢したり、お行儀が悪かったりと、大騒ぎでした。 

私も出来る事はお手伝いしましたが、自宅をこんな風に開放して小さな子たちを預か

るなんて、すごいなぁと感心しました。 

 その間、唯一男の子のセス君と、ガールスカウトの女の子達より尐し年上の娘は、賑

やかなキッチンやプレイルームには入って行けなくて、二人して二階のサブリビングで

日本から持っていった DVD をパソコンで見ていました。 

不断は元気一杯やんちゃなセス君に絡まれて、「も～、セスいや！」なんて言ってい

た娘ですが、ＤＶＤを見ていた二人の姿は、頬杖をつき同じ格好をして並んで、なかな

か微笑ましかったです。 

  家族みんなが揃う事が出来た週末には、お弁当を持って「Deception Pass bridges」

までピクニックに出掛けました。お弁当の主食には、私が梅干と鮭と、シソのふりかけ

のおにぎりを作りました。その他にも、ハムやチーズ、スナック、フルーツをバスケッ

トに入れ、これぞピクニックと言う感じです。 

 車で２時間近く走って「Deception Pass bridges」に着いた時、丁度その日は橋の記

念日だったようで、イベントが行なわれていました。テレビ局が来ていてクイズをして

いたり、クラシックカーの行列が橋を行ったり来たりパレードし、とても大勢の人が集

まっていました。 

しかし、シアトルは夏でも午前中霧が出ていて、その間ダウンタウンでも寒かったの

に、ピクニックに行った場所はもっと北の方だったうえ、この日は陽が照る事は無く、
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セーターやジャケットを着ていてもとても寒かったです。それでも子供たちは楽しそう

に砂遊びをしたり、海辺まで行って遊んだりしていました。 

 そして、ホームスティ最後の日は、Sunday フリーマーケットに出掛けました。古道

具やアクセサリー、食べ物のお店、大道芸や珍しい楽器の演奏などなど、わくわくする

物でいっぱいでした。 

 そこで買った女性用の古い時計の文字盤が連なったブレスレットは、今私のお気に入

りになっています。 

 このフリーマーケットでは、別のお宅にホームスティされていた横山さん親子とばっ

たり出会ったりして、そんな偶然も楽しい思い出になっています。 

 

 この旅行中横山さんとはいろんな縁でご一緒させてもらうことがありました。

Mt.Rainiern の麓でのキャンプの時も同じコテージでしたし、以前子供たちが別々にで

すが、日本で英語を教えて頂いていたジョン＆タニア先生のお宅への訪問も横山さんの

お陰で実現できました。また私たち親子がお世話になっていたお宅に、横山さん親子も

一晩だけでしたがお泊りすることになった

りと、予定外の楽しい事がありました。そ

の晩は、私が肉じゃがとそうめんを作り、

横山さんが稲荷寿司ときゅうりの浅漬けを

作ってくださり、ちょっとした日本食（？）

パーティーでした。本当に楽しかったです。 

 

 そして、こんな思い出深いホームスティ

の経験が出来たのは、お世話になったジョンソンさん一家のお陰だと、心から感謝して

います。 

一緒にお世話になった娘は、なかなか英語での会話はできませんでしたが、それでも

居心地の良いご家族だった様で、しばらくの間思い出すたびに寂しくなって涙ぐむくら

いでした。きっとこの先も、この体験を忘れないでいてくれることでしょう。 

そして、この交流がいつまでも続いて欲しいと願います。 

 

 初海外                    松村 真咲 

 

 初めてシアトルに旅行に行きました。 

飛行機に乗ったことが無い人が行けるのかな･･･？と尐し緊張していました。 

アメリカの空港はアメリカのいい香りがしました。 

ホームスティには、自分は人見知りなのでドキドキしました。 
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あまりにも緊張しすぎて、玄関で靴を脱ぎそうになりました。 

母に「脱がなくていいんだよ」と言われて、ハッとして気がつきました。 

アメリカはとても快適でした。日本よりどこか空気がすがすがしく思えました。 

ホストファミリーの人たちと遠い橋までピクニックに行きました。 

ピクニックは日本だと暖かいときに行くけど、シアトルでは夏なのに寒くて寒くて、セ

ーター一枚ではとても足りませんでした。でも、海に入って泳いでいる子たちがいたの

で、驚きました。 

私たちも海辺で遊んで、記念写真も撮って楽しかったです。 

 アメリカは自由な感じがして、好きになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シアトルを訪問して  買 耘碩（Yunshuo）  

 

この夏休みに、日本のホストファミリー正司さんご夫婦

のお陰で、「神戸・シアトル姉妹. 都市協会設立５周年記念

事業」訪問団の一員としてアメリカ合衆国シアトル市を訪

問しました。 

7 月 23 日、日本の関西空港を出発して 10 時間ほど飛ん
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で、シアトル・タコマ国際空港に着きました。 

今回の訪問はアメリカ・シアトルの友人と一緒にいろいろな楽しいことを体験したこと 

だけではなく、アメリカの社会状況と高齢者の福祉についても見学した。 

今回の訪問を通して、アメリカの文化と社会の各側面についてより深く理解できた。 

 

シアトル旅行記  池側千絵・瑛美（えいみ 10 歳）・  真琳（まりん 8 歳） 

東京から、シアトル訪問に参加させていただきました。わたし自身は生まれも育ちも神

戸で、子供たちも神戸生まれで、4 年前まで神戸に住んでおり、神戸の実家にもたびたび帰

省します。シアトルは、わたしが 20 歳の大学生のときに始めてアメリカ旅行をして、3 週

間のホームステイをした土地なので、なじみがあります。 

 

