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神戸・シアトル姉妹都市協会

会長 八木絵里

お見舞い
この度の東日本大震災におきまして、犠牲になられた方々に、心よりお悔やみと
ご冥福をお祈り申し上げます。また、被災された皆さま、各地で避難されている
全ての皆さまにお見舞いを申し上げるとともに、一日でも早い被災地の復興を
心よりお祈り申し上げます。
大震災を経験した神戸から、そして、海外の皆さまからも支援の輪が広がって
います。シアトルはじめ、海外の知人、関係者の皆さまからも多くの温かい
メッセージもいただきました。心より感謝申し上げます。
我々は、自分たちにできることを考えながら、息の長い支援活動を行ってまいり
ます。
神戸・シアトル姉妹都市協会 一同

シアトルでのさまざまな支援活動を紹介します
◆３月１９日

シアトルセンターにあるモニュメント“Kobe Bell”において

Seattle Japan Relief 主催により追悼式典が行われました。
Kobe Bell とよばれる釣鐘は、神戸市とシアトル市が姉妹都市となったことを
記念して神戸市から１９６２年に寄贈されたものです。１９９５年１月１７日に
おきた阪神淡路大震災以降は、震災追悼で毎年同じ日に鐘が鳴らされています。
東日本大震災の追悼式典には数百名ものシアトル市民が集まり、被災地に向けた
メッセージを書き、被災者の追悼の意をささげる鐘を鳴らしました。
◆４月 ４日

被災地への継続した支援を呼びかけるために、ニューヨークのエンパ

イア・ステートビルの呼びかけで、世界中の代表的なタワーやビルが赤と白の
「日の丸色」でライトアップされました。シアトルでは、ランドシンボルである
スペースニードルが赤と白で電飾されました。
◆４月

６日

シアトルの５０以上のレストランなどで売り上げの１０％を

Peace Winds America に寄贈する支援活動「Red,White,Unite」の支援活動
が行われました。
※Seattle Japan Relief
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東日本大震災を受けてシアトルに拠点をおく日系企業や団体などを中心に
設立され、設立以来、募金活動などの支援活動を積極的に実施しています。
神戸・シアトル姉妹都市協会もこの活動に賛同し広くこの活動を知っていた
だくための活動を行っています。
Website: www.seattlejapanrelief.org
私達、神戸・シアトル姉妹都市協会には、アメリカなど海外の学校や市民からの
温かい支援やお手紙が届けられ、それらの全てを被災地へ届けています。そして
神戸の子どもたちや市民の方からの支援物資・手紙や絵なども一緒に届けています。
一人ひとりが自分にできることをやり、こうして海外からの力をいただきながら、
一歩でも前へすすめるように、頑張っていきましょう。
(手紙の一部を紹介します)
・I heard about the earthquake and Tsunami you had. I feel so bad what
Happened in your country.I hope this letter might make you feel better.
・It must be really hard going through this.I will hope and pray for you.

by KING 5 News
Posted on March 19, 2011 at 6:28 PM
Hundreds gathered at Seattle Center Saturday morning in response to the disaster in
Japan. KING 5's Lori Matsukawa emceed the ceremony near the Kobe Bell, which has
stood for years as a gift from our sister city overseas.

2010 年度 活動報告
新年親睦会 2011
恒例の新年親睦会が１月２９日（土）５：３０Pm から三宮のレストラン（ロイン）で開
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催されました。参加者１９名が出席しました。
新しい会員夫妻、母と子供３組、その友人などが参加され、テーブルを囲んで賑やかに食
事を楽しみました。
自己紹介も順次して頂き、昨年夏シアトルを初めての訪問された感動の感想など話され
ていました。
最後に参加者全員で記念写真を撮り、散会となりました。

