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アメリカ～神戸から 東北へ 

  東日本大震災から 1年が経ちました。様々な問題を抱えながらも 

 復興に向けて 1歩 1歩前を向いて進もうと頑張っている東北の方々に、 

 同じように神戸で大震災を経験した我々も変わらず支援をし続けていきたい と思っています。 

  アメリカの子どもたちからもこれまでに協会に多くの励ましの手紙が届けられました。その数は、

300 を超えました。原発を心配する声も大変多かったです。私たちはそれらのメッセージの一つ

ひとつをしっかりと受け止めながら、神戸の小学校の子どもたちの励ましのメッセージや千羽鶴と

一緒に、東北の宮城県、岩手県、福島県などに届けています。現実には、被災して両親や家族

を亡くした子どもたちには深い心の傷に触れるような内容のメッセージは渡せないものもある、と

現地の学校の先生からお話をお聞きしました。まだまだ時間がかかります。神戸の震災を経験し、

家族を亡くし、街だけがどんどん復興して変わってしまった時、何とも言えない寂しさだけが込み

上げたものでした。今でもその気持ちは変わることがありません。ただ、残された者が周りから力

をもらい、亡くなった方々の分も頑張って生きなければ・・・という気持ちで前へ進もうと努力して

いるのだと思います。 

  心が元気になるような、そんなメッセージをたくさん集めました。世界は 

 つながっている、本当にそう思います。みなさん、ありがとう！！！ 

 被災地からはアメリカ、そして協会にもお礼のお手紙をいただきました。 

 共に前へ進んでいきましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

      祝  神戸・シアトル姉妹都市提携 55 周年 

   神戸市とシアトル市は、1957 年に姉妹都市提携を締結し、今年で 55 周年を迎えま

した。シアトルは神戸にとって最も長い交流の歴史を持つ姉妹都市であり、これまで

文化、教育、スポーツ、経済など様々な分野で幅広い交流が行われてきました。また、 

  今年は神戸港とシアトル港が姉妹港提携を結んで 45 周年を迎えました。これらを記念

して、神戸とシアトル両市では記念事業やイベンなどが開催されています。 

   我々の姉妹都市協会でも様々な行事を行っております。4 月には、シアトルからの高校生

と先生の 9 名のホームステイ受け入れをして、共に 55 周年をお祝いしました。 そして、

55 周年を記念し、シアトル市副市長 ダリル・スミス氏を団長とする訪問団 40 名が、5 月

16 日～21 日まで来神され、レセプション・神戸祭りパレードなどに一緒に参加し、滞在中
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には訪問団を市内観光や温泉などへ案内し、歓迎交流会を行いました。歓迎交流会には、

総勢 53 名の方々が参加し、楽しい会話と食事、記念品の贈呈などを  行い、有意義な市

民交流となりました。7 月には、神戸からの訪問団がシアトルを訪問します。 

シアトルの市民の方と共に、親睦をはかりたいと思います。シアトル訪問へ興味のある方

は、是非協会へご連絡ください。 

 

神戸・シアトル姉妹都市協会は、これからも市民の交流の場を大切に新しい姉妹都市交流

の形とをつくっていきたいと思っています。姉妹都市協会には、神戸に在住の外国人の方

も多く参加してくださるようになりました。子どもたちの中にも少しずつ、神戸とシアト

ルの関係を理解して、それらを広げていこうという活動も生まれてきました。姉妹都市交

流の今後のよりよい発展のために、これからも協会の活動を盛り上げていきたいと思いま

す。今後とも、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

神戸とシアトルの人たちが大きな Family となり、信頼関係の中で互いの絆を深めていける

ように、様々な活動を展開していきます。 

 

六甲山観光 

５月１７日の午後は神戸シアトル姉妹都市協会が、シアトルからのお客様を神戸周辺に案内す

ることになった。予めお客様の希望を聞いたり当方からのアイデアを出したりして打ち合わせた結

果、六甲山を観光するグループ、有馬温泉で温泉を楽しむグループ、人と未来防災センターを

中心に見学をするグループの３グループに分かれて行動することになった。 

当日は１２時３０分にＡＮＡクラウンプラザホテルのロビーに３グループのお客様と案内役が集

合し、そこからそれぞれのグループに分かれて行動した。 

  

１）六甲山グループ 

 参加者はシアトルから、Ｍｓ．Ｄｏｎｎａ Ｗｏｌｔｅｒ，Ｍｓ．Ｙｕｒｉ Ｎｉｓｈｉｙａｍａ，Ｍｓ．Ｒｏｂｉｎ Ｙｉｍ

の三人。また案内側は白川英雄、ニ曾昌利、上原雄作と芳賀雄彦の四人と総計７人であった。ホ

テルの階下の食堂コーナーでスパゲッティを食べ、スパゲッティはアメリカの物より美味しいとの

評価だった。 

 我々の行動はすべて公共交通機関を利用した。先ず地下鉄入口近くの売店で六甲観光一

日券を買ったがこれはその日のコースの乗り物を全てカバーするもので大変便利であった。新神

戸から地下鉄で三宮に行き、阪急に乗り換え阪急六甲に行き、さらにそこからバスで六甲ケーブ

ルに下に行き、漸くケーブルに乗った。ケーブル頂上駅には３時頃着きそこからは頂上循環バス

に乗り先ず六甲山自然保護センターに寄る。ここにはボランティアーの方がおり六甲山の自然や

英国人グルーム達の六甲山開拓史の説明を受ける。お客様は六甲の花と日本最初のゴルフ場

が英国人によってこんな山の上に作られたことに興味を持ったようだ。そこからバスで六甲高山植

物園に行く。園には初夏の花、ケリンソウ、ハマナス、ツクシシャクナゲなど多数咲いておりお客
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様は我々案内人の想像以上に興味を持ってくれた。他に、ＴＶで上演中の平清盛にちなんだ、

敦盛草と熊谷草もありこれは我々案内人にも興味があった。高山植物園の見学を５時ころ終え、

六甲ガーデンテラスまでまたバスに乗りガーデンテラスに行く。そこのジンギスカンパレスで人と

未来防災センターグループの Ｍｒ.Ｋｅｎ Ｓｐａｒｋｓ、 Ｍｓ．Ｂｅｔｈ Ｃｏｏｋ，Ｍｓ．Ｍａｉｙｉｍ，    

Ｂａｒｒｏｎそして有馬温泉グループのＭｒ，Ｓｔｅｖｅ Ａｌｌｅｙ， Ｍｓ．ＡｍｙＳｃｏｔｔ，芳賀順子が合流

し総計１３人で焼き肉の夕食を楽しんだ。肝心の天候は心配された雨は無かったが雲が掛り＄１

０ Ｍｉｌｌｉｏｎの夜景とはならなかったのは一寸残念だった。しかし、ぼんやりとは町の明かりも見え

本来の美しさを微かに想像してもらえたかも知れない。帰りはまた同じルートでホテル着は約９時。

前日日本に来た人もおり疲れたと思うが、皆さまに六甲山は楽しかったと言ってもらったのは大変

有難かった。 

 