子供たちは小さいころから英語になじませたいと思い、小学校に入る前は、英語で日常

会話をするプリスクールに通わせていましたが、小学校に入ってからは、かなり英語から

遠ざかってしまっています。今回のシアトル訪問

で、外国文化を知り、もっと英語をやる気になっ

てくれたらと思い、参加しました。 

 

今回ホームステイをさせていただいた家庭は、

母親がフルタイムで勤務しており、父親はギター

講師をしながら、二人の男の子の育児を担当して

いる家庭でした。子供は 5 歳と 2 歳で、5 歳の子

供はインターナショナルスクールの幼稚園に通っており、日本語も尐し話せます。父親は

実は日本人のハーフで、ほとんど日本語は話せないながらも、もちろん日本に非常に興味

を持っています。比較的シアトル中心部に近いところに家を買い、母親は健康のために、

会社への行きかえりをジョギングし、5 時過ぎには帰宅していました。父親は育児にほぼ専

念はしているものの、日中はベビーシッターさんを雇って、ギターを教えに行ったり、ス

ポーツクラブに行ったりして、上手に息抜きをしているなと感じました。一緒に動物園に

行ったのですが、5 歳の男の子がとてもお話上手で、いろいろ説明をしてくれました。 

わたしが 20 歳のときにはじめてアメリカを訪れたときは、とても感銘を受け、国際的な

仕事をしたいなどと、いろいろ考えるきっかけになりました。娘たちはまだ小学生なので

感じ方は違うと思いますが、おにぎりや天ぷらはもともと日本のもので、それをアメリカ

の人たちも好きで食べてくれていること、アメリカ人は基本的にはパンを毎日食べている

ことなど、食文化の違いに気づいたり、アメリカ人の家の様子や暮らしぶり、気候や土地

の広さを知るなど、視野を広げることができたと思います。肝心の英語に関しては、ホー

ムステイの家族の言っていることはだいたいわかったようではありますが、ほとんど自分
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たちから話をすることはできませんでした。それでも、小学生のうちからアメリカを訪問

して、ホームステイができ、すばらしい体験ができたと思います。 

ホームステイ以外にも、マリナーズの試合を見に行ったり、マウントレーニアのほうに

一泊旅行に出かけたり、いろいろ楽しい体験をさせていただきました。子供たちは、今回

の旅行のことを旅行記にまとめて、夏休みの自由研究にしましたので、小学校で発表もし

たようです。大きくなったら今度は自分で行ってほしいと思います。 

姉妹都市協会のおかげで、いい体験ができました。ありがとうございました。 

 

Thanks Homestay          横山 智子 

 

 滞在期間約２週間のうち、後半の一週間を娘の千尋（１０歳）と一緒に Sharon and Tom 

Victor さんのお宅でホームステイをさせていただきました。 

ダウンタウンから２０分ほど車で走った「バラード」にある閑静な住宅地にあり、丁寧に

手入れされているお庭や町並みの中で、ゆっくりとした時間を過ごしました。 

ある日の夕食後には、日没が遅いシアトルらしく２０時を過ぎているというのにまだ明

るい公園で遊ぶことが出来た娘。近所の子供達も沢山

遊んでおり、犬の散歩だけでなく公園では大人もおし

ゃべり。 

また、猫でもなく犬でもない何かが走り回っているの

でなんだろう？と確認したら、ナントそれはリスでし

た。庭にはアライグマも現れるそうです。そんな自然

に恵まれた中で遊べた娘は、帰国後何ヶ月も経った今

でも夕食後には「いいな～シアトルだったら今からでも公園であそべるのにな～」と、す

っかりシアトルライフスタイルを身につけてしまいました。 

日々の生活の中では、シアトル市民の生活を経験させていただく中で、ゴミの分別の大

切さを教えていただき、植物や野菜のカス・残飯はコンポストでの回収など、リサイクル

や自然へ優しいシアトルスタイルがあることを学びました。 

移動の際には車窓からの町並みで歴史を学び、そして広大な海を見下ろす丘からや、連

れて行ってくださった「ハイラム・M・チッテンデン関門とフィッシュラダー」では、現在

も各国との流通の拠点であること・自然をいかに守っていくか、なにが大切なのか・・・

と沢山教えてくださいました。 

日曜朝にはよく行われているというガレージセールにも連れて行ってくださり、物を大

切に使うことの大切さを教えてくださいました。日々の我が身の生活を反省しつつ、その

ライフスタイルにふれたことで気付いた事が、帰国後の我が家の生活に尐しだけですが良

い方向に反映されています。 
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また、ホームステイに限らず、シアトル滞在

で一番感じたのは、様々な建物や文化を大切に

引き継いでいる様子がシアトルの街並みから沢

山伝わってきました。神戸は、阪神淡路大震災

の影響は避けられませんが、残すべき歴史を上

手く引き継げるようにあってほしいと心から思

ったことです。 

姉妹都市として、次代に継承すべき点においてシアトルに学ぶべき点が沢山あると確信

しました。 

英語力が伴わず、何故？というところを深く理解できるまでに及ばないことも多かったの

ですが、長年シアトルと向かい合って生活されてきた Sharon and Tom さんからは本当に

沢山の事を学びました。 

今後の姉妹都市交流の中で、今回の思いを生かす事の出来る活動も出来たらいいなと思い

ました。 

 

