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    会長の挨拶 

 

 

 

                                         会長  八木 絵里 

 神戸市とシアトル市は 1957 年に姉妹都市提携を結び、経済、文化、教育など様々な分野で

相互交流を重ね、友好関係を深めてきました。 

そして、2017 年には姉妹都市提携 60 周年を迎えます。同時に、神戸港とシアトル港は姉妹都

市提携 50 周年を迎える年となります。神戸港は 1867 年に開港して 100 年目の 1967 年には姉

妹港提携が結ばれました。神戸開港 150 年という事と併せて、来年 2017 年は、両市にとって

記念すべき年となります。2017 年 4 月には、シアトルに本社のあるスターバックスが西日本

最大級の広さの店舗を、メリケンパークに開店する予定です。 

 

 神戸・シアトル姉妹都市協会では 60 周年の記念行事を企画しています。 

来年 3 月末には U Prep の学生と先生が来神します。歓迎会と交流親睦会や様々な活動を考え

ています。5 月には、60 周年を記念してシアトルからの訪問団が来神し、歓迎会を予定してい

ます。そして、訪問団と一緒に神戸まつりパレードへの参加、交流活動など、今後に繋がる有

意義な機会を持てるように考えていきたいと思っています。 

7 月末頃には、反対に神戸からの訪問団がシアトルを訪問する予定です。シアトルでのシーフ

ェアトーチライトパレードがあり、シアトルのメンバーや市民の方々と一緒にパレードに参加

します。神戸からもたくさんの方々に一緒に参加していただきたいと思っています。ホームペ

ージや Facebook などでも随時イベント情報を更新していきますので、皆さまのご参加、ご協

力をよろしくお願いします。 

 

 長い交流の歴史の中で、多くの人たちが神戸とシアトルを行き来しながら、様々な分野で親

交を深め合い、共に発展してきました。そして、私たちは市民間交流の小さなひとつから、未

来につながる大きなものを生みだしていくこと、その時々の人と人との出会いや経験が、大き

な活力や希望を生み出し、その後の人生に影響を与え、社会での実現へと導いていくことと信

じています。私たちが神戸とシアトルの交流の中で経験したこと、経験できなかったことも、

今後、神戸とシアトルの姉妹都市関係を通じて少しでも多くの人が経験できることを願いつつ、

未来へ繋ぐ交流を今後ますます精力的に行っていきたいと考えています。60 年の歴史を振り

返り、現在を見つめ、未来への展望を持って、平和な未来へ繋ぐことのできる真の国際交流、

これからの歴史を築いていけるような活動をみなさんと共に進めてまいりたいと思います。多
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くの皆さまのお力を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

   シアトル・神戸姉妹都市協会新会長からのメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

                          SKSCA新会長 ベンジャミン エリクソン 

 

To our dear friends in Kobe, 

KSSCAの皆様へ、 

It is a pleasure to meet you.  I am the new chair of SKSCA, Benjamin Erickson. 

It is an honor to greet you as president and say thank you for your work promoting goodwill and 

friendship between the people of Kobe and Seattle.  The KSSCA is a critical partner in our 

work, and I cannot thank you all enough for your time and energy.  In our modern day, when 

technology overcomes borders, “citizen diplomacy” is more important than ever.  I am honored 

to join you in meeting this challenge. 

Truthfully, I have been a board member with SKSCA since 2010, and a fan of Japan from an 

early age.  I studied Japanese in both High School and College, and worked as an English 

teacher in Iwate-prefecture for two years.  I speak a confusing mix of Kansai-ben and 

Nambu-ben, should we ever have a chance to meet.   

As we say in English, I have “big shoes to fill.”  Karin Zaugg Black has been a champion for 

Kobe since her time there in 1995.  We are fortunate that she continues to serve on our board, 

and is leading our history project, which will document the great work our organizations have 

done in the past.   

I look forward to connecting KSSCA directors and members to our group, and working together 

to make the 60th anniversary an outstanding event Kobe and Seattle. 

 

親愛なる神戸のみなさま 

 はじめまして。シアトル•神戸姉妹都市協会新会長(以下 SKSCA)のベンジャミン•エリクソンです。 

宜しくお願い致します。SKSCA 会長としてご挨拶でき、シアトルと神戸の友情と親善を繋げていけるこ

とを大変光栄に思います。KSSCA は私たちにとって大変重要なパートナーであり、あなた方のご尽力

には感謝の気持ちでいっぱいです。近代では、テクノロジーが国境を越え世界を繋げることが可能で
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はありますが、私たちが続けている「市民交流」は、これまで以上にますます重要となっていくでしょう。

私は皆様と共に歩んでいけることを誇りに思います。私は 2010年より SKSCAの会員です。そして、若

い頃から日本のファンです。高校と大学では日本語を勉強し、その後英語の先生として岩手県で 2 年

間働いた経験があります。いつか機会があれば、私の岩手弁と関西弁をご披露しましょう。 

前任者である、カーリン•ザーグ•ブラックさんは、1995年から20年以上の間神戸のために大変力を尽く

され、功績を作りました。その後任としては、私は重責を担う事になりますが、彼女は今後もボードメン

バーとして協会の歴史プロジェクトを進めてくれており、それは私の励みと支えになっています。 

これまで築きあげてきたこの関わりを更に深めつつ、来年迎える姉妹都市提携 60 周年では、シアトル

と神戸での記念行事を是非とも一緒に成功させましょう。 

 