「びっくりたまご」大好評
２０１１年２月２０日（日）に「多文化交流インこべっこランド」が催されました。
子供たちを対象に外国の文化を体験してもらう取り組みです。
神戸・シアトル姉妹都市協会では、
「びっくりたまご」作りを計画しました。これはマーレ
ンさんの提案で、アメリカのメキシコ近くの州でお祭りなどで子供たちがよく楽しんでい
るとのことでした。
早速、卵の殻集めです。卵に小さな穴をあけ、中身を取り出し綺麗に洗っておくという
尐々技術（?）のいる殻集めでしたが、会員の方々の協力を得てたくさんの殻が集まりまし
た。
当日は、子供たちが集まってくれるかなと心配でしたがあっという間に定員に達し、後は
断わらざるを得ないという盛況でした。
まずは、楽しいカラーリング。水に絵具を落としその絵具が水に広がる時に、殻をいれ
るというマーブリング法で色付け。乾くのを待ち、後は色とりどりの小さく切った紙を殻
の中に入れ、紙のふたをのり付けするだけ。親子でワイワイいいながら、１人２～３個ず
つ作っていました。
最後に何も知らないスタッフのお姉さん達に実験台になってもらい、できあがった卵を
頭に当てると、卵の中から出た紙吹雪で大盛り上がりでした。
もちろん、お土産に自分の作ったびっくりたまごを持ち帰り
ました。帰ってからお家で、どんなサプライズがあったので
しょう。
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シアトルスタディーツアー報告会
平成 22 年 12 月 4 日（土）2:00～4:00 Pm の間 神戸クリスタルタワー6 階「兵庫ボラ
ンタリープラザ」で開催されました。
薄木公平さんと買 耘碩（Yunshuo）さん（中国からの留学生で神戸に在住）の 2 名の方に
報告をしてもらいました。
報告はパワーポイントを使って発表されました。報告内容は前回のニューズレターvol.9
に掲載されていますので、是非ご参照ください。シアトルの
高齢者福祉は行政や政治のあり方などが違うので、一概に比
較はできませんが、費用的な負担やサービス内容には日本と
違うことがよく分かりました。
また、あるホーム内では自治会が作られ、オーナーとの話
し合いの場を持ち、健常な入居者が介護を必要な入居者に積
極的にボランティアをされているなど日本との大きな違いに気付かされたということも発
表されました。
また、今後発展と高齢化が予測される中国の社会福祉について、買 耘碩（Yunshuo）さ
んからご報告いただきました。今後は経済的な面だけでなく社会保険、社会福祉の面から
も日本と中国は良好な関係を築いていく必要を感じました。
参加者は 12 名と尐数でしたが、有意義な報告会になりました。

2011 年度行事開催中止のご報告
・神戸国際交流フェア

2011 年 3 月 13 日（日）中止

（スピーチコンテストは予定通り 12 日（土）に開催されました。
）
・University Prep 高校生プログラム

2011 年 4 月 2 日（土）～13 日（木）中止

来年、4 月に 2 週間ほど神戸に来られる予定です。交流会なども実施する
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予定です。ホストファミリー他、皆さまのご協力をよろしくお願いします。

「英語を楽しむ会」へのお誘い
ＫＳＳＣＡの活動の一環として

月二回英語の勉強会があります。出席者は大体５～６

人ですが、二時間楽しく勉強しています。
4 月から新しく英会話を中心とした「アメリカ口語教本 入門編」をテキストとしていま
す。メンバーの中にアメリカ在住経験のある英語に堪能な方がおられますので、指導して
いただいています。
シアトルからの来神者を受け入れた時、又、こちらからシアトルを訪問した時に尐しでも
コミュニケーションが図れるようにと始まった会です。
しかし、時に脱線して 英語以外の話題に夢中になる事もあります。
先日も原子力（nuclear, atomic） から原子力発電所、東日本大震災、今の政治にまで話が
移り、時間が過ぎてしまいました。

勿論日本語で

ですが・・・。そんな風に気楽にや

っています。
外国へ観光に出かけるのは楽しみなものですが、現地の人と話しをする機会があると、
人とのつながりを感じながら、

其の国の事情を知る事ができ、より思い出深い旅になる

ことでしょう。
又、国内においても、来日されている外国人と接することは

海外旅行に出かけるのと同

様に外国の文化を身近で知る事ができる良いチャンスです。
尐しずつながら、英語で会話が出来る様になりたいと願って続けています。
会員の皆様 一緒に勉強しませんか。参加をお待ちしています。

Today is the First day of rest of your life.
今日から英語の勉強を始めませんか
「英語を楽しむ会」
日時： 第１、第 3 水曜日

（月 2 回）

場所： クリスタルタワービル ４Ｆ
申し込み先：９９２－６２０３ （梶原）

入会・新ボードメンバーに参加

西野宣子

昨年 3 月友人より神戸・シアトル姉妹都市協会（KSSCA）の存在を知り「国際交流フェ
ア 2010」の催しを楽しみにハーバーランドスペースシアターに行きました。
KSSCA コーナーでは美味しいクラムチャウダーを頂き、ショッピングをして楽しい一日
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を過ごした事が思い出されます。
そこで協会の皆様からシアトルとの交流において様々な活動をされていること、楽しい英
会話のサークルを開いておられること等をお聞きし参加したいなあと思い入会しました。
今では楽しく英会話の勉強をさせて頂いております。
といってもまだまだ日が浅い私ですがこの度ボードメンバーにとお声を掛けて下さいまし
た。微力ながら楽しくお手伝い出来ることがあればと思っています。
どうぞ、宜しくお願い致します。