日本からは蕎麦やいなり寿司といった和食材料を持っていきました。一度の来日経験が

あるとのことでしたが、お庭から拝借したエンドウ豆とニンジンと炊き合わせた「高野豆

腐」にはとても感動されました。まるでスポンジのような食感が何ともおもしろかったよ

うです。 

アメリカでは日本食が浸透していると思っていたのですが、やはり個々の家庭での「お勝

手事情」は違い、みそ汁を入れる最適な器がなく「マグカップみそ汁・お吸い物」になっ

て苦笑いのまますすったり、出汁を濾すような目の細かいザルがなく、パスタの湯切りを

するボールにペーパータオルを広げ代用したり・・逆に何でも電子レンジでさっさっ！と

料理してしまう Sharon さんのテクニックを勉強させてもらったりしました。こんな大きな

チーズ切った事ない！と言いながら娘はチーズカットを毎回楽しくお役目をいただき、帰

国後には「チーズは大きいものでなくっちゃ！」とアメリカンナイズされ、知ってはいた

けれど食べたことはなかった「オートミール」は、今やすっかり我が家の食卓に当たり前

のようにあがっています。 

 

最終日に参加した「シーフェア観覧」で使える

ように持っていこう！と、習字と折り紙を駆使し

て、横断幕を一緒に作りました。 

娘が５歳から習っている習字では「墨のすり方」

から始まる講義？をしました。 

Tom さんが自信満々に書き上げた近くにあった

日本語のパッケージ文字を写した作品が、漢字が
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逆さまに書いてあり、みんなで大笑い！したり、折り紙では、飾りにしようと作りだした

「鶴」をまだまだ作る！と大ハリキリの娘に Sharon さんは「脳の刺激になっていいわ」と、

疲れながらも喜んで沢山の折り紙飾りを作ってくださいました。 

 

あっという間に一週間の滞在は過ぎ去ってしまいました。 

まるで本当の娘と孫のように、優しく、時には厳しく接してくださり、沢山のことを教え

てくださった Sharon and Tom さんに心から感謝いたします。 

まだ神戸はご存知ではないとのこと。 

次は是非神戸でお会いしましょう！と別れました。 

いまから“For Sharon and Tom さんスペシャル神戸観光プログラム”を考えている私たち

親子です。 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kobe～Seattle ホストファミリーとの絆   八木 絵里 

 
 シアトル訪問は、何度目だったでしょうか。前回の訪問は姉妹都市提携 50 周年の時でしたが、

あれから 3 年経ち今回のシアトル訪問は、色々と凝縮された旅であったように思います。 

姉妹都市協会設立から 5 周年、会のメンバーも幅広い層で構成され、活動を通して知り合った

人々と一緒にシアトルを訪問することができました。 

 前回訪問した際には工事中であったリンク・ライトレールが開通し、シータック空港からダウ

ンタウンまで約 37 分で行けるように大変便利になっていま

した。高層ビルが次々と建てられ、ダウンタウンの様子も変

化していました。大型客船の就航により、港も華やかでにぎ

わいを見せていました。 

 シアトルは私にとって、大切なホームタウンです。行く度

に町並みや建物などは変わっていきますが、決して変わらな
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い「人との絆」があります。今回は、それを痛感した旅でもありました。いつもシアトルへ行く

度、私の留学していた頃の多くの友人や知人が待っていてくれています。こちらがどんなに忙し

い状況であっても、友人やアメリカの家族はいつも温かく迎えてくれます。彼らは 10 年以上た

っても変わらず私にとっては特別な存在です。シアトルでの私の大学時代から、就職、結婚、出

産、子育て、全て知りつくしている関係。家族と会うと安らぎ、ずっとそこに居たいと思います。

空港まで車で迎えに来てくれた時には、最初の滞在先であるホテルの部屋へ飾るために、花束を

持ってきてくれる、これは毎回お決まりです。フロントで花瓶を調達し、手早く飾ってくれます。

そして、もう一つのお決まりが、私たちが食べるフルーツや飲み物、スナックなどをちゃんと持

ってきてくれていることで、私はこのおもてなしの方法を彼らから学びました。 

今回は、シアトル滞在が 2 週間ということで、後半の 1 週間はシアトルのファミリー宅と、

友人宅に泊めてもらえることになりました。どちらもあまり気を使う必要のない関係ですが、今

回はあまり一緒に過ごせなかったことが尐し残念でした。 

はじめに滞在したマグノリア（ダウンタウンから車で 20 分）の Walton 家では、息子はすぐ

に、2 年ぶりに再会した高校生 Nicholas と 3 歳の Peter、夏休みで泊まりに来ていたいとこの

女の子と一緒にアメリカのゲームやスポーツを楽しんでいました。そこの夫婦に男の子が産まれ

たころ、学生であった私は時々ベビーシッターをしてあげたことがあります。あれから 16 年も

経ったことを思うと、我々もそれだけ年を重ねているのだと、しみじみと思います。Walton 家

には、いかにもアメリカの家という大きな犬がいます。2 人のベビーシッターが交替で 3 歳の

Peter の遊び相手や身のまわりの世話を朝から夜までしています。時々は、アメリカの有名なホ

テルのシェフが料理を作りに来ています。もちろん家の掃除も他人に任しています。それぞれの

家庭の考え方がありますが、育児や家事にストレスを感じないように、周りの手をかりることで

心のゆとりとよりよい家族関係を作るという夫婦の考え方でもありライフスタイルです。彼らは

滞在中の私たちの尐しの自由時間に、公園への散歩やバラードにあるチッテンデン水門、フィッ

シュラダ―に連れて行ってくれました。ワシントン湖とピュージェット湾の異なる水位を調節し、

ボートやヨットの往来を可能にするためにつくられ、観光地のひとつにもなっています。

Nicholas は瞭汰の疑問に一つひとつ丁寧に答え、説明をしてくれました。人々の知恵や生活か

ら、考えさせられることも多くあります。子どもたちが、自分の町のことをよく知っていること

にも感心させられました。皆が、日常の中で高い意識を持っているのだと思います。最後の夜に

は私のもう１つのホストファミリーや両親、薄木くん、カさんも交えてパーティーを開いてくれ

ました。バルコニーから眺めるエリオット湾、ベインブリッジアイランドに沈む夕陽は本当にと

ても美しく、ゆったりとした時を過ごすことができました。とにかく忙しそうにしている私に 
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「ここではゆっくりして」と