●神戸・シアトル姉妹都市提携 60 周年に向けて 

KSSCA 60 周年記念行事立案事項 

私たち姉妹都市協会では、会員の皆さまにも参加していただける、記念行事を企画中です。 

 

⭐︎  ５月中旬   神戸まつり             

          ・おまつりパレード参加 

          ・シアトル展 

         シアトルからの訪問団の受け入れ                                

・歓迎交流パーティー 

・ 観光ツアー 

・ ホームステイの受け入れ 

⭐︎  ７月下旬   シアトル訪問 

・ シーフェア トーチライトパレード参加 

・ 神戸市長訪問団参加 

・ シアトル側協会との交流会 

・ シアトル市役所訪問 

・ 観光ツアー 

               など 

その他にも、 

法人会員のヴィッセル神戸 VSシアトルサンダースの親善試合 

歴代のジャズヴォーカルクィーン達のジャズコンサートなども、実現に向けて頑張っています。 

 

会員の皆さまも、是非この機会に楽しんでくださいね!! 
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●2015年度活動報告 

 

ＢＢＱ交流会 

 

 ９月 27 日(日)12 時から昨年

に続いてブリッジテラス大蔵

でＢＢＱパーティーを開催し

ました。 

晴天に恵まれ、34 名の人達が

集合しました。今回は高校生３

名、中学生６名、小学生６名、

幼児１名という若い人たちの

参加も多く、賑やかな家族的な

雰囲気の中、行われました。 

４カ所コンロに、男子高校生グループ、女子中学生グループ、

関西国際学園の職員グループ、一般会員グループと別れてし

まい、他のグループとの交流が少なかったように思いました。

そこで途中、会長から他のグループとも交流できるようにと、

外国人のマットさんに女子中学生グループのテーブルの前に

座ってもらい、英語で名前・趣味などをひとり一人聞いても

らい、中学生が返事をするという事もありました。しかし、

女子中学生は恥ずかしい年代なのか、なかなかスムーズに

は進まず、日本語と英語混ぜこぜでしたが、何とか話が出

来たことは良い体験になったと思います。 

こういう機会を使って、国際交流への関心をもってもらう

のも有意義だと思います。しばらくして、全員で海岸に出

て、昨年も見せてもらったリチャードのカポエラ武道を鑑

賞して楽しみました。そして、全員で記念写真を撮り、解散となりました。 
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新年会 

 

 2016年が明けた１月 31日、毎年恒例の新年会を開催しました。 

会場は、当会の法人会員でもあります、三宮の日本料理『花隈鈴江』さん。 

老舗料亭の美しく・美味しい日本料理の数々に舌鼓を打ちながら、会員の皆様と楽しいひと

時を過ごしました。 

八木会長から、様々な KSSCA 活動への感謝や、来

年迎えるシアトル市との姉妹都市提携 60 周年に向

けて、更なる KSSCA の飛躍に邁進したいとの挨拶

がありました。 

コストコ神戸倉庫店の小山店長・ヴィッセル神戸

の村田さん、今年 3月までシアトルとの交流でお世

話になっていた,元神戸市国際課の松田さんからも

ご挨拶いただき、これからの KSSCA へ力強いお言葉の数々をいただきました。 

また、参加された会員の方からは、「今後もシアトルとの交流の中で、幅広い年代が参加でき

る活発な協会活動を、私ももっと盛り上げていきたい！」と嬉しいお言葉をいただきました。

お食事に対しても「美味しくて幸せ！」とお顔がほころ

ぶ様子が見られ、新年会は大盛会でした。 

KSSCA の次なるステージに向けて次代に繋げるべく、

楽しい活動をしていきたいと思います。 
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●2016年度活動報告 

 

飯盒炊さんハイキング 

 

 ５月８日(日)お天気に恵まれて１３名が

参加しました。新神戸駅からロープウェイ

を利用して山頂駅まで行き、全員揃ったと

ころで 10 時 45 分ハーブ園を出発。 

まずは市ヶ原を目指して約 30 分歩きまし

た。緩やかな登り下りの山道を進むと、市

ヶ原の広い河原に着きました。 

 今回は初めてハイキングで飯盒すいさ

んに挑戦です。昼食におにぎりを作ろうということで、皆さんそれぞれ、重い水・缶詰め・お

にぎり用の具材に食事用品など持参しました。早速、たき火用の枯れ木集めをしてもらう男性

グループと、一方では、飯盒４個に４合炊き３個と２合炊き１個の準備を女性グループがやっ

てくれました。 

飯盒をＢＢＱ用の網の上に乗せてたき火を燃やし

続けることが大事で、何回も炊き木集めをしても

らいました。20 分程すると飯盒の蓋の隙間から煮

汁が吹きこぼれてきました。そして、煮汁が出な

くなったら火から下し、飯盒を逆さにひっくり返

し 10 分程待ったあと、女性グループがいろんな具

材が入ったおにぎりを握ってくれました。ものす

ごい数のおにぎりが出来、びっくりです。 

12 時半過ぎ、やっとおにぎりをおいしく頂きました。鍋で温めたクラムチャウダーのスープ

もおいしかったです。ケトルで紅茶を沸かしてお茶も替わり

しました。 

 帰りは布引の４つの滝を見ながら、下山しました。前日の

雨で水量も多く雄滝など迫力がありました。新神戸から、滝

の見物に外国人のペアも時々見かけました。 

３時半過ぎ新神戸駅（新幹線）に着き全員、無事解散となり

ました。 
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Jazz&Wine Concert 

 