 

 

 

 

 

２）有馬温泉グループ 

 私たちが案内したのは男性がステファンさんとダンさん、ダンさんの子供のデリアちゃんとサ

ムエル君、女性は子供達のおばあさんのリンダさん、ジョシーさん、アンさん、アミィさんの８人だ

った。 

有馬のホテルには昼食を予約していたので２時までに入らなくてはならない。ＡＮＡクラウンプ

ラザホテルのロビーでは自己紹介する時間もなく早々に出発した。地下鉄新神戸駅では、これも

体験と思い、切符をそれぞれに自動券売機で買ってもらうことにしたがスムーズに行かず、一騒

動。有馬温泉駅迄は３０分程の短い旅程ながら２回乗り換えがあり、乗り過ごされない様にと気を

使った。車窓から緑いっぱいの山並みを見ながら、「先程の長いトンネルは六甲山を貫通してい

て、南から北へ抜けたのですよ」と話すと驚いていた。それぞれの年齢や家族の事を話している

内に有馬温泉駅に着いた。迎えの車でホテルへ、フロントで又、又困ったのは予約していた昼食

を不要と言う人が出たことだ。ホテル側と交渉して 3 人分をキャンセルしてもらい、ほっとした。 

食事の後は楽しみの温泉体験、希望者は男性２人、女性２人、私はアミィさんとアンさんと一緒

に先ずは屋内の大きい方の温泉へ。他に露天風呂もあった。幸いな事に私たち以外のお客さん

は２人ぐらいで、殆ど貸切り状態であった。初めに「日本のお風呂の入り方」（英語版）を読んでも

らっていたのでスムーズに入浴。バスタオルを巻いて入ろうとしたのを注意したくらいで、「恥ずか

しい」と躊躇されたら、どうしょうかと心配していたが、本当にリラックスして入浴を楽しんで下さった。

静かな昼下がり、金色の湯につかり、周りの木々の緑を眺め、涼やかな風を肌に感じながら幸せ

なひと時だった。私たちは裸の付き合いで仲良しの“バス フレンド”になった。 
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入浴しない組はリンダさんと２人のお孫さん、ジョシーさんを近くの玩具博物館に案内した。そ

れまで一寸退屈気味だったデリアちゃんとサムエル君は俄然元気が出て、ドイツの人形を見たり、

特に手作りの木のおもちゃがお気に入りで、なかなか離れ難かった様だ。しかし、８０歳のジョシ

ーさんにも玩具館に付き合ってもらったのは気の毒だった気もする。 

その後、若いステファンさんとアミィさんは六甲山グループと一緒に夕食をすべく、早めに有馬

を後にされた。お二人を見送った後、皆で街を散策することにした。途中「金の湯の足湯」を見つ

け温泉に入らなかった人達も服を脱がずに気軽に浸かれる温泉を楽しんでいた。坂を上がって

行くと炭酸せんべいを焼いている店があり、入ってその様子を見たり試食もした。洋品店で買い

物をしたりしながら、温泉源へ上って行った。源泉神社の前で全員で記念撮影、この頃にはデリ

アちゃん、サムエル君も皆にすっかり打解け、おもちゃのカメラを盛んに我々に向けて、皆を笑わ

せてくれた。有馬筆や竹細工の店も案内したかったが、ウィークデイでもあり、6 時には店が閉ま

ってしまい残念だった。往きと同じ行程で、7時過ぎに宿泊ホテルに帰着した。 

2 歳から８０歳の人達の案内で、私たちの不行き届きなところもあり、シアトルの人達に 半日有

馬を楽しんでいただけたかどうか案じている。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）人と防災未来センタ－見学 

 

人と防災未来センタ－見学を希望されたシアトルのメンバ－は、Maiyim Barron.  Beth 

Cook.  Ken Sparks.  さんの３人でした。案内はボ－ドメンバ－の吉川、西野、シルバ－

カレッジ１７期生の高見さんでする事になりました。車を提供して下さいましたので移動

は大変助かり時間も短縮出来たと思いますが出発時間がすでに予定より１時間オーバ－し

センタ－に入ったのは午後２時３０分前でした。先ずは 1.17 シアタ－で実際の阪神淡路大
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震災を大型映像と音響で体感しました、破壊の凄まじさを見て当時を思い起こし少し暗い

気持ちになりました。シアトルの方々も恐怖だったようです。その後は英語のボランティ

アの人の説明を受けて、震災直後の街、震災にまつわる展示品、防災、減災に備えるフロ

アへと進みました。皆さん熱心に聞いて質問等されていました。丁寧に回ればかなり時間

が掛るそうですが私達は１時間 30 分西館のみでした、と云うのもシアトルの人達はこの後

夕食に六甲のジンギスカン料理を希望されていて午後４時頃には出なければならないので

高見さんの車で送って頂きました。有難うございました。最後に私は Ken  Sparks さん

にどうして人と防災未来センタ－に行きたいと思ったのですかとお聞きしました、Here is 

a important place for KOBE と答えて下さったことが心に強く残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸・シアトル姉妹都市提携５５周年歓迎レセプションに出席して 

 

５月１８日（金）夕方６：３０～ＡＮＡクラウンプラザホテルで開催されました。 

レセプションに八木会長、吉川さん、西尾３名が出席しました。 

シアトルからは副市長Ｍｒ.Darryl Smith,お母様の Ms.Josie Smith,親善大使の美人でチャ

ーミングな日系の Ms.Frederica Mackert,もお母様と、シアトル・神戸姉妹都市協会会長の

カーリン・ザック・ブラックもお母様、ご主人のダン、可愛いデリア、サムとご家族全員

で、前会長 Ms.Patricia Johnson, シアトル港湾関係、YMCA 関係の方々等 

神戸市からは矢田市長、市議会はじめ、市関係の方々、YMCA,デルタ航空、この度神戸に

出店したコストコ等の関係者、両市合わせて総勢７０名強の方々が出席しました。 

神戸の素晴らしい夜景を眺めながら、矢田市長の歓迎のご挨拶、それを受けてシアトル副

市長 Mr.Darryl Smith のスピーチ、そのあと鏡開き、神戸市会議長 安井俊彦氏の音頭で皆

さん和気あいあいと日本酒で乾杯しました。 

私たちのテーブルには副市長のお母様がご一緒でした。とてもお若く見えたのですが、８

０才を越えておられたのには驚きです。ピンクのお洋服をステキに着こなされニコやかな

優しい笑顔が印象的でした。 

皆さんそれぞれテーブルを積極的に回られ談笑される中、八木会長と一緒に私もいろいろ
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な方にお会いしました。 