声をかけてくれていたおかげ

で尐し寛ぐことができました。 

 

 

 

        

 Walton 家でお世話になった後は、同じくマグノリアにある私の学生時代のホストファミリー

である Kolle 家でシアトル出発の日までステイさせていただきました。すでに、私の両親が先に

滞在していたので、加えて親子を受け入れてもらうのは申し訳なかったのですが、あちらにすれ

ば、ここに泊るのが当然という様子でしたので、今回は 4 名で泊めていただきました。両親は

１部屋のベッドルーム、私は、エアーベッドをパソコンルームに用意してもらい、瞭汰は息子の

Reijer の部屋で床の上に寝袋と毛布を用意してもらいました。このほうが、気が楽で有難かっ

たです。息子の何事にも順忚性のあるのには、正直驚きでしたが。 

Kolle 宅には、ご主人と娘、息子と大きな犬がいますが、娘の Lily はカリフォルニアでデザイン

の勉強をしており不在でした。Reijer は自分でスケートボー

ドを作ると言って瞭汰に手伝わせてくれ、一緒に外でスケー

トボードやキャッチボールを楽しむなどをして過ごしていま

した。また、二人で Reijer の部屋でゲームや音楽に夢中にな

っていました。スーパーに買い物に行き、ごく普通の生活を

共にできたことは貴重な時間でもありました。日本からも素

麺、味噌汁、出汁、海藻類、海苔などいろいろと持っていき、喜んでもらいました。お世話にな

ったお礼に料理を、と私は母とホストファザーの Jack と 3 人でス－パーマーケットへ買い出し

に行き、刺身手巻き寿司を作りました。Jack は庭で特製のバーベキューを焼いてくれ、最高に

美味しかったです。わさびが大好きだという Jack は、手巻き寿司をとても気に入ってよく食べ

ていました。Reijer は自分で巻く初体験に興味を持ち、にぎやかな雰囲気で食事をしたことが、

とてもよい思い出になりました。ホストマザーの Beth はハープ奏者で、結婚式などの演奏のた

めほとんど家にいませんでしたが、そんな中でも私たち 4 名をステイさせてくれたことが有難

かったです。Beth はブレイクアイランドへのティリカムビリッジツアーに忙しい中でも両親の

要望で私たちを連れて行ってくれました。Jack と Reijer と一緒に参加したシーフェアトーチパ

レードでは、浴衣を着た協会のみんなと一緒に声を出して観賞しました。Reijer の友達も参加

しました。 

楽しい時間もあっという間に過ぎてしまいましたが、何気ない家庭の中の出来事や話にみんな

で大笑いしたりしました。帰る朝には庭で育てているベリーなどがたっぷり入ったケーキを朝早

く起きて焼いてくれ、お腹がすくだろうと両親にお土産に持たせてくれたのには感動しました。 

 瞭汰からは、習っている習字で「平和」と書いたうちわをプレゼントしました。「最高のプレ
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ゼントだ」と喜んで、すぐにリビングに飾っていました。 

 お互いに新たな発見や経験ができたホームステイでしたが、息子の瞭汰にとっても 

アメリカのベッドメイキングを一人でこなしたり、寝ている上から大きな愛犬エリ―が外から入

ってきて甘えてとびかかってきたり、家を留守にするときには、その間他人に家に住んでもらう

こと、犬の散歩だけに来る人もいること、などは日本とは大きく違う発見でした。 

 「瞭汰が大人になったら、一緒にお酒を飲んでいろいろな話をするのが楽しみ」という、息子

の Reijer の言葉がとても嬉しかったです。 

 神戸へ行きたい、という Reijer とも、次は神戸で会えることを楽しみにしています。 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

シアトル訪問     岩井 直人 

 

                                                        

    アメリカの人と身近に交流するのは、初めてでとても緊張したけど、み

んな とても優しくしてくれてよかったです。 

    初めてのホームステイでは、イーライ君とキャッチボールをしたり、テ

レビ ゲームをしてとても楽しかったです。 

  庭で食べたBBQもおいしかったです。  

    他のホームステイの人と１０人くらい集まってした野球が、一番楽しく

良か ったです。 

そしてシアトルでの色んな体験をスクラップブックにまとめて、学校

のサマ  ーチャレンジの発表会で発表しました。 

シアトル姉妹都市協会の人たちと、いっしょに行ってとても楽しかっ

たので、 いい思い出が出来ました。 

ありがとうございました。 

 

 

         



35 

 

           思い出の旅行記     岩井 恵子  

思い出の旅行記―恵子のつぶや                                       

              

2010年7月26日から8月3日の9日間神戸・シアトル姉妹都市協会の方々とシ

アトルに行ってきました。  

 

《シアトル到着》  

 飛行機に乗って8時間!!シアトル到着しましたが、最初の難関『入国審査』

で、「パ パ？」と聞かれ、訳も分からずに「ジョブ !!」と答えたり、審査

官との手に汗握る  攻防が繰り 広げられました。  

 でもそうこうしているうちに無事に入国審査をパスし、シアトルの地を

踏むことが 出来ました。・・・う～ん何とかなる  

  空港にはボランティアの方が迎えに来てくださっており、無事に会えた

時はホッと しました。  

  でもまた難関が、うまく英語が話せずボランティアの方とのコミュニケ

ーションが とれずに車内では「シーン」・・・気まずい雰囲気。でもホテ

ルに到着し降りる時   には元気に「Thank You!!」と挨拶  

《ホテルに到着》  

  ホテルは、八木さんのお薦めの｢ﾎｰﾑｳｯﾄﾞｽｲｰﾂ・ﾊﾟｲｸｽﾄﾘｰﾄ｣を予約しても

らっていた ので、いざCheck-in・・・またまた難関、無事にﾁｪｯｸｲﾝできる

かドキドキです。  

  フロント係の人は、案の定早い英語でどんどん話をしていく・・・何言

ってるの？ 

  訳も分からずクレジットカードを出し、いつの間にか手続き終了、無事

にﾁｪｯｸｲﾝ!!   部屋にはいると協会の方からの沢山のプレゼントが目に飛び

込んできました。・・・Surprise!!  