  ５月８日（日）神戸ポートピアホテル「快楽の

間」において、神戸開港 150 年、神戸シアトル

姉妹都市提携 60周年のプレ事業として、神戸と

シアトルの国際文化交流を目的としたコンサー

トが開催されました。 

 神戸新開地ジャズヴォーカルクィーンコンテス

トの歴代シンガーや、シアトル市のコンテスト

で選ばれたジャズクィーン、シアトルの人気ジ

ャズヴォーカリストなどが集結し、素晴らしい

昼下がりのひとときを過ごしました。 

   ポートピアホテル中内 仁代表取締役の冒頭のご挨拶では、ポートピアホテル開業から 35

年を振り返り、1981年に神戸・ポートアイランドで開かれたポートアイランド博覧会に合わ

せてホテルを開業された話は、会場の参加者にとっても懐かしく思い出されました。食事は

屋台形式で、シアトルをイメージした総料理長のプロデュ―スの特製ハンバーガーやクラム

チャウダーなどで、コストコ提供の Wine と共に美味

しくいただきながら、Jazz を楽しみました。 

  4 名の神戸新開地ジャズヴォーカルクィーンの方

が出演されていましたが、協会のメンバーでもある高

橋リエさんは、美しく魅力あふれる素晴らしいジャズ

を聞かせてくださったと同時に、舞台の上での挨拶で

は、神戸・シアトル姉妹都市協会のメンバーであるこ

とと共に、客席前にいた私（八木）を紹介する一幕もあり、今後の神戸とシアトルの関係が

ますます発展していけるように一緒に盛り上げていきたいというお言葉を述べられました。

神戸、シアトル、ジャズの関係は、これまでもこれから先も神戸の大切な文化交流として継

承されていくものです。今回は、シアトルからも高校生ジャズヴォーカルクィーンのクリス

ティナビューノさん、ラヴォン・ハーディソンさん、エミー・マイヤーさんが出演され、そ

の歌声と表現力に会場は大変盛り上がりました。

バンドの演奏もとても素晴らしく、改めてジャ

ズの良さを感じることができました。次回は、

シアトルで皆さんにお会いできることを楽しみ

にしています。ジャズにあまり触れる機会がこ

れまでなかったという方も、一度一緒にジャズ

を聴きに行きましょう！ 
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第 46 回 神戸まつりパレードに参加 

 2016年５月 15日、シアトルからマレー市長も来神して参加された「神戸まつり おまつりパ

レード」に会員の方々総勢 50名で参加しました。シアトル YMCAとのユース交換 50周年で、

シアトルからの参加者も交えた神戸 YMCAさんとご一緒させていただきました。私たちが「神

戸＆シアトル！」のコールをすると、沿道の方々もリズムに合わせて一緒に手拍子してくださ

ったりと、観客との一体感を肌で感じることが出来ました。来年の姉妹都市提携 60周年では、

神戸まつりだけでなく、シアトルのシーフェア・トーチライトパレードに参加することを予定

しています。様々な行事を楽しみましょう！ 
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シアトル市長夕食会 

                                   

 神戸祭りに合わせて来日されたシアト

ルのマレー市長、パートナーのシオサキ

さん、ネビル国際部長を招待し非公式な

夕食会を 5月 15日に姉妹都市協会主催で

開催しました。受け入れ側は姉妹都市協

会の八木会長他役員など 6 

人と法人会員のヴィッセル神戸から三木

谷節子さん村田さん、神戸市役所から山村国際部長他 2人で合計 15人が食事を楽しみました。 

 マレー市長自ら自然な感じで席を移動し、参加した全員と話す機会を作ってくれました。ま

た、神戸市役所で通訳者を手配してくれていたので、私達も気楽に思うところを話せました。

全般的にカジュアルでありながら真面目で真剣

なお話も出来、大いに盛り上がりました。私達

が市民活動としての内容を説明し、取り組む姿

勢と国際交流への意欲をアピールするとマレー

市長も感心されていました。今年のシアトルキ

ッズプログラム（阪神大震災時にシアトルを訪

問したメンバーが今年の 7 月に恩返しとしてシ

アトルを再訪しました）来年の姉妹都市 60 周年

に向けた活動についてマレー市長に説明をした

ところ、シアトル来訪時には是非訪ねて欲しいと言われました。また、ヴィッセル神戸とシア

トルサンダースの関係強化についても意見交換をしました。 

 神戸とシアトルの両方の姉妹都市協会が連携をとりながら協力して活発に活動を展開して

いることを、マレー市長も改めて認識され評価していただいたと感じ、非常に有意義な夕食会

になりました。 
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Welcome dinner party for the Mayor of Seattle 