レセプションの合間には大河ドラマ平清盛にあやかって、活動されている清盛隊がカラフ

ルな衣装で参加しました。皆さんスラリと背が高く一段と会場が華やかになりました。 

このような所で活躍されているのだなーと拍手をおくりました。 

この度参加させて頂き、５５周年という年月の重み、両市の沢山の方々の交流、ボランテ

ィア精神にふれさせて頂き感動しました。神戸・シアトル協会は設立して７年目です。 

八木会長が仕事を持ちながら、シアトルと神戸との市民レベルでの交流をどのように展開

していけばよいのか熱い情熱を傾け努力されてきたことに感謝です。 

私は５０周年に初めて、シアトルを訪問し緑あふれる山と豊かな海、神戸に似たこの町に

親しみを感じました。そして、ホームスティーを体験し多忙な中を心よく受け入れてお世

話して下さった方々、その体験があればこそ、私もシアトルから来られた方を受け入れた

いと心から思うことが出来たのです。そして、この度幸せにも５年ぶりにその方々とお会

いすることが出来ました。 

この様な温かくて、フレンドリーなシアトルへ７月に神戸から沢山の方々が出発されます。 

素晴らしい出会い、貴重な体験を通して、人生の宝物を手にされますようお祈り申し上げ

ます。 

私も八木会長をはじめ多くの会員さんの皆さんと一緒に姉妹都市協会を益々発展させて両

市の関係を深めていけますよう努力したいと思っています。 
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神戸・シアトル姉妹都市提携 55周年記念事業 

 

  5 月 19 日には、神戸朝日ホール１階ピロティで、記念イベントが開催 されました。神戸市長、

シアトル副市長からのメッセージ、神戸ジャズヴォーカルクィーンコンテストの歴代受賞者の歌の競

演や地元神戸の神戸市立原田中学校と葺合中学校の JAZZ オーケストラ による演奏、シアトルと

神戸のワインやスイ－ツのショーケース、ビールやお酒のコーナーもあり、神戸祭りの期間ということ

で多くのお客さんが足を止め、ワインやビールを飲みながら、JAZZの心地よい音にリズムをとりなが

ら楽しいひとときを過ごしていました。また、会場には５５周年にわたる交流の歴史が写真で展示さ

れ、改めて、５５周年という歴史の流れを感じることができました。歌の競演で、観客から一際大

きな拍手をもらっていた JAZZアーティスト、第５回シアトルジャズクィーンコンテストグ

ランプリの Gail Pettis さんとは５年ぶりに神戸で再会することができ、大変嬉しかった

です。次は、シアトルで、彼女の歌声を聴けることを楽しみにしたいと思います。神戸か

らシアトルへ、シアトルから神戸へ、これからも様々な素晴らしい文化や芸術を通して、

人々が繋がっていけますように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸姉妹都市協会歓迎交流会 

 

神戸姉妹都市協会の主催でＪＲ元町駅北側の「北海道・九州 Food Factory Shin」にて

歓迎夕食会が行われました。 

シアトルの副市長 ダリル・スミス氏をはじめ港湾局関係者、シアトルの会員含め 26 名 

神戸側の姉妹都市協会会員 27 名 計 53 名と予想以上に多くの人の出席でした。 

 今回は掘りごたつ式の長テーブルで、座席にはシール式の名札を準備し、シアトルと神

戸の人達が交流できるように交互に座る工夫をしました。 

芳賀雄彦さんの乾杯の音頭で、楽しい宴のスタートです。 

飲み放題のドリンクメニューも簡単に説明し、「ジンジャーピーチ」「ウメスカッシュ」

が気に入られた女性もいました。 

途中シアトル側から料理についての様々な質問があり、事前に英語版のメニューを用意
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しておけばよかったと思いました。 

 八木会長の歓迎の挨拶、副市長やカーリンさんの挨拶などもあり、会話も弾んでいるう

ちに 2 時間が瞬く間に過ぎました。 

 また会える日を願い一本締めで終わりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸まつり「パレード」見物 

 

５月２０日（日）うす曇りのお天気でそう暑くもなく、絶好のパレード日和です。 

パレードの開会は１１時からですが、その１時間程前、私と芳賀さんご夫妻とパレードの

見やすい場所を確保するため、折りたたみ椅子２脚、敷物などを敷き準備しました。 

場所は花時計のフラワー道路をまたいで真東のところです。 

ホテルに宿泊のシアトルの人達を八木さん、横山さんが迎えに行き、それを待つ間に沢山

の人達が訪ねてくれました。ＫＳＣ高見さんとグループの人達、会員さんなど 

そのうち、カーリンのお母さんと、孫のサム、旦那さんのダン、副市長のお母さんなど、

見物の人達が集まりはじめました。 

午後からのパレードはフラワー道路を南から北へ行進して、見物の人達を楽しませてくれ

ます。 

いよいよ、シアトル市の副市長（ダリル・スミスさん）と日系コミュニティクイーン（フ

レデリカ・マッカートさん）がオープンカーでやってきました。 

二人とも素晴らしい笑顔で手を振っていました。拍手と歓声で迎えました。 

そのすぐ後ろに横断幕を広げながら私たちのメンバーと、カーリン、ダリアちゃんとシア

トルからの数人が続きました。再び,歓声で迎えましたが、人数が少ないためアッという間

に通り過ぎていきました。 
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そのあと、シアトルから来られたジャズシンガーの女性（ゲイルさん）が人を通して訪ね

て来られ、見物席に案内しました。 

彼女は１時間程、パレードを見物されていましたが、やがて、１人でホテルまで大丈夫で

すと言って、帰っていきました。 

そのうち、パレードに参加していた人達も見物席まで来られて、しばらくして、三々五々 

に自然解散となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

２０１２その他活動報告 

U Prep 高校生が来神 

 

４月７日（土）U Prep 高校生たちは三宮到着 ホストファミリーとの対面です 
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U Prep 高校生と奈良日帰りツア－ 

 