 野球尐年の直人はマリナーズグッズに大喜び、貴重なイチローのバブル

人形は我が 家の宝物・・・協会の皆さんありがとうございました 

《冒険の始まり》  

  ホテルで荷物を置き、さっそく付近の散策に出かけました。  

 最初、近くにパイクプレイスマーケットがあると聞いていたので、目指

しました。 途中、お店もたくさんあり買い物にはとても便利なところで

した。  

 アメリカン・イーグル、オールド・ネィビー、LOSSがあり、うろうろし

ていても 飽きませんでした。・・・娘に頼まれたもの買えて、一安心  

 

《BBQパーティー》  

  協会の前会長宅でのホームパーティーでは初対面の方々もおられ尐し緊

張しました  皆さんは、英語を流暢に話し、とてもうらやましく思いまし

た。英語を話せたらど んどん会話に入り輪が広がるのに・・・ちょっぴり
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自分が惨め 

  でも、そんな私にマーシーさんは丁寧にそしてゆっくりとした英語で、

優しく話し かけて下さいました。ゆっくりと話をしてもらえたので所々理

解は出来ました。  

  子供達はゲートボールをして、仲良くなり、言葉は理解できなくても、

自然に集ま って楽しくしていました。・・・  うらやましい 

  パーティーのお料理も見た目がとても美しく、美味しくいただきました。

  

《市役所訪問》  

  市役所を訪問し、市会議員さんに直接お会いし、シアトル神戸姉妹都市

協会のバッ ジをいただきました。・・・普通の旅では出来ない貴重な体験  

《老人ホーム訪問》  

  広間に入居者が一同集まり、ミーティングを始めた姿を見て、一つ屋根

の下で生活 していく中で、みんなが真剣に取り組んでいる気持ちが伝わっ

てきました・・・前   向きな老人の姿に驚いた  

  皆さん積極的でとても明るい表情、日本の老人ホームとは雰囲気があま

りに違うと 感じました。  

《ホームステイ宅訪問》  

  ホームステイは私にとって初めての経験、もちろん直人も初めてなので、

親子で ﾄﾞｷﾄﾞｷしていました。  

  ホテルへお迎えに来て頂き、英語で挨拶をしようとしたら、日本語での

挨拶にびっ くり・・・ よかった、奥さんは日系３世の方でした  

 協会の方々の配慮で、ホームステイ先を私に会わせて日本語が出来る奥

さんのい   る家庭にして頂いたようで、不安が一気に吹き飛びました。  

 さっそく夜は庭でバーベキュー、自己紹介を兼ねて話は盛り上がりまし

た。英語を 使おうと思いながらも、ついつい日本語が多くなってしまいま

した・・・ニューヨ   ーク生まれのご主人さんごめんなさい  

 一人息子のイーライ君は野球好きの尐年、直人が選んだお土産の野球消

しゴムに大 喜び。  

  二人はお互い恥ずかしがりで、会話はあまりしないけどWii等のゲームな

どで盛り 上がっていました。不思議と子供達は直ぐに仲良くなりますよね。 

  ホームステイ先でのコミュニケーションが上手くできるか心配していま

したが、   楽しい時間を過ごすことが出来ました・・・感謝、感謝  

《他のホームステイ先と合流》  

  木下先生のホームステイ先にお邪魔させて頂きました。  

 マリナーズの本拠地セーフィコフィールドの見学に連れて行ってもら

い、尐年野球 をしている直人にとってはイチロー選手の使っているロッカ

ールームやベンチに座  り感激のしっぱなし・・・でも試合がなくて残念、

生のイチロー選手見たかった  

  ホームステイ２家族と私たち総勢10名で近くのグラウンドで野球を楽し
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みました。  野球の好きな男の子達は大はしゃぎで楽しんでいました。・・・

日本から持参した  グローブが役に立ったね、直人  

 次回は、地元の尐年野球チームとの交流も出来たらいいなと思いました。

  

  夕食は木下先生と餃子を作ることとなりました。・・・材料は大丈夫？ 

  肉はターキーのミンチ、餃子の皮はワンタンの皮、白菜がなくキャベツ

で、ニラは あったかな？？？できあがりはどこから見ても餃子・・・私た

ちは美味しかったけ   ど、アメリカの人の口にあったかな？  

 

《シアトル旅行記の感想》  

  お家が大好きな直人は最初「９日間も嫌だ」と言っていたのですが、い

っぱいの人 や友達に囲まれて「すごく楽しかった」「また行きたいね」と

満面の笑み。  

  帰国後、直人は旅行先での母の姿を見ていたのでしょう。尐年野球を引

退したら英 会話を習って英語の勉強すると言い出しました。  

  直人にとっては本当にいい経験となり、この経験が彼の将来を左右する

んじゃな   いかと思うくらい充実したものであったようです。  

 今回の旅行を終えて、私が感じたことは「人とのつながりの大切さ」を

感じ、その つながりをこれからも大切にしていこうと思う。  

 色々な人と出会い、助けてもらいそして色々なことを学びました。  

  私にとっても充実した９日間でした。  

  今後もこの交流の場が広がっていくといいなと思います。  

 正直私は英語が苦手で、シアトルの皆さんにきちんとお礼を言えていな

いことが今 も気になっております。子供と一緒に英語を勉強して、また交

流に参加する機会が   あれば参加させて頂き、こんな私でも何らかの形で

お役に立てたらと考えています。 最後になりましたが、今回の交流では

沢山の皆様にお世話になり、本当に感謝して  おります。  

  いつかまた皆様と会える日を楽しみにしております。  

 