神戸市主催歓迎夕食会 

  

 ５月 16 日、神戸市役所主催 シア

トルのエドワード・マレー市長一行を

迎えての夕食会に招待を受け、八木会

長が出席しました。場所はほてる

ISAGO 神戸の「千景」の間。お料理

や飲み物は全て神戸産の物で、お店の

方から一つひとつ丁寧な説明をいた

だきながら、食についての話も弾み美

味しくいただきました。主な出席者は、

シアトルエドワード・マレー市長、フ

ァーストジェントルマン マイケル・シオサキさん、シアトル市ポール・ネヴル国際部長、米

国アレン・グリーンバーグ総領事、ハルコ・グリーンバーグ夫人、神戸商工会議所から、新尚

一副会頭、伊藤紀美子さん、理事の平岡靖敏さん、神戸市守屋隆司市会議長、神戸市玉田敏郎

副市長、神戸市 長田淳市長室長、神戸市市長室 山村昭国際部長、神戸市市長室国際部 豊

島英明国際課長の皆さまでした。 

 来年は姉妹都市提携 60 周年という両市にとって記念すべき年となり、経済、文化、教育、

IT、医療など現在も多方面で活発に交流が行われているという事、そしてこれから先も両市が

共に発展していけるよう互いの関係を深めていくことなど、シアトル市長と今後に向けた活発

なお話ができました。 

 マレー市長から、姉妹都市協会のこれまでの

様々な活動への御礼の言葉をいただき、「来年は、

シアトルで楽しみに待っています！」とご挨拶が

ありました。来年には、シアトルから、そして神

戸から、多くの方々が互いに 1 年を通して行き来

している年になれば素晴らしいと思います。 
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シアトル市立マクドナルド小学校交流プログラム 

 

 姉妹都市協会が 2 年前から交流プログラムのサポートをしているシアトル市立マクドナル

ド小学校 5 年生の生徒とその保護者、先生方が６月 27 日から７月３日まで来神し、学校交流・

ホームステイを行いました。生徒たちは関西国際学園の生徒の家で３泊４日のホームステイを

体験しながら、生徒と一緒に学校へ通い授業を受けました。 

 初めての日本、という生徒がほとんどで、

ホストファミリーとの対面式ではやや緊張

気味の生徒たちでしたが、それぞれのホスト

ファミリーが用意してくれたウェルカムボ

ードを嬉しそうに受け取り、小学校で学んだ

日本語を使って一生懸命自己紹介をしたり、

子ども同士が日本語と英語をうまく使って

意思疎通をはかりながら次第に打ち解けて

いきました。 

 学校では、空手の授業や探究学習などに意欲的に参加し、日本の文化や習慣を学びました。 

ドラマの授業では、豊かな表現力のシアトルの子どもたちからみんな刺激を受けていました。

楽しい日々はあっという間でしたが、学校の生活の中では 1 年生など低学年の生徒もマクドナ

ルド小学校の生徒たちと一緒に遊ぶことや話すことを楽しみに毎日過ごすことができました。 

 マクドナルド小学校の生徒たちは、毎日宿題と

して日本語で日記を書くというものがありました。

ホストファミリーの方から、ひらがな、カタカナ、

漢字がとてもきれいなので驚きました！という話

をお聞きしました。また、他の方からは、日本語

を正しく話すって難しいですね！という感想もあ

りました。お別れの時は、お互いに離れたくない

気持ちで胸がいっぱいになり、涙がこみあげてき

て、抱き合って泣く姿が見られました。短い期間

の中でお互いに多くの事を感じながら、かけがえのない濃い時を過ごすことが出来たようです。 

このプログラムは、受け入れる学校、ホストファミリー、ボランティアが無ければ出来ないこ

とでした。しかし、このような経験は何ものにも代えられない交流活動です。 

ご協力いただいました皆さまに心より感謝します。 

この経験が子どもたちの今後の人生に活かされていくことを願っています。 
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マクドナルド小学校市役所訪問 

                              

6 月 29 日(水)、マクドナルド小

学校の一行は最初に神戸市役所に

表敬訪問をされました。当協会か

らは八木会長他１名が同行しまし

た。 

一行は生徒が 12 人、保護者が

11 人、教師が 2 人他に子供 1 人の

合計 26 人でした。市役所到着後まず 4 号館の危機管理センターを見学しました。このセンタ

ーでは展示されている阪神大震災の様子と地震に備えた耐震グッズなどを興味深く見ておら

れました。その後、市役所の大会議室に移動し玉田副市長、山村国際部長、豊島課長、平本係

長他と面談しました。最初に玉田副市長が歓迎の挨拶をされた後に、八木会長、マクドナルド

小学校の石川先生が挨拶をされました。 

引き続き生徒達から質問を受けると、生徒達は我先に積極的に手を挙げました。 

彼らはマクドナルド小学校で 5 年間日本語を使い算数と理科を勉強してきて、今回の旅行は

その集大成の意味があるとのことで、皆さん上手な日本語で質問をされていました。その内容

は「神戸ビーフは何故おいしいのですか？」「神戸で一番好きな所はどこですか？」「ポートタ

ワーには登ったことがありますか？」「神戸の意味は何ですか？」など、神戸に関して次々に

質問していました。中には副市長にも直ぐには答えられないものもあった程です。玉田副市長

には予定時間を越えて熱心に子供に対応していただきました。最後に USA の子供としては珍

しく、全員が礼儀正しく起立、礼をして感謝の気持ちを表されました。 

 会議が終わった後に市役所の 24 階展望フロアから神戸市の景色を見学し、清潔で美しいと

感想を述べていました。その後は次のパーティーの予定があるので見学を切り上げて、パーテ

ィー会場に徒歩で向かいました。 

 