４月９日(月)高校生７名先生２名ボ－ドメンバ－６名総勢１５名で奈良を巡る観光に出掛けました。 

９：０５ 阪神三宮を出発１０：２５近鉄奈良駅に到着、改札口では英語で観光ガイドをして下さるボラ

ンテイアの西田さんにお出迎え頂き先ずは猿沢池へと向かいました。 

午前は興福寺 (北円堂、南円堂、五重塔、東金堂) を巡り吉城園を散策、日本の自然を取り入れ

造られた庭を歩いて皆さん wonderful、great.とさらに氷室神社の垂れ桜には一同感嘆の声をあげて

いらっしゃいました。 

奈良公園の沢山の鹿にせんべいをあげて追っかけられている光景も微笑ましく感じました。 

午後は東大寺見学、何とも言えない落ち着きの中に桜の風景が素晴らしく全員で記念写真を一枚。

大仏殿の中に入り学生達は見事な The Great Buddha.を見上げていました。 

柱の通り抜けや、お土産を買っている皆さんの笑顔がとても楽しそうでゆっくりしました。 

其の分最後の春日大社参拝は、参道や回廊に並ぶ３０００基もの灯籠を足早に 観る強行な徒歩

移動になってしまいました。 

帰りの電車では疲れて眠っている方もおられましたが、学生さん達とは日本語、英語を交え話に花

が咲きました。 

無事予定どおり神戸に帰って来ました。楽しい一日でした。 

皆様有難うございます、御苦労さまでした。 
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もう一人の家族    松村 薫 

 

我が家にホームスティをしてくれたのは、18 歳になるグレース・ミチェルです。 

彼女はとてもシャイで、物静かな子でした。そこで、英語は苦手な私ですが、一生懸命グ

レースに話しかけました。幸いグレースは日本語を良く勉強している子でしたので、私の

適当な英語(？)＋日本語でも理解しようと努力してくれました。 

 我が家の小学生の娘も照れて話さないし、グレースも大人しいので、ひとり頑張ってい

た勘はありましたが、それでも私が手を放せない時は、二人共通の話題を見つけ、コミュ

ニケーションを取っていたようです。 

 

着いた翌日は、娘と３人で丁度桜まつり開催中の須磨寺へ行ってきました。グレースの

御爺様が大学で日本史の教授だったこともあり、彼女は日本の歴史にも詳しく、展示物や

建物を熱心に見入っていました。ちなみに彼女の一番のお気に入りは幕末の沖田総司です。 

その後は、寺前の商店で駄菓子屋さんに寄ったり、お昼ご飯にお好み焼き屋で食事をし

たりしました。晩は、我が家から直ぐの主人の実家まで歩いて行き、主人の両親と一緒に

食事をしました。その時、やはり沖田総司好きの義母と盛り上がり、次回は一緒に沖田総

司メモリアルツアーに行く約束をしていた様です。 

学生達は、３日目は KSSCA のプログラムで奈良へ、４日目は UPrep のプログラムで大

阪へと出かけて行ったので、それぞれ夕方最寄りの駅まで迎えに行きました。 

 ３日目の奈良からの帰りは予定時刻より早く到着していて、既に迎えを待っていました。

そこへ私と娘が行くと、私たちの姿を見つけたグレースが、ニコッとして駆け寄って来て

くれた時、何だか私たちに安心してくれている様で嬉しかったです。 

 ４日目はもう最後の晩なので、迎えに行った後に近くのマリンピア神戸へ行ってきまし

た。今回のプログラムで、グレースは“日本の若者のファッションを調べる”と言う課題

を持っていたので、ポルトバザール内のお店を見て回り、写真を撮ったりしていました。 

そして５日目啓明学院まで送って行く日、娘と主人はいつも通り朝学校と仕事へ出かけ

て行きましたが、やっとグレースの居る生活に慣れて来ていたので、二人とも家を出る時

はとても残念そうでした。特に一人子の娘は寂しそうでした。 

 その日は台風並みのお天気でしたが、私とグレースは明石海峡大橋のプロムナードへ行

ってきました。案の定、海峡付近は凄い風で、シアトルでは傘はささないと言っていたグ
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レースも、小さな携帯傘をさしていましたが、あまりの風の強さに傘はひっくり返り、前

に進むにも大変でした。でも、この時初めて彼女が大きな声で大笑いするのを聞きました。 

 グレースと別れフェアウェルパーティーまでの数日間、我が家では、「今頃、グレースは

どうしているかな？」と言う話題がよく出ました。 

そして、本当に最後のお別れの時、帰って行く私たちに向かって彼女が「また必ず来ま

す！」と、叫んでくれた事は今でも忘れません。 

このホストファミリーの体験は、私たち家族にとってとても良い経験となりました。ア

メリカに家族が増え、楽しみも増えました。また、もう一人の家族に会いたいと思いま

す 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

初めてのホストファミリー     岩井 恵子 

 

今回、男子高校生 1 名（Nick Scott 17 歳）を 4 泊 5 日で受け入れました。 

 2 年前、私と次男直人がシアトルでホームステイを経験させていただいており、何か恩返しが

出来たらと思い切ってホストファミリーを引き受けることにしました。 

 我が家は、長女ちひろ 19 歳、長男隼人 16 歳、次男直人 13 歳と年代も近いのでとても楽しみ

にしてました。 

 ただ家族は英語初級？なのでうまくコミュニケーションがとれるのか心配でした。  

4 月 7 日(土) 

到着時間の連絡を受けて、三宮まで主人とお迎えに・・・そして Nick と対面。 

いきなり日本語で「Nick です。よろしくお願いします」と深く頭を下げて日本語で挨拶。英

語で挨拶を予定していた私の緊張は少しほぐれました。 

「礼儀正しい穏やかな男の子」が第一印象。さっそく家に帰り長旅の疲れを癒してもらうこと

に、といっても狭い我が家、長男の部屋に布団を敷いて寝てもらうことにしました。 

4 月 8 日(日) 

 今日は私たちホストファミリーと 1 日過ごす日。Nick に少しでも思い出に残る神戸滞在にし

たいと考え、神戸港めぐり、震災メモリアルパーク、南京町散策と回り、お昼はデパ地下で花見

弁当を買い、人ごみを避けるようにしあわせの村へ。残念ながら、桜は咲いてなかったのですが、
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屋外での食事は気持ち良かったです。 