 

ご寄附の御礼 

 このたび、皆さまにご協力をいただきまして、着物・浴衣・草履・帯などを 

シアトルの姉妹都市協会へ寄附することができました。いただきました物は、 

シアトルの桜祭りなどで活用される予定です。ご協力いただきました皆さま 

心より御礼申し上げます。 
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 神戸市小学校社会科作品展 

 第 9 回神戸市小学校社会科作品展が、コミスタこうべ(生涯学習支援センター)にて 

   開催され、7 月にシアトルを訪問した小学生八木瞭汰くん（5 年生）と横山千尋さん（4

年生）の姉妹都市シアトルについてまとめた作品が、それぞれの小学校の代表作品に選

ばれ 9 月 11 日から 9 月 20 日まで展示されました。神戸とシアトルの姉妹都市関係や、

神戸との比較、シアトルの地形やシアトルの市民の生活を食べ物や交通を紹介して説明 

   するとともに、シアトルで体験したことや感じたことなどが興味深くまとめられていま

した。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お世話になった人たち  「ありがとうございました」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネイザンエディングさん 
ティッシュ ジョンソンさん 

ティッシュ ジョンソンンさ

ん 

中村俊彦さん 
Ms.MarieMenard  
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  秋のハイキング    

 ２０１０年１０月２３日(土) 須磨浦公園から須磨離宮公園までのハイキングを行いま

した。神戸シアトル姉妹都市協会のハイキングの企画は今年で３回目です。一昨年は雤で

中止。これを教訓に昨年は予備日を作ったので、土曜日は雤でしたが日曜日に延期して開

催することが出来ました。今年は天気予報が降水確率がゼロということで文句なしでした。

私たちには知恵も付いて来たし運も上向いて来たようです。 

 朝１０時に参加者９人が山陽電車須磨浦公園駅に集合しました。マーレーンが見えませ

んでしたが、電話で連絡がとれ須磨離宮公園で昼に会うことにしました。ラジオ体操の第

一で準備運動をしたのち、須磨浦公園の前の敦盛塚を詣で、須磨巡回スタンプラリーの用

紙をもらいスタンプを押しました。このラリーは須磨地区の１５の史跡を巡ってスタンプ

を貰い、それを送ると商品が当たるというものです。須磨は源平戦の場所でもあり多くの

史跡があるのが判りました。そこから、９人の内歩く人４人、ロープウェーに乗る人５人

に分かれて鉢伏山に向かいました。歩く道は結構急でしたが、登る毎に開ける海の景色に

慰められて快調に登りロープウェー組と合流出来ました。皆で鉢伏山、旗振山、鉄拐山を

経て高倉団地に向かいました。好天に恵まれ、暑くもなく、寒くもない気候の中を静かな

林の中の快適なウォーキングでした。私達が歩いたのは尾根の背でしたが单、東、西には

広い海が広がり北には住宅地が点在する山野が見下ろせる、景色を楽しむ点では神戸の最

も良いところの一つです。 

 高倉団地を過ぎて自動車道路沿いを２０分ほど歩き１２時４５分頃須磨離宮公園に着き

ました。マーレンも待っており、また会員の松村さん親子とも出会う事ができました。皆

で楽しく食事した後記念撮影を行い、２時１５分頃現地で解散しました。須磨離宮公園で

は色々の種類の秋のバラが咲き始めており、大変目を楽しませてくれ

ました。解散後は八木さん親子と松村さん親子は子供のプレーグラウ

ンドに、正司夫妻、乾さん、西尾さん、マーレーン、芳賀は須磨寺に

向かいそれぞれ秋の午後を有意義に過ごしました。 

参加者；会員１３名；八木親子(二人)、正司夫妻、松野、梶原、西尾、

乾、マーレーン・ミッチェル、松村親子(三人)、芳賀 以上敬称略 
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カーリン・ザーグ・ブラック家族と夕食会    

11 月 18 日カーリンさんと家族（父マイクさん、息子サミュエル君）が福岡県

の高校で授業の一貫として講演された後、神戸に帰って来られましたので、歓

迎夕食会を催しました。 

イタリアンレストランで参加者 16 名（大人 12 名、子供 4 名）が集いました。 

この夏、KSSCA 設立５周年を記念して、シアトルを訪問された家族がカーリン

さん家族との再会を喜びあいました。 

子供達は、早速トランプなど時間を上手く使って遊んでいました。 

和やかな、雰囲気の中９時過ぎまで歓談を楽しみました。 
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神戸・シアトル姉妹都市協会  

２００５年１月から２０１０年１０月までの主な活動 

                                 