 

マクドナルド小学校歓迎パーティー 

 

 ６月 29 日の夕方から、神戸・三宮にある外国人クラ

ブ「神戸レガッタ＆アスレチッククラブ」にて、マクド

ナルド小学校の子供達とそのご父兄、先生方の歓迎パー

ティーを行いました。姉妹都市協会のメンバーと、マク

ドナルド小学校の子供達をお預かりするホストファミ

リーが、みんなで楽しい時間を過ごす為にゲームやホー

ルの飾り付にも工夫を凝らし、精一杯のおもてなしでお
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迎えしました。 

 レガッタクラブの美味しいお料理に、ホストファミリーの

皆さんが考えられた七夕にちなんだゲーム、協会の新会員

さんもピアノで素敵な曲を奏でてくださいました。最後は

ホール内にポップな曲が響き渡り、大人も子供も全員ダン

スで盛り上がりました。あっと言う間に時間は過ぎました

が、マクドナルド小学校の皆さんと楽しい時を過ごす事が

できました。 

マクドナルド小学校の皆さんからも、

「とても温かい歓迎会で楽しかった」

と言っていただく事が出来、初めての

子供中心の交流会は大成功!! 日本で

の楽しい思い出作りにお役に立てたか

な…と、思います。 

お手伝いして頂いた皆様、ありがとう

ございました。 

 

 

酒造会社見学＆昼食 

 

 ６月 30 日午前、マクドナルド小学校父兄７

名と姉妹都市協会のメンバー７名が酒蔵見学

に出発しました。 

関西国際学園から阪神電車大石駅まで行き、

まず乗車券の購入方法を見てもらい、個々で

体験してもらいました。そして改札機を通り

ましたが、一人の女性がキップを取るのを忘

れ注意を受けてしまいました。 

 正宗酒造記念館を訪れるため、魚崎駅で下車して 11 時過ぎには到着しました。まずは最初

に記念館の入り口で英語のパンフレットなどを受け取りました。そして、担当の人が日本語で

説明され、それをメンバーの高見氏が英訳して、父兄に話す手順です。建物の中は、昔の酒作

りの道具が展示されています。建物は 21 年前の阪神大震災で全壊しましたが、犠牲者もなく、

また展示品もほとんど無事だったため、現在の建物を再建されたそうです。現在は鉄筋コンク

リート作りですが、大きな柱などはコンクリートの上に昔の柱の木目を張り付けて、雰囲気を

出しています。その後、英語版ビデオを見た後、お土産コーナーで酒の試飲をあれこれ楽しみ

ました。お土産用の小さめの瓶詰めを何人かは購入していました。 
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その後、時間も 12 時を回っていましたので、タクシー

で酒心館へ移動することにしました。 

酒心館では掘りこたつ式座敷で昼食の日本料理を楽し

みました。 

食事の後は酒心館の人気の門前で集合写真を撮り、次

に移動しました。 

 

 

マクドナルド小学校ご父兄生田神社参拝ご案内 

                           

午後からは三宮の生田神社へご案内しました。有難いことに午前中の小雨も止みました。 

1時 30分に食事処「さかばやし」を出て、一行は阪神電車石屋川駅まで歩きました。三宮駅着

後はご父兄方の土産手荷物を宿泊ホテルに預けた後、生田神社に向いました。生田神社では協

会会員でもある宮司の安部さんが、すでにお出迎えいただいていました。 

 まずは境内入口にある手水舎で全員おごそかに手

を清めて境内に入りました。参道中央には見慣れな

い大きな輪くぐりが設置されていました。安部さん

が茅の輪くぐりと説明してくださいました。１月か

ら６月までの半年間に知らず知らずのうちに犯した

罪や穢れを清める神事だそうです。何とラッキーな

ことに今日は６月 30 日で、半年間の自分を清める神

事の茅の輪くぐりを、全員で楽しみました。次に拝

殿前まで行き、安部さんからお参りの仕方を教わり二拝二拍手一拝。ご父兄の皆さんは上手に

お参りされていました。その後、社殿の後

ろに広がる「生田の森」の中をゆっくりと

森林浴を楽しみながら歩きました。リラッ

クスしていただけたでしょうか。境内の東

門付近の稲荷神社参拝でご案内は終了し

ました。 

帰りは生田神社近くの「にしむら珈琲」で

少しの時間でしたがお話ができました。こ

の度の出会いに感謝しつつ、互いに握手を

交わしお別れしました。 
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KSSCAロゴマーク決定 

 