帰り道、スーパーに寄り、夕食の手巻き寿司の材料を Nick に食べれるものを聞きながら、買

い物しました。 

Nick は、しゃもじを上手に使い、のりを巻いて「おいしいです。」とよかった。 

そして、お風呂の入り方を直人に説明を頼みました。身振り手振りと直人の英語、大丈夫かな？ 

隼人と寝る前はゲームや映画の話で盛り上がったようです。え、なんで隼人が英会話出来るの

って少し驚きましたが、朝にその謎が解けました、スマートフォンの翻訳機能を使って、会話し

ていたみたいです。  

4 月 9 日(月) 

朝 JR 舞子駅集合。大学に行く前にちひろに送ってもらうことにしました。公共の交通機関と

いうことで、神姫バスの乗り降りの仕方、JR のきっぷの買い方など、必死で英語で伝えたよう

で、無事に待ち合わせ場所の到着。 

夕食は関西ということで、お好み焼きにしました。Nick は「チャレンジ」と言っておはしを

使って頑張ってました。そして「おいしいです」とたくさん食べてくれました。お口に合ってよ

かった。 

4 月 10 日(火) 

今朝は、直人に JR 舞子駅まで送ってもらうことにしました。二回目なのでスムーズだったよ

うです。 

そして、Nick と過ごす最後の夜がちょうどちひろの二十歳の誕生日ということで、Nick に英

語で「happy birthday」 

を歌ってもらい、思い出に残る誕生日になりました。 

 Wii や PS3 のゲーム、プリクラを撮ったりと子供たちと同年代の遊びも体験した Nick。我が

家はいかがでしたか？ 

4 月 11 日(水) 

お別れの日です。あっという間の４泊 5 日でした。日本語初級と英語初級なので、本当会話

が続きませんでした。絵をかいたり、翻訳機に頼ったりと大変でしたが、家族が一丸となり、そ

れぞれ役割分担を果たし、いい経験となりました。Nick が帰ったあと、なにかぽっかり心に穴

あいたような感覚をみんな受けてました。 

Nick 来てくれて、ありがとう。また、いつか会えるといいね。 
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初めてのホスト体験    喜好美保 

 

この度、初めてホームステイの受け入れをさせていただきましたが、とても 

楽しく、あっという間のひとときでした。 

 生徒さんの滞在中は、明石大橋やお城、須磨ロープウェイや鉄人 28 号を 

訪れたり、三ノ宮や六甲にも足を延ばして一緒に私たちも改めて神戸の街を 

満喫、貴重なひと時を過ごしました。 

 食事面では、母国でもお米を常食、日本食を希望ということで、和食や 

中華が中心でした。 

 また、シアトルと神戸の違いや生活ぶりなども教えてもらい、シアトルへの 

関心も深まりました。 

 お忙しい中、八木さん始め、皆さんのサポートにも感謝しています。 

怪我のため、お一人来日できず・・という心痛む報もありましたが、次回は 

皆さんが揃って来日できますよう、そして我が家もまたこういう機会に巡りあえ 

たら・・・・と願います。 

ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

ホストファミリー       正司徹夫 

 

4 月 7 日（土）  

 午後 11 時前、我が家に到着、家族の一員として出迎える。はじめまして。ネル・ブリュ

―ワ―さん(引率の先生)。 

4 月 8 日（日） 

 終日家族と過ごす。 

 ネルさんに日本古来の弦楽器、お琴の手ほどき。日本古来の名曲「さくら さくら・・」 

 と、お琴を弾きながらとても楽しそうだった。 

 朝食後、平家哀史ゆかりの伝説と名勝の古寺、須磨寺を訪れ、境内を散策。神戸の須磨 

 という土地は古くから歌枕の地として多くの詩歌や物語に登場してきただけでなく、 

 源平合戦の舞台にもなるなど多くの歴史が番る土地です。当日は、「花まつり」、甘茶の 

 接待が行われており、境内は賑わいを見せていましたが、須磨寺の街の辺りは、人出も 
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 少なく寂しい思いがした。須磨寺から帰宅後、車で最近開発された若者の住宅地である 

 舞多聞を見学に行きました。住宅見学後、神戸の西部に位置する天然温泉へ、八木家と 

 一緒に行き入湯、帰りに夕食を共にして、楽しいひと時を過ごした。 

4 月 9 日（月） 

 奈良 1 日観光（英語観光ガイド案内）に参加。参加するにあたって足の具合を危惧した 

 が、何としても若者たちと奈良へ行きたいという一心から参加することにした。 

 長い歴史に彩られた寺社や、いにしえの道、数多くの国宝仏や世界遺産の待つ奈良。 

 奈良公園をくぐり抜け、興福寺、東大寺「奈良の大仏さん」と壮大な伽藍は日本が 

 世界に誇る文化遺産、広大な境内。春日大社へは行けませんでしたが、皆さんに助け 

 られ無事に終えることができ、厚く御礼申しあげます。 

4 月 10 日（火） 

 最後の日の夕食のメニューは当初、ロールキャベツを予定していたが、外国人の好む 

 天ぷらに変更、夕食の支度を一緒に行う。粉を水で溶いて、タマゴを掻き混ぜる。野菜 

 を衣につけて油で揚げる(かきあげ)、薬味も大根おろしでつけ汁に入れ、結構楽しんで 

 いる様子で、ペロリときれいに平らげていた。 

また、ネルさんやネルさんの家族に会う日を楽しみにしていたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストファミリー体験談   花房 あずさ 

 

 私たち家族は、ホストファミリーが初めてであり、ドキドキ・わくわくといった感情と

ともに、あっという間の充実した５日間を過ごしました。 

 ４月７日の出迎えから、我が家は３人家族から４人家族になりました。小学三年生の一

人息子は、ジュリアンという素直な優しい高校三年生のお兄ちゃんができて大喜びでした。 

 ４月８日は、桜が満開で絶好の行楽日和でした。私たちは、お友達も誘ってお昼から芦

屋ロックガーデンでハイキングを楽しみました。息子はジュリアンと一緒に歩きながら、

話をはずませていました。出会ってすぐに仲良くなり、本当の兄弟のように時間を過ごし

ている様子を見て、子供たちの柔軟な社会性にびっくりしました。 

 平日は夜遅くまで、息子は好きな遊び『Wiiや DS』・頑張っている『ダンス』、主人は『音
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楽』・『好みの女の子のタイプ(笑)』、私は『ジュリアンのお母さんも、ゲームのし過ぎには