シアトルとの縁の始まり

芳賀順子

シアトル・タコマ空港に降り立つたのは、2001 年 6 月の事であった。次男がアメリカ人
船長と共にアラスカへサーモン漁にシアトル港から出港するという。出航する前に出会っ
ておきたい親心であった。
その年はイチロー選手がマリナーズに入団活躍を始めた年、息子と野球観戦を楽しんだ
り、Mt.Ranier 中腹のパラダイスに宿泊。船長と乗組員達に出会いシ
アトル港周辺を散策、滞在中はシャトルバスで市街を散策した事です
っかりシアトルファンになった。
2004 年 3 月にはロックレイル作家三浦啓子氏のアメリカ展を企画す
る事になり、私は夫の転勤で駐在していたカリフォルニア時代からの
アメリカ人友人・知人達に助けられながらポモナ・アートギャラリー
でのステンドグラス展を 1 ヶ月間開催した。三浦啓子氏の作品と講演
は新聞紙上でも好評を得てその後シアトルでも移動展示をする事にな
る。
兵庫県シアトル事務所の北岡様にお世話に成りシアトルセンター内のコンヴェンション
スペースにて 4 月 1 日から桜祭りまで展示即売会を開催した。その間、グラス作家チフリ
ーのアトリエを訪ねたり、ボーイング社副社長田島氏の案内でボーイング社工場・地ビー
ル工場・ワイナリー等を見学した。三浦啓子氏の作品は大きなサイズなので、再び日本に
持ち帰るよりアメリカに置いておきたいという三浦氏の希望に沿って、1 基はオリンピアの
エヴァーグリーン Univercity に寄付し、2 基を All Pilgrims Christian Church に寄贈して
帰国した。
その年の夏、シカゴ駐在の長男宅で二人目の出産があり手伝いに呼ばれた。3 週間長男家
族と過ごし孫達の世話の後、神戸に住む娘宅の中学１年の孫息子とハワイに居た次男康二
と合流し、私達夫婦 4 人でシカゴからシアトルまで Rout-90 を車で走り横断した。途中イ
エローストーンＮＰ・グランドテイトンＮＰ・Mt. Rashmore NP 等に寄りスポケーンワシ
ントンを経てシアトルに入った。この時の旅行記は別の機会に紹介したい。
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2005 年神戸市シルバーカレッジ学生だった私達夫婦は、
グループ学習のテーマに「シアトル神戸姉妹都市交流」とし、
八木絵里氏の指導とシアトル神戸姉妹都市協会会長カーリ
ン・ザーク氏の受け入れ手配を頂き 10 人の仲間達とシアト
ル訪問をした。矢田神戸市長からの親書をシアトル市長に届
けたり、日系コンサーンスを訪問、Mt.Ranier 中腹の針葉樹
林の間に高山植物の咲く高原を散策、ワシントン湖が見渡せる閑静な住宅街にある前期シ
アトル神戸姉妹都市協会会長 Montgomery 氏宅でのガーデンパーティーは心に残った。こ
の時も田島氏には大変お世話になり、ボーイング社見学・エアークラフト博物館を訪ねた。
セーフコ球場での野球観戦も思い出深い。球場の横を走るサンタフェ鉄道の汽笛の音・観
客全員でのイチローコール、アメリカ人の野球観戦の楽しみ方を覚えて恒例の野球の歌も
歌い応援の歓声を上げた。
帰国後八木絵里会長の設立した神戸・シアトル姉妹都市協会に私達も参加し、シアトル
にはシルバーカレッジの 10 期生～12 期生が続いた。これからも市民レベルでの交流が深ま
って行くことを願っている。

2011

KSSCA

ハイキングのご案内

恒例のハイキングを兼ねた会員の親睦会を下記の要領で行いたいと考えています。ご家
族、友人と一緒に多数のご参加をお待ちしています。
1 日時； ２０１１，１１，１９(土)
雨天の場合は１１，２０(日)
午前１０時～午後３時頃
2 集合場所；

新神戸駅一階の広場

3 行程（歩行時間約４時間）
新神戸発（10:00Am）－市が原（希望者は新神戸ロープウェーで風の丘駅まで行き、
そこから市が原まで歩いて徒歩組と合流することも可能）－再度山公園；昼食（12 時
～1:00Pm）－（森林浴コースを通り）－諏訪山公園；解散（約 3:00Pm）
4 集合場所に間に合わない、ハイキングは省略したいという方は直接再度山公園に来て
頂いても結構です。落合い場所は修法ケ原池の北側の広場。
落合い時刻は 12 時とします。直接再度山に来られる方は担当に予め仰って頂ければ
有難いです。
5 参加費、持参物；参加費は無料です。雨具、暖かい服、弁当、飲み物は各自ご用意
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してください。
6 雨の場合；降水確率が、午前または午後いずれかでも 40％以上（40％を含む）は
翌日、１１月２０日(日)に延期。１１月２０日（日）も雨天の場合は中止します。
7 参加申し込み；下記担当者に前日までにご連絡頂ければ有難いです。担当者としては
参加人数を心積もりとして単に知っておきたいという事です。
連絡はＥ―ｍａｉｌ、ＦＡＸ、電話でお願します。当日急に都合がついた方のご参加も
歓迎します。
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担当（連絡）
；芳賀雄彦（はがたけひこ）e-mail; takhaga@lion.odn.ne.jp
電話・ＦＡＸ ０７８－８２２－３８０８
又は八木絵里 ０９０－７３４７－９４８２