２００４年 

  神戸・シアトル姉妹都市協会発足に向けての設立準備会を設立 

  SKSCA 会長 カーリンザーグ、有志で会合 

 ９月 シアトル・神戸姉妹都市協会ボードメンバー/兵庫県ワシントン事務所勤務 

エリン・エリクソンさん来神 八木代表 神戸の観光案内 

２００５年 

 ２月；神戸・シアトル姉妹都市協会発足 

 １月１７日；シアトル市危機管理担当官 Erika Lund と Ines Pearce を｢阪神淡路大震災

１．１７の集いに協会員が案内。 

  ３月１５日；八木会長が矢田市長を表敬訪問。市長から当協会の今後の活発な活動を期  

待する旨の激励を受けた。 

 ３月２２日；協会員がワシントンワインを楽しむ会に参加。 

 ４月２２日~５月１０日；八木会長がシアトルを訪問 

  ＊Cherry Blossom & Japanese Cultural Festival に参加 

  ＊シアトル市役所の Sister City Reception に参加 

  ＊神戸市シアトル事務所、日米協会、ＹＭＣＡ，ＣＯＳTＣＯを訪問 

  ＊カーリン・ザーク会長などシアトル・神戸姉妹都市協会の人々と会合 

  ＊Lawton Elementary School を訪問し当地の生徒達と交流 

   日本の「子どもの日」について紹介―伝承遊び、折り紙 

八木会長の５歳の長男も同行・玩具の贈呈 

  ＊日系コンサーンズの敬老ナーシングホーム、とキッズ・ケアーセンターを訪問 

  ＊神戸出身のガラスアーティスト Koda Masami さんを訪問 

   ガラスアーティスト Ginny Ruffner さん他のスタジオを訪問 

 ６月 JET プログラム ALT ティーチャー マリッサ・ナカミチさん歓迎会実施 

 ７月１２日から１９日まで；当協会がサポートするシルバーカレッジ１０期生 １０人

がシアトルを訪問し、シアトル市民と交流 

  ＊シアトル市役所訪問 

  ＊日系コンサーンズのナーシングホームと保育園訪問 

  ＊シアトル神戸姉妹都市協会の主催の昼食会に出席 

  ＊クリスチャンピルグリム教会の日曜礼拝に出席 

  ＊レーニア山観光 

  ＊マリナーズの野球忚援 

  ＊ブッチャードガーデン観光 
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  ７月２３日；「日米子育てフォーラム in Kobe」の開催、八木会長―実行副委員長、協

会会員は受付ボランティアとして協力、高名なドロシー・ロー・ノルト博士来日 

  神戸ファッション美術館オルビスホールでシンポジウム、パネルディスカッション開催 

 同日 シアトル・神戸姉妹都市協会のカーリン・ザーグ会長結婚式（シアトル） 

    協会会員も何名か出席 

 ９月３０日；神戸シルバーカレッジ１０期生（当協会会員）がシアトルから来神したジ

ャズの歌姫 ケリ―ジョンソンとその夫であり共演者のジョーンをハーブ園に案内する。 

八木会長、協会会員との歓迎会 

 

２００６年 

 ６月１３日；当会員のシルバーカレッジ国際の現役およびＯＢ（１０期生と１１期生）

がシアトルから来神した Sharon Victor と Tom Crisalli さんと昼食会で交流 

 ９月２４日～１０月４日；当協会がサポートするシルバーカレッジ国際１１期生のグル

ープがシアトルを訪問し、シアトル市民と交流 

＊日系コンサーンズ訪問 

＊市役所・港湾施設訪問 

＊シアトル神戸姉妹都市協会会員との potluck dinner party の出席 

＊レーニエ山観光 

＊マリナーズ忚援 

＊シアトル市民のウォーキング大会に参加 

＊ブッチャードガーデン観光 

 

２００７年 

 ３月１５日；「テイストワシントン２００７」に会員数名参加 

 ５月１２日；神戸まつりのパレードに会員が参加  

５月１８日；神戸とシアトルの姉妹都市５０周年を記念したシアトルからの訪問団が来       

神 

 ５月１８～１９日；訪問団の一人を明石大橋などに案内 

 ５月１９日；神戸シアトル姉妹都市協会主催ディナーパーティー（神戸側２２名、シア

トル側３２名） 

 ５月２０日；訪問団の１３人を京都案内 

 ５月２１日；５０周年式典に出席  

国際シンポジウム「シアトル・神戸５０年の交流成果と今後への期待」 

八木会長―パネルディスカッション「グローバル化時代における姉妹都市 

     交流の展望」パネリスト 

 ７月； 神戸から５０周年記念事業に参加する訪問団がシアトル訪問。当協会員から会
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長およびシルバーカレッジ国際１２期生を含む合計１２名が参加。 

SKSCA に着物、浴衣、草履などを寄贈 

ホームステイを行う 

市長表敬訪問 日本からの記念品を市長へ贈与 

＊シーフェアーパレード参加 

＊５０周年レセプションに参加 

＊ビッグ着物贈呈 

＊玩具博物館訪問 玩具の寄贈 

＊マリナーズ忚援 

＊シアトル神戸姉妹都市協会員宅でホストランチ 

 ８月２９日、９月６日；ビッグ着物の展示（神戸市役所とシルバーカレッジ） 

 １０月；ビッグ着物の贈呈者糸川禎彦氏一家がシアトルを訪問し、着物の贈呈、公式行

事への参加。 

  ９月 ジャズボーカルコンテストの受賞者が来神、神戸の観光案内 

  １１月 シアトルからのゲスト Wood さん夫妻ホームステイ２泊受け入れ（西尾さん宅） 

京都観光案内、シルバーカレッジ、しあわせの村  

 １１月１１～１５日；神戸大学にて｢北米ウィーク２００７｣写真展を開催 

 １１月２２日 「日米子育てフォーラム in Kobe(Part2)」開催 流通科学大学にて 

 

 ２００８年 

  １月１８日；当協会の初めての新年会をロインにて開催。１９名が参加。 

  ３月１５日～１６日；神戸国際フェアーに当協会が初参加。 

    ３月１５日はリレートークでシアトル市民との交流を発表 

    ３月１６日は展示会に当会の活動を写真で展示 

  ５月 SKSCA の会員 Brenda Handley さん来神 

     活躍する女性リーダーというテーマでインタビューを実施 

  ７月 神戸 YMCA を訪問  

  ９月 ジャズボーカルコンテストの受賞者が来神、神戸の観光案内 

   