厳しい(笑)』などといったいろいろな話をしたり、トランプで遊んだりと家族の時間を大

切にしました。受け入れるまでは、いろいろと思案しましたが、実際に受け入れてみると、

普段通りの私たちの生活に、ジュリアンが自然に入ってきてくれたので、とても気持ちの

良い時間が過ごせました。普段通りの生活が、お互いにとって何よりも良かったと思いま

す。 

 我が家には５日間だけの滞在でしたが、別れ際はとても寂しかったです。息子は、フェ

アウェルパーティーでジュリアンと再び会うことが出来て、大変喜んでいました。また、

ジュリアンを介して、次のホームスティ先のご家族ともお知り合いになれました。 

ホストファミリーを引き受けたことで、国を越えて人と人が繋がっていく素敵な体験ができ

ました。貴重な体験をさせていただく機会をくださり、関係者の方々に感謝いたします

 

 

 

初めてホストファミリー   内田進也   

 

我が家は 4 歳の娘と 1 歳半の息子。 

毎日バタバタでしたがいつも優しい笑顔でたくさん遊んでもらいました。 

お絵かきが大好きな娘が最近描いた絵は、ダイアナさんと一緒にハイキングをした絵です。

私達は今何だかとってもさみしいです。 

たった 5 日間でしたが一緒に過ごすことが出来て子供たちは色々な事を学び、私たちもと

ても楽しい毎日でした。 

特にダイアナさんのバイオリンを聴いて娘は練習を毎日するようになりました。 

また近いうちに会える事を願っています。 

ありがとうダイアナさん。 
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初めてのホスト体験      八木絵里       

  

1 年以上、U Prep の生徒の来神を心待ちにしていました。そして、我が家もホームステイ

として 18 歳のエヴァン フットランくんを受け入れることになりました。 

 とても礼儀正しく、日本語の挨拶やマナーなど、事前に学習してきたことを一生懸命実

践しようと頑張っている様子でした。私たちは、とにかく家族の一員として受け入れてあ

げたいという気持ちで、「なんでも言うように」と声をかけていました。私も学生時代にホ

ームステイをした経験がありますが、ホストファミリーが普段通りの生活を送っているほ

うが、気楽に過ごせたことを覚えています。とは言っても、言葉や習慣の違いが大きいア

メリカと日本では、戸惑うことが多いことも解ります。お風呂の入り方、ウォシュレット

の使い方、お箸の使い方・・など事前に聞いていても実際に日本の家庭で初めて体験する 

わけです。ドキドキしたことでしょう。 

 1 日目の朝の食事は和食でしたが、お茶碗を持ちお箸を上手に使ってご飯一粒残さずに食

べていたので感心しました。この日は日曜日で、まずは近くの五色塚古墳へドライブがて

らに行き英語の解説付きパンフレットをもらって興味津々で古墳を歩きました。その後明

石海峡大橋の海上プロムナードを歩き、高い場所から海を見下ろし「誰が先に歩く？」と

言ってスリルを楽しみました。お天気にも恵まれ、六甲山へ行くことになりました。ひつ

じの親子、ファミリーがあちらこちらで歩いているので、実際に触ってみたりたくさんの

写真も撮っていました。帰りに立ち寄った諏訪山のヴィーナスブリッジ、カップルのチェ

ーンキ―もとても感動していました。昼食を食べて帰りは花まつりの行われている妙法寺

川の花見客の見物をしました。若者がサクラの木の下でバーベキューや歌や踊りを楽しん

でいました。夜は、彼も行きたいというので近くの温泉施設へ行きました。初めての体験

で、出てきた後に興奮しながらいろいろ報告をしてくれました。 

 エヴァンは、「おかあさん」と積極的に日本語で話しかけてくれていました。家族の一員

という感じで、平日は家でお好み焼きを焼くのを一緒に手伝ってくれたりしました。 
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ただ、毎回毎回「ありがとうございます」というのを、中学生の息子の瞭汰が「ぼくには 

『ございます』とは言わないで『ありがとう』でいいよ」、というように使い分けを教える

と、それ以降はうまく相手によって使い分けた日本語の話し方を身につけていました。家

では、瞭汰が将棋のやり方を教えて毎日夜の楽しみになっていました。二人の好きなスポ

ーツがサッカーということもあり、話も合ったようです。言葉の壁はありましたが、互い

にコミュニケーションをとろうとする気持ちが強く、どちらもが英語、日本語のわからな

いなりにも言葉をつなげながら理解し、親しくなっていくことができました。会えない時

間はお互いがとても寂しく、この気持ちは何ともいえないものでした。エヴァンと出会え

たことに感謝し、一緒に過ごした日々はずっと宝物です。次は、シアトルで会えることを

楽しみにしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

合同 Ｆａｒｅｗｅｌｌ Ｐａｒｔｙ 

 

     U Prepの学生が帰る前の夜は、啓明学院と神戸・シアトル姉妹都市協会の合同で 

  Farewell Partyが開催されました。Pot luck 形式で、ホストファミリー、啓明学院、 

  姉妹都市協会のメンバーが食べ物や飲み物を持ち寄り、テーブルの上はお寿司、ピザ、 

  サンドウィッチ、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 

  走がたくさん並べられました。姉妹都市協会のホストファミリーの皆さんも、生徒が

帰る前にもう一度会いたい！と強い思いで集まってくださり、再会を喜ぶとともに、

別れを惜しむ、複雑な心況でした。それでも、一緒に食事や会話を楽しみ、U Prep の

生徒からは、坂本九の「上を向いて歩こう」を替え歌にして、ホストファミリーやみ

んなへの感謝の言葉やパフォーマンスが贈られました。改めて、素晴らしい出会いに 
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  感動し、胸がいっぱいになりました。啓明学院のホストファミリーの方々とお話する 

  機会もありました。最後には、U Prep の引率の先生が、啓明学院、神戸・シアトル姉

妹都市協会、そしてホストファミリーの方々に感謝の意を述べられました。今回は、

１名来られなかった子どもがいたことが残念でしたが、それ以外に関しては、全員が

楽しく充実した日々を過ごせたことが何よりでした。これから先も次へ、また次へ、

とこの素晴らしい交流の形が引き継がれていくことと思います。 

 

来年の４月には、次の生徒たちがまたやって来ます。ホストファミリーをやってみた

い、と思う方は是非、勇気を持って受け入れてみてください。とても貴重な体験がで

きることは間違いないです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

２０１１活動報告 

２０１１年秋のハイキング（再度山公園） 

 

 好天の中、恒例の秋のハイキングを２０１１年１１月２０日(日)に行いました。前日の 

１９日が元々の予定だったのですがその日は雨で２０日に延期しました。２０日は貴重な好天に

恵まれた日でした。 

 １０時に新神戸駅の一階に参加者６人が集合。ラジオ体操第一で身体を馴らしたあとロープ

ウェーを使う人３人と歩く人３人に別れました。歩く組は布引川に沿って登りましたが途中の布引
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の滝は雄滝も雌滝も前夜までの雨の為水量が豊富で今まで見たなかでも最も素晴らしいもので