神戸にオープン! !コストコホールセールジャパン神戸垂水倉庫店
シアトルの郊外イサコワに本社のあるコストコが、ついに神戸市にオープンすることになりました。
本社を何度も訪問し、神戸でのオープンを切願してきただけに、実現の話を聞きとても大きな喜
びであります。
コストコ本社は、我々姉妹都市協会の活動を支援してくださっている企業のひとつでもあります。
お店は高速のインターからも近く、神戸市外からのアクセスも便利ということで、週末は賑わう場
所となりそうです。
オープンの日はまだ確定していないようですが、年内にはオープンを予定しているということを伺
っています。
場所：神戸市垂水区多聞町字小束山８６８－２４
コストコは会員制のショッピングセンターです。詳しくはコストコのホームページをご覧ください。

2012 活動予定
２０１２年
２月１９日

こべっこランド多文化交流イベント 参加

３月

神戸国際交流フェア 2012

３月下旬
4月

参加

啓明学院の学生がシアトル University Prep を訪問・ホームステイー体験
4/7～4/18 シアトル高校生 University Prep （生徒 9 名、教師 2 名）来神
ホストファミリー宅での滞在を希望している

これに伴い、ホストファミリーの募集をしています
今回は啓明学院のホストファミリーが受けられないため（シアトル以外の交流があるため）
8

KSSCA で全面的にホストファミリーを受け入れることになりました。
今回は長期（11 泊 12 日）となるためホスト宅には中休みして頂くため、KSSCA ではいろいろな行事、
を検討しているところです。
５月

シアトルからの訪問団受け入れ
姉妹都市提携５５周年記念行事開催
神戸まつりパレード参加

７月下旬

神戸からの訪問団

シアトルを訪問

ホームスティーも 一部出来ます

シアトル訪問団の参加希望者を募集しています
今から計画して頂き 2012 年早々には具体的計画が明示でき、実行していくことになります

平成２２年度

会計決算報告書

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

（単位：円）

収入の部
項目
前年度より繰越

支出の部

金額

摘要

金額

4200

１ヶ月

ホームページＵＲＬ使用料

４，６２０

年１回

１人

ニューズレター印刷、発送

８６，２２７

６月、１２月発行

２２年度会費（個人） １２６，０００

４２人分

５周年記念行事シアトル訪問

８１，０２９

お土産、交流活動費

２２年度会費（法人）

３９，０４８

２ケ所

シアトル福祉施設訪問に関し

２３年度会費（個人）

９，０００

３人分

寄付

３，０００

ホームページ代（12 ヶ月）

摘要

５０，４００

２１年度会費（個人）

１７０，５４６

項目

２２，０００

１０，０００

新年会景品代

５，０００

通信、広報費、コピー代

７，８９２

こべっこランド
イベント参加

利息

23 年 3/13 国際フェアーバザー

振込みによる手数料

差し引き残高

７８，２４１

合計
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ハイキング案内状他
シアトルチャウダー販売の
材料費他

７，０３９

協賛費、準備費
カーリン会長来神歓迎会

３７９，６１１

２７，６２７

（注１）

１7

合計

レジメ印刷代他

ての研究発表会

22 年 3/14 国際フェアーバザー
謝礼金

６，２６６

協賛費

5105（返金の予定）

（震災により中止となる）
２２，６７０
２，６００

３０１，３７０

二回来日、食事、お土産代

（注１）: ２２年３月１４日の国際フェアーバザーの売上金は２１年度に収入として計上
済みで、経費は今年度の支出となっています。
上記の通りＫＳＳＣＡの会計決算を報告いたします。

平成２３年３月３１日
会計

西尾尚子

松野芳子

会計監査報告 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２３年４月１５日
会計監査 合田康夫

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。
◆ 学生会員（１８歳以下）

１，０００円/１口

◆ 法人会員

◆ 個人会員

３，０００円/１口

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
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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/
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)
薄 木 公 平 、梶 原 克 子 、河 野 武 彦 、合 田 康 夫
西 尾 尚 子 、西 野 宣 子 、芳 賀 雄 彦 、横 山 智 子
吉川正一郎
編 集

http://www.kssca.net
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広 報 委 員