 待望の KSSCA オリジナルロゴが出来ました！ 

協会設立から共に成長し、現在高校 2 年生になった八木瞭汰君がデザ

インしてくれました。神戸・シアトル両市の象徴でもあるタワーに着

眼。両都市の関係をタワーから差し出した「手」で固い握手をし、

Association（協会）の繋がりを表現し『A』を創っています。『S』に

は、日本の国花のひとつでもあり、シアトルがあるアメリカ・ワシン

トン州にも春になると咲き誇る、桜が描かれています。神戸とシアト

ルを繋ぐ『姉妹都市』の文字も入り、色は協会のイメージカラーのロ

イヤルブルーを採用しました。 

『第 46回 神戸まつり』のパレードでは、このデザインでＴシャツ

とトートバッグ、うちわを作り、参加者全員がＴシャツを着用しま

した。当協会の特徴である、幅広い世代に対応するデザインです。

今後も行事などで皆様に親しんでいただきたいと思います。 

 

 

神戸市立外国語大学訪問 

 

 ９月初旬に八木会長と広報担当の松村さんが、神戸市外国語大学を訪問しました。 

神戸市外国語大学には、当協会メンバーの岩佐さん、

元シアトル事務所長の大野さんが職員としておられ

るというご縁もあります。来年の 60 周年に向けての

話や姉妹都市協会の活動、神戸シアトル間の大学生交

流や現地の企業訪問などについての提案や可能性、学

生同士のディスカッション、神戸でのボランティア活

動への積極的参加などについてお話をさせていただ

きました。ボランティアコーディネーターの木場さん

とは、外国人への学生ボランティア通訳やイベントへの学生参加など、今後の具体的な連携に

ついてお話が出来ました。当協会では、イベントや交流活動

の中での若い世代の活躍の場も拡げていきたいと考えていま

す。また、神戸市外国語大学で学ぶことを実践出来る場の提

供の貢献になればとも考えています。 

 未来へ羽ばたく若者がシアトルとの交流活動の中で、沢山

の経験と自信をつけてくれたらと願い、今後は学生の皆さん

にもどんどん参加してもらい、活躍していただきたいです。 
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● 「神戸−シアトルキッズキャンプ」恩返しの旅 報告 

 

Kobe - Seattle Kids Camp 2016 

期間：2016年７月 28日（木）～８月３日（水） 

 
                                                             薄木 公平 

 

1995年 1 月、阪神淡路大震災にお

いてわたしたちは大切な家族や友人、

住み慣れた街を失いました。そんな

わたしたちに夢と勇気、何より前を

向いて生きていくことの大切さを教

えてくれたのはその年に開催された

「Kobe - Seattle Kids Camp」 

神戸の姉妹都市シアトルで感じた懐

の広さと深さ、そして温かさ。 

あれから 20年、わたしたちは社会の

中堅層として仕事に家庭に追われる毎日。 

そんな時、Kobe - Seattle Kids Camp団長の石津定雄さんの呼びかけで 2015年 8月 15日に開

催された「Kobe - Seattle Kids Camp 同窓会」。ここで出会った仲間はまるで昨日までずっと

一緒にいたみたいに、同じ方向、同じ土台を持っていました。 

 

「シアトルに未来につながる「ありがとう」を伝えに行こう！」 

その想いから今回のプロジェクトがはじまりました。 

20 年の時を経て Kids も社会の中堅になり、団長以下、当時のスタッフも含め皆が、様々な

環境や立場の変化、東日本大震災の経験等を経ての思い等を共有し、この 20 年間で成長して

きました。この姿をシアトルの皆さんに見てもらい、また、シアトルに対してお礼を言いたい

という気持ちが、「行こう！！！」と決めたときから沸々と湧き上がってきました。 

Kidsたちも社会の中堅、忙しい日常をやりくりして、様々な準備をしてくれた人、応援して

くれた人、たくさんの Kids と関係者に支えられて、5 人の Kids と石津団長が 7 月 30 日と 31

日を基点にシアトルへ行きました。 

 

簡単にスケジュールを 

7月 28日 シアトル入り→総領事館訪問→ワシントン大学（留学生団体と交流） 

7月 29日 Microsoft 社訪問→オーガニックファーム訪問 

              →シアトル兵庫県・神戸市事務所訪問（石津団長・薄木） 
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7月 30日 シーフェアパレード参加 

     ・パレードに参加して、シアトルの皆さんありがとう！！！っと言ってきました。

シアトルのテレビにも新聞にも出たそうですよ。 

7月 31日 Kobe - Seattle Kids Camp同窓会 

     ・ハイディさんの自宅で開かれたパーティーです。Kidsたちは英語で感謝の思いと

今の自分のことをしっかり伝えていました。とても素敵な時間でしたね。 

8月 1日 シアトル市訪問 

8月 2日 シアトル出発（see you again） 

 