 ２００９年 

  １月２４日；新年会をロインにて開催。２０名が出席。 

  ３月２１日～２２日；神戸国際フェアーに参加 

    ３月２１日；パネルディスカッションとリレートーク 

       ３月２２日；デユオドームでマリナーズ関連の野球用具の販売、ワシントンワイ     

         ンの試飲、スタンプラリーの担当 

        ４月４日～１１日；シアトルの University Preparatory School の高校生４人、引率の 
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          先生一人、付添の方一人合計４人が来神。当協会員が各種活動を通じて交流した。 

          ４月５日；歓迎パーティーとサッカー観戦 

          ４月６日～７日；姫路城、書写山円教寺訪問。座禅、写経などを体験 

                  明石大橋見物 

          ４月８日；人と防災未来センター見学と震災に関する学習 

          ４月９日；関西インターナショナルスクール訪問と同校生との交流 

          この間、当会員の５家族の家がホームステイを受け入れた。また会員の友人２家  

          族（浅田さんと岡本さん）が当協会に協力してホームステイを受け入れてくれた。 

        ４月１５日；有志で「英語を楽しむ会」を発足。以降月２回のペース。出席５名前後。 

        ６月３０日；健康セミナーを開催。参加者８名 

            １１月１５日；森林公園で当協会初めてのハイキングを実施。ウォーキングとカント                  

              リーダンス。１６名参加 

    

 ２０１０年 

  １月２３日： 新年会をロインにて開催。２４人が出席 

  ３月１３日～１４日；神戸国際フェアーに参加 

    ３月１３日；講演、パネルディスカッション、リレートーク 

    ３月１４日；スペースシアターでクラムチャウダーを販売 

     ４月２５日；シアトル神戸姉妹都市協会会長カーリン・ザークさん一家を迎えて観光 

    船コンチェルトで歓迎夕食会。参加者２３名 

  ７月；神戸シアトル姉妹都市協会５周年を記念して訪問団がシアトルを訪問。  

    SKSCA に着物、浴衣、草履などの寄贈 

    詳細の報告は本号の別記事にある。 

     

 

            上記以外にも随時シアトルから来られた方々の受け入れや、アテンドなどを 

     行ってきました。ご協力いただきましたみなさま、有難うございました。 

      

  

 神戸シアトル姉妹都市協会の今後の行事予定     

 

１、 シアトルスタディーツアーの報告会 

題目；高齢化社会に於ける福祉の現状。シアトルの老人ホーム他の紹介 

月日；２０１０年１２月４日(土) ２～４ＰＭ 

場所；兵庫ボランタリープラザ；（クリスタルタワー６階）ＪＲ神戸駅单 
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発表者；薄木氏、カー氏（中国籍） 

会員及び友人などの参加を歓迎します。 

 

２、 神戸シアトル姉妹都市協会５周年記念パーティー 

２０１０年の１２月上旪に開催を計画中。場所、日時など未定 

  

３、 ２０１１年の国際フェアーに参加 

日時、場所と行事：２０１１年３月１２日；勤労会館；スピーチ大会、パーティー等 

               ２０１１年３月１３日；スペースシアター：体験ブース、物品販売等 

 

４、 シアトルからの高校生歓迎行事 

シアトルから高校生１０名、付添２名合計１２名が２０１１年４月に来神します。神

戸シアトル姉妹都市協会は４月２日から６日までの５日間彼等のお世話をすることに

なります。会員からのボランティアーを募集します。内容は、ホームステイの提供、

車での送迎サービスの提供、観光地への引率などです。更に金銭の寄付も歓迎いたし

ます。申し出あるいはこの件のお問い合わせは八木会長にお願いいたします。 

八木さんの電話；０７８－７８５－８２０５ 

       ０９０－７３４７－０４８２ 

 

具体的な計画は以上です。しかしこれ以外にこんなことをやったらどうかという案、希望

ガ有りましたら、私まで仰ってください。ご意見歓迎します。 

芳賀電話；０７８－８２２－３８０８  

 

  継続は力なり 

 

｢会員の定期的な集まりがほしいね｣ということで、月２回集まって

おしゃべりしています。もちろん英語でも、日本語でも OK。 

今は外国人が神戸に住む時の手引書 ? 

≪ Living  in KOBE ≫を読みすすめています。 

ご一緒に英語を楽しみませんか !! 
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あなたのご参加をお待ちしています。 

 

第 1,3 水曜日 10:00～12:00   神戸クリスタルタワー4F 

(時々、変更があるので来られる時はご連絡を下さい) 

河野武彦 792-6657 

梶原克子  992-6203 

 

 

 

 

  

  

 

ホストファミリー登録受付 

 

シアトル外、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、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。 

年会費振込みのお願い 

 

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。 
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◆ 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、振込先は下記のとうりです。 

<銀行振込> ①三井住友銀行 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 

            ②みなと銀行 明舞支店 普通 番号：３７９２４７７ 

                 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/ 

日本食文化環境研究所（Food Approach） 

http://foodapproach.com/ 

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 ( 0 7 8 - 7 8 5 - 8 2 0 5 )  

 

   薄 木 公 平 、梶 原 克 子 、河 野 武 彦 、合 田 康 夫  

西 尾 尚 子 、芳 賀 雄 彦 、松 野 芳 子 、横 山 智 子  

吉 川 正 一 郎  

 

 h t t p : / / w w w . k s s c a . n e t     編 集  広 報 委 員  
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