した。３０分程で高台に着き、神戸市を見下ろしながら休憩。ここは何時来ても素晴らしい景色を

楽しめます。更に貯水池の畔を過ぎ、ケーブル組と紅葉茶屋の前で合流し、１１時に一緒に市が

原に着きました。更に１時間森の中をゆっくり歩いて 

１２時に再度公園に着きました。途中の道では紅葉に少し早いかなと思われる木もありましたが

再度山公園では木々は丁度紅葉の見頃で皆満足でした。この公園にはカントリーダンスの指導

をお願いしていた稗方さん御夫婦が来ておられ、食後皆でカントリーダンスを踊りました。カントリ

ーダンスを習っている正司夫妻と女性の西尾さんはリーダーについて上手に踊りましたが男性陣

は皆苦労しました。でも音楽に乗って気分はＯＫでした。 

 １時３０分に稗方さん夫婦と別れ我々は大師道を、秋の森を楽しみながらゆっくり下り、３時３

０分に諏訪山公園で解散しました。好天に恵まれ、神戸市の市街から極近くにある変化に富んだ

道を紅葉を楽しみながら歩いた良い１日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２０１２年新年懇親会 

 

 恒例の新年会は１月２８日、三宮の Old England で開催されました。昨年までと違う会場で

一寸お洒落な雰囲気でした。でも会が始まり会員の自己紹介、ゲーム、歌の合唱が進むと何時も

の楽しい盛り上がった雰囲気になりました。会長の八木さんが風邪で声が出ず、司会の横山さん

が八木さんの小声を聞きとって皆に話すというハップニングもありましたが司会者の巧みな話の

お陰で良い会になりました。 

 神戸市からも松田課長と三木さんが出席され今年に予定されている神戸市とシアトル市と

の交流行事での協力を確認出来たことは大変頼もしい事でした。出席者は２１名でした。 
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こべっこランド 多文化交流イベントに参加 

 

 今年も、神戸市総合児童センターこべっこランドからの依頼をうけ、2 月 19 日の多文化交流イベ

ントに参加しました。今回は、シアトル＝アメリカ、ということから 

「アメリカの星条旗をつくろう！！」という内容で行いました。会場にボランティアで 

参加されていた 3 人のアメリカ出身の ALT の先生方にも我々のイベントに協力していただくことに

なり、協会とこべっこランドのボランティアと一緒に打ち合わせなどを行いました。アメリカ国旗の星

と縞、赤・白・青のイメージは、アメリカ合衆国をイメージするシンボルとして使われています。縞の

数は独立時の州の数 13、星の数は現在の州 50 の数として表されており、それらを子どもたちの人

数分、約 40名ほどに分ける作業をして準備しました。アナウンスが流れ、イベントのお知らせを聞き

続々と子どもたちが保護者のみなさんが廊下の列に並び始めました。お昼からのイベントということ

もあり、どれくらいの 

人数が集まるか少々心配でしたが、時間になるとたくさんの子どもたちがイベント会場に 

集まってくれました。アメリカ合衆国とシアトルについて紹介し、星条旗クイズで子どもたちにクイズ

に答えてもらったり、ALTの先生一人ずつにどこの州の出身かなどを聞いて 

州を見つけたりした後、星条旗の作り方を説明を聞き子どもたちは製作にとりかかりました。細かい

作業は保護者の方々が手伝いながら、楽しそうに作業を進めていました。星の 

数を何度も何度も一生懸命数える子どもや、星の配列に気をつけながら丁寧に糊づけをする子ど

も、保護者の方が力が入ってきて真剣な表情で取り組む姿も見られました。各テーブルでボランテ

ィアの皆さんもいろいろと声をかけたり、英語で言葉を交わしたり手伝ったりして楽しく交流もできま

した。がんばって手づくりして出来あがった星条旗を手に持ち、「かっこいい！！」と、とても満足そ

うに笑顔でポーズ！！参加した子どもたちは、嬉しそうに旗を振りながら、帰って行きました。お手

伝いいただきました皆さま、ありがとうございました。 
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コストコ神戸倉庫店 オープン 

 

2012 年２月２５日（土）神戸市垂水区小束山に、我々が待ちに待った 

シアトルに本社を持つ COSTCO WHOLESALE 神戸倉庫店がオープンしました。 

オープン前日の 2 月２４日には特別内覧会へ招待を受け、オープン間近の店内の熱気を 

感じてまいりました。 

オープン当日は周辺道路が封鎖状態になってしまう程の大盛況ぶりで、多くの来店者があ

り、オープニングのテープカットも４５分繰り上げされての開店でした。 

以来、連日多くの会員様で大賑わいのようです。 

シアトル・本場アメリカを感じに、あなたもコストコ神戸倉庫店へどうぞ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸国際フェアー２０１２ 

第 16回 KOBE 国際交流フェア 2012 にて「シアトルチャウダー」を 

販売いたしました！ 

昨年は東日本大震災のため、フェアが中止となりましたが、震災から一年の 

会場においては、阪神淡路大震災から立ち上がった KOBE から、募金の協力・黙祷を捧げま

した。 

今年も多くの来場者、多国籍のブースがあり、インターナショナル感タップリでした。 

ジャガイモと人参をプラスしたKSSCA特製チャウダーは、少し冷え込んでいたこともあり、14時過

ぎに予定数を完売し、大盛況でした。おかわりに来てくださる方もあり、嬉しかったです。私たちの

活動についてお尋ね下さる方も多く、良い交流も出来ました。 
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英語を楽しむ会  

毎月２回第１，３水曜の午前中にクリスタルタワー４階で勉強しています。 

昨年１１月からアメリカ人でテキサス出身の男性、ビリー・バークさん（７８才）が全くのボランティ

アで教えてくれています。発音には厳しく注意を飛ばしてくれます。 

しかし、テキストはあるのですが、オーストラリアのクルージングでの話や、アメリカンフットボー 

ルの話に脱線して、時間が来てしまうこともあります。 

おしゃべり好きな陽気なお爺いちゃんです。皆さんも一度覗いてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～姉妹都市提携５５周年記念行事～ 

神戸・シアトル姉妹都市協会 

シアトル訪問参加者募集 
今年の夏、シアトルへ一緒に行きませんか。参加者を募集しています 

 

期間：2012 年７月下旬～８月初め頃 

 