 あれから、１ヶ月が経ちました。あっという

までした。シアトルから帰ってきてからは業務

の喧騒の中バタバタしており、シアトルの旅の

後処理もやっと落ち着きました。 

振り返ると、今回の旅で、20 年前のシアトルが

私たちの人間形成に多大な影響を与えたことを

見直すことができ、自分たちのルーツの見直し

の旅でした。恩返しというつもりでしたが、また何かをシアトルからもらえた旅でした。 

さらに、個人的には（きっと他の Kidsもですが）、石津団長とご一緒できたというのもよか

ったと思います。当時のリーダーであった石津さんへの恩返しも実は隠れた目的でした。私も

含めみんなが、２０年たった今でも「団長、団長」と言っていたのが、２０年前が体に染みつ

いているんだなと思いました。 

新聞やテレビなどにでるような外相や市長たちのような国際交流ではありませんが、私たち

国民、市民一人一人が、諸外国とちゃんと向き合っていくことが平和外交の一端を担うのかな

と思いました。 

一生懸命生き、正しく生きることが、シアトルの皆さんに対しても恩返しになるのだろうなと

改めて思った旅でした。 

「同窓会開催まで」「同窓会開催後の動き」「企画内容」「出発まで」紆余曲折、色々なこと

がありましたが、書ききれないのと書くと一冊の本ができてしまうので、ニューズレターでは

この辺で…。 
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愚直な草の根交流こそ         神戸―シアトル・キッズ・キャンプ 

                        元団長       石津 定雄 

 神戸―シアトル・キッズ・キャンプの OB・OG と盛夏のシアトルを再訪した。盛夏といっ

ても日本の秋口のよう、晴れ渡った空は 21 年前、恐怖と不安を胸に詰め込んでタコマ空港に

降り立ったキッズが安堵の思いを抱いたであろう同じ青さに包まれていた。領事館、市役所、

姉妹都市協会、神戸シアトルビジネスオフィスなどで懐かしい顔に出会った。シー・パレード

には姉妹都市協会の T シャツと法被を着て参加、６キロあまりの行進にキッズら 15 人ほどの

神戸勢が姉妹都市の旗を打ち振って加わった。 

メインは 21 年前の訪米の際、地元側の受け入れをコーディネートしてくれたハイディ・シ

ューマンさんに招かれてのパーティーだった。お世話になったホストフアミリーらを前にして

５人のキッズが思い出と感謝の意を英語で述べた。シアトルの素顔にふれることによって、大

震災のショックで沈んでいた自らの人生に屈折点を見出せたことが謝辞の基調になっていた。 

ホストフアミリーのお宅で体験できたもうひとつの家族のような温かさが、後刻一度は挫折

した自分に対して立ち直るきっかけを与えてくれたこと。あの朝、目前でみた母の死を、キャ

ンプの体験を経て前向きに歩むことが出来るようになったという報告に、当時のスタッフらが

涙顔でうなずいていた。ニュース的にいえば、そう注目される再

訪ではなかったろう。しかし、愚直に互いの心が確かめあえる草

の根交流の精神は、混迷、混乱し、流動化している現下の国際情

勢が故にも欠かせないとの印象が強まった旅でもあった。 

 

 

シアトルでの出来事 

                              梶本 健斗 

 僕は 7 月の後半から 8 月の中旬までの約 3 週間

シアトルに滞在していました。 

僕はシアトルには数回訪れたことがありましたが

今回が一番長くて印象に残りました。初めて会っ

たホストファミリーはとても優しくて別れるのが

辛かったほどです。一般的に普通は経験できない

ことをたくさんできて本当に良い経験となりまし

た。特にマイクロソフトの本社に訪れた時は興奮

しました。自分が普段遊んでいるゲームなどはここで作られており、こんなにも有名な場所に

訪れるなんてとても誇りに思います。シアトルキッズキャンプは約１週間でしたがとても思い

出に残るものだけでした。僕は更に２週間長く滞在しました。あちらに住みたいほど今も行き

たいです。そこで会った出会い、思い出、友情は僕の心に永遠と残るでしょう。 
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シアトル  サマーキャンプの感想文 

                                              ユーツ 恵陸 

  私は、友達と一緒にアメリカ・シアトル市

のサマーキャンプに行かせていただきました。 

まず空港に着いた後、ホームステイをさせて

くださる方に会いました。英語がそこまで上

手でもなかった私たちを温かく迎え入れてく

れたので、私は安心して生活することができ

ました。      

サマーキャンプの一日目の行程は、マイクロ

ソフトと農業体験でした。マイクロソフト本社の規模は大きく、内部の設備も完備されていて、

さすが世界最先端のＩＴ会社だなと感じました。また、そこにいる社員全員がとても楽しそう

なのも魅力的なポイントでした。 

二日目には、メンバー全員でシアトルのシーフェアパレードに参加するというイベントがあり

ました。シアトル市民のほぼ全員が集まる中で、しかもテレビにも映るのにははずかしさもあ

りましたが、神戸の姉妹都市からきた私たちが、神戸の代表として見られるので、張り切って

参加しました。実際にしたことといえば旗を振るだけでしたが、それでも観客は手を振ってく

れたり、大声で応援してくれたりと、活気あふれるシアトルの人たちはとてもテンションが高

く、自分までたのしくなってきました。こんな風に、心から楽しんでいる人たちの熱気が伝染

してきて、全員がいい気持ちになれるというすごい体験をしたのは初めてでした。 

最後の日は、ワシントン大学に行くことができました。敷地内にあった図書館は中世の城をモ

チーフにしたような建物で、まるでハリーポッターに出てきそうなくらいきれいなものでした。

そのあと、近くの私立大学に通う大学生たちとディスカッションをしました。おもにわたした

ちが将来どんな仕事に就きたいか、そのためにはどうすればよいか、またアメリカの大学へき

て留学するとしたらどんな方法があるか、などを詳しく教えてくださいました。初めは普通に

日本の大学へ行こうとしていた私ですが、この経験で将来はアメリカの大学に行こうと決心し

ました。 

私はアメリカに行ったことはありますが、このように親がいな

い状態で初めて来た土地で過ごすのは怖かったですが、実際に

このキャンプが終わった時点で、一生忘れられない思い出にな

りました。やったことがなくても、とにかくチャレンジしてみ

るということがどれだけ大事なのかがよくわかりました。 
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● 平成 27 年度会計決算及び監査報告 

