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㊗神戸・シアトル姉妹都市提携 60 周年！
1957 年に神戸市とシアトル市が姉妹都市提携を結び今年は 60 年の節目の年です。また神戸港
開港 150 年、神戸港とシアトル港の姉妹港 50 周年ということで、両市で様々な記念事業が行
われています。
5 月にはシアトルからの訪問団 23 名が来神し、神戸にて歓迎レセプション、神戸まつり、シ
アトルフェア、歓迎交流会、文化交流などの記念事業が行われました。そして、7 月 27 日か
ら神戸の訪問団がシアトルの記念事業に参加しました。1 年を通じて神戸とシアトルの間で
様々な分野での交流が行われています。
世界情勢が不安な時代、日米間の国際交流はより広範囲で強固な市民交流が求められています。
市民同士の繋がりや相互理解、信頼関係の構築が互いの地域や人々の生活をよりよく、また活
性化していくことにつながります。
60 年間に渡って育まれてきた両市の友好の絆をさらに深めていくとともに、交流の輪がます
ます広がり、それらを次の世代へとつなげていきたいと思っています。
＊

尚、今回の行事には、
(公財)神戸国際協力交流センターから助成金
コストコホールセールジャパン(株)様からシアトルフェアの商品提供
ヴィッセル神戸様からシアトルフェアの記念品とシーフェア トーチライト パレードで配
布したうちわの寄付 また個人の皆さまからも寄付を頂きました。ご協力感謝いたします。
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U Prep 学生来神
神戸・シアトル姉妹都市 60 周年の行事の一環としてシアトル
の私立校 U Prep から中・高校生 7 名と先生 2 名が来られ、前
半を当協会員がホームステイを受け入れ、後半は啓明学院が
引き受けました。当協会で実施した行事の概要を述べます。

4 月 1 日夜：神戸に到着
三宮の高速バスターミナルに予定より 1 時間ほど遅れ一行が到着しました。待機していたホー
ムステイ先の家族と対面し、ウェルカムバッグを渡し記念撮影をして別れました。

4 月 3 日：姫路城見学
三宮・舞子駅でそれぞれ待ち合わせし、最終的には姫路駅で
10 時に全員が集合しました。その後 11 時に姫路城の入り口
で、英語案内ボランティアの方と合流し姫路城に入りました。
2 年前の改装直後と比べると空いていて比較的スムーズに見
学出来ました。13 時頃に城の公園で７分咲きの桜を見なが
らお弁当を食べ、午後からは姫路城西隣にある日本庭園「好
古園」を散策しました。その後商店街を通り駅まで戻り、予定通り 16 時半ごろ解散してホー
ムステイ先の方に引き渡しました。

4 月 4 日：人と防災未来センター・神戸市役所・生田神社訪問
朝 9 時に JR 三宮駅に集合しました。 最初に人と防災未
来センターに行き英語ボランティアの案内で 1 時間ほど見
学しました。その後、阪神電車で三宮に移動し神戸市役所
を訪問しました。神戸市役所では国際部の山村部長、中山
課長他が参加されて会議が開催されました。U Prep の学生
は今回、各人が研究テーマを持ちレポートを作成するので
そのテーマに沿って山村部長他に具体的な質疑応答をし
て濃い時間を過ごしました。昼食はラーメンを希望する方が多かったので中華料理店の第一楼
の個室で食べました。13 時 30 分頃から協会の会員でもある生田神社役職の安倍さんのアレン
ジで、生田神社で特別参拝体験しました。また、ボランティアの方のご協力で学生と先生、今
年は学生会員の方にも着物を着ていただきました。皆大喜びで神社参拝後も、自分たちで今回
の旅のビデオを作成すると言って、しばらく色々なポーズで撮影をしていました。

4 月 11 日：啓明学院でのフェアウェルパーティー
協会と啓明学院のホストファミリーの方とボードメンバーが
夕方に啓明学院に集合して、合同のフェアウェルパーティー
を開催しました。総勢 60 名ほどで、皆さん食べ物などを持ち
寄り、歌・ダンスなどを楽しみました。協会のホストファミ
リーのご家族は、約一週間ぶりの再会を喜ぶとともに別れを
淋しがっておられました。
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初めてのホストファミリー、出逢いに感謝

三好ファミリー

この度、娘を通じてご縁を頂いたお母様から声を
掛けて頂き、初めてのホストファミリーとして 5
泊 6 日シアトルからの学生を受け入れる事にな
りました。受け入れが決まった時、私自身英語が
話せないことに加え、文化や習慣が違うので、ど
ういう風に過ごせば良いのか不安は非常に大き
なものでした。受け入れ準備は、娘の部屋を使用
してもらうために、片付けたり、家中の掃除から買い出しをしたり、家族で計画を立て、近づ
くにつれて楽しみになっていきました。
迎える朝、どの学生が我が家に来てくれるのかがわかりました。不安よりも早く会いたいとい
う気持ちが膨らみました。
対面したときは、緊張でドキドキしていましたが、
そんな不安もふっとび、楽しみ一色になりました。
娘は最初、英語が早くて聞き取れないようでしたが、
日に日に聞き取れるようになっていきました。次の
日は、アメリカに 8 年住んでいた義妹家族も一緒に
バーベキューをして、どんな事に興味があって、何
故日本に来てみたいと