内容：姉妹都市シアトル市での市民交流、行事参加や観光 

（５０周年の時と同様に、現地で参加する主な行事は、団体行動となります） 

 

※航空チケット、宿泊などは基本的に各自手配となりますが、ホームスティー希望や、ホ

テルの手配を希望される場合は早い目にご相談ください。（078-785-8205八木まで） 
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行事予定 

7 月 27 日（金） 市長表敬訪問  代表者など若干名 

55 周年記念レセプション（シアトル市・港湾局主催レセプション） 

7 月 28 日（土） 姉妹都市神戸 展示会 Pm 

シーフェアトーチライトパレード 

7 月 29 日（日） 交流親睦会 10:00Am～ 

マリナーズ野球観戦 13:00～ 対カンザス ロイヤルズ戦 （セーフコ・フィールド） 

7 月 30 日（月）JAZZ コンサート        

その他の日程は自由行動です。シアトル姉妹都市協会の観光案内などがあるかは未定です。 

 

 

ニューズレターに初めて投稿    高見芳明 

 

我々、シルバーカレッジ１７期生の９人はグループ学習のテーマにシアトル市民との交

流を取り上げることにしました。 

そこで、まずシルバーカレッジの先輩で同じテーマを研究された芳賀さん、吉川さん他を

４月４日にクリスタルタワー生活創造センターに訪ね色々とアドバイスをいただきました。

その後、４月２３日には八木代表、吉川さんと打ち合わせ会食の機会をいただき更に詳し

いお話を伺いました。その際に今年は神戸・シアトル姉妹都市５５周年の行事が有ること

を知り我々も是非、参加させて欲しいとお願いしました。 

具体的なスケジュールとしては５月中旬に神戸祭りに合わせシアトルから訪問団が来ると

言われ、その受け入れに協力したいとしました。 

５月１７日は７人が３つのチームに分かれ防災センター、六甲山、有馬温泉の各ツアーに

参加しました。これは各コースが少人数だったので個人的な交流を深めることが出来まし

た。 

５月１９日は朝日会館での試食、試飲、ジャズのコンサートを聞いた後、歓迎会に７人参

加しました。この歓迎会の人数がはが５０人ほどと大変多く、副市長、クイーンなどの主

要メンバーが揃っているのには驚きました。 

５月２０日の神戸祭りパレードの見学には４名が参加しました。正直な話、我々も神戸祭

りのパレードをじっくり見るのは初めてだったので面白い経験をしました。ただ、スピー

カーの音が大きく声が聞き取りにくかったので特に英語での会話には苦労しました。 

三日間を通じてシアトルから来た人が日本の大学教授だったり、山形に住んでいるなど日

本についての知識が深く日本語も上手な人が多いのにはびっくりしました。 

我々の存在をアピール出来る機会を与えていただき深く感謝しています。また、今回シア

トルから来た人々から７月にシアトルで再会するのを楽しみにしていると言われ一段とや

る気が出てきました。 
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５月２８日にシルバーカレッジで９人の「シアトル９」グループを正式に登録、発足し全

員が神戸・シアトル姉妹都市協会への参加を申請することになりましたので改めて宜しく

お願いします。 

 

平成２3 年度 会計決算報告書  平成２３年４月１日～平成２４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 

 

２２年度会費（個人） 

２３年度会費（個人） 

会費（法人） 

 

謝礼金 

 

雑収入 

新年会 余剰金 

 

利息 

６３，１９５ 

 

１２，０００ 

９９，０００ 

 ２０，０００ 

 

 ２０，０００  

  

  ９，９８９ 

  １，５４０ 

     

      ７ 

 

 

 

４人 

３３人分 

オルカ  

 

こべっこランド イベ

ント参加 

国際フェアー純益 

 

 

 

 

ホームページ代（４月～３月） 

セカンドメール・ウイルスバス

タ料 

ホームページＵＲＬ使用料 

 

ニューズレター印刷、発送 

新年会景品代 

 

郵送費 

 

国際フェア 3/11 参加費、材料

費 

 

事務消耗費 

５０，４００ 

  ４，８００ 

 

４，７２５ 

 

１９，２４５ 

  ３，０００ 

 

１２，０３０ 

  

１２，４１１ 

  

 

  ６，９８２ 

４２００/１ヶ月     

４００/１ケ月 

 

年１回 

 

６月発行 

 

 

東日本大震災見舞い宮城、福

島へ(米国からの手紙など) 

シアトルチャウダ材料費他 

参加費 5105 含む 

 

封筒、インクカートリッジ 

 

合計 ２２５，７３１  合計 １１３，５９３  

差し引き残高 １１２，１３８   

 

上記の通りＫＳＳＣＡの会計決算を報告いたします。  平成２４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２４年３月３１日 

 

                       会計監査 合田康夫 ㊞ 
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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、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（H24.4.1～H25.3.31）振込みのお願い 
 

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

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

たします。 

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

◆ 法人会員            ２０，０００円/１口 

 

なお、振込先は下記のとうりです。 

<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 

     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 

Kobe-Seattle Sister City Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

 

代表者       八木 絵里 

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

                   Tel/Fax     (078)785-8205 

ホームページ   http://kssca.net 

 

【活動内容】  

当協会は草の根交流のサポート、推進を行うための団体として、以下のような活

動を中心に行っていきます。  

① 会報誌の発行  

② 交流会の実施 

・ 姉妹都市協会会員やシアトルから来神している人を対象とした交流会やイ

ベント等の開催 

③ 国際交流事業の実施・サポート 

・ 神戸市の事業への協力や各種交流プログラムのサポート 

・ シアトル・神戸姉妹都市協会（シアトル側協会）との連携・交流 

 

※この他にも今後様々な活動を行っていく予定です。 
 

【年会費】 

学生会員   １，０００円（１８歳以下）/１口 

個人会員   ３，０００円/１口     法人会員   ２０，０００円/１口  

 

当協会の活動は、設立主旨に賛同された会員の方々のご協力、ご支援により運営し

ていきます。 

上記の他にも、当協会の活動内容にご賛同いただける方のご協力、ご支援をお願い

申し上げます。 

当協会会員にお申し込みいただける方は、以下の様式に必要事項を記入のうえ、事

務局代表八木宛に Fax をお送りください。後日、会員の振込先をご連絡させていた

だきます。 
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住所 
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Tel/Fax 
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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、梶原克子、西尾尚子 

西野宣子、芳賀雄彦、松野芳子、松村 薫 

横山智子、吉川正一郎 

 

       http://www.kssca.net    編集 広報委員 

 