 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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 

 

２７年度会費（個人） 

２８年度会費（個人） 

２７年度会費（法人） 

 

寄付金 

 

助成金 

 

 

 

 

 

 

 

利息 

１９２，１０８ 

 

１３８，０００ 

  １，０００ 

６０，０００ 

     

 ５，０００ 

 

 ２５，０００ 

       

２０，０００ 

 

  

  

  

 

  １５ 

 

 

 

      

       

 

 

 

４６人分 

１人分（学生） 

鈴江商会、コストコ、啓

明学院 

ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟわ 

 

ひょうごボランタリー

基金 

神戸市ボランティア助

成金 

ホームページ代（27 年 4 月～

28 年 3 月） 

ニューズレター印刷、発送 

UPREP 高校受け入れ 

協会リーフレット作成（2 回） 

BBQ 協会補助 

新年会協会補助 

振込みによる手数料 

通信費 

事務消耗費 

交通費 

雑費 

 

１８，２６４ 

   

 ４４，６０５ 

４９，９５９ 

１９，４４０ 

 ４，６５０ 

 ９，８２７ 

  １，４２０ 

 ２０，８９１ 

１５，0１１ 

３，0４０ 

１４，2４８  

    1,522 円×12 か月 

 

７月発行（200 部） 

 

220 部 

 

 

ゆうちょう振込み手数料 

 

封筒、インクカートリッジ 

対外活動時 

合計 ４４１，１２３  合計 ２０１，４４５  

差し引き残高 ２３９，６７８     三井住友銀行￥１５４，７６２  ゆうちょ銀行￥８４，９１６ 

上記の通りＫＳＳＣＡの会計決算を報告いたします。            平成２８年３月３１日 

                                    会計 米井良子 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２８年３月３１日 

                                                           会計監査 芳賀雄彦 ㊞ 
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●今後の予定  

2017年  １月下旬   新年会 

        ３月下旬頃  U Prepホームステイ受け入れ  

      春頃      ハイキング 

５月中旬    神戸まつり参加  シアトル訪問団受け入れ 

７月下旬    シアトル訪問シーフェアトーチパレード参加   など 

＊日程・詳細は、決まり次第協会ホームページ・Facebook・メール等でご案内いたします。 

会員の皆さま、ご家族・お友達をお誘いのうえ、是非ご参加下さいませ。 

 

ホストファミリー登録のお願い 

 

 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最寄り駅、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（H28.4.1～H29.3.31）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、振込先は下記のとおりです。 

<銀行振込> 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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コスト コホールセールは高品質な優良商品をできる限りの低価格にて提供する大規模な会員制倉庫型店です。   

h ttp ://w w w .costco .co .jp   

	  	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

コストコホールセール	  神戸倉庫店	  	  
〒655-0001	  神戸市垂水区多聞町字小束山 868-26.／TEL：078-796-3500	  

年会費	  	



 

ゴールドスター（個人）：\4,400（税抜）/ビジネス（法人）：￥3,850

（税抜）	  

■商品保証	  	  	 

 

■年会費保証	  

※一部除外有り	  
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Since 1923 

関西学院大学継続  

    

 

愛と 祈り と 奉仕の心を育成し ます。   

    

 

文部科学省「 スーパーグローバルハイスク ール」 指定校  

  

〒  6 5 4 -0 1 3 1   
神戸市須磨区横尾 9 -5 -1   

TEL   0 7 8 -7 4 1 -1 5 0 1   
h ttp ://w w w .ke im ei.ed .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            (078)785-8205 

   申込み・問合せ Email    kobe@kssca.net             

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日本在住の外国人の方、シアトルから来神している方を 

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 

・ 協会独自のイベントの企画・実施 

・ 神戸市など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、住所・氏名・Tel/Fax・E-Mail の必要事項を事務

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。 
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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 send this form to Email kobe@kssca.net 

 

Name:   Address:   TEL / FAX:   Email 
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2016 年度ボードメンバー紹介 

 

 
 

 

 

KSSCA では 

シアトルからのお客様のサポート 

記念イベントのお手伝い、又はご参加 

シアトルでの記念イベントへご参加 

など 

募集しています!! 

 

会員さま・ご家族さま・ご友人 

身近な国際交流を楽しみませんか!! 

 

 

編集 広報委員 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://kssca.net     ：神戸・シアトル姉妹都市協会 

 

 
八木絵里 吉川正一郎 薄木公平 

横山智子 松村薫 岩井恵子 

高見芳明 米井良子 

 

会計監査  芳賀雄彦 

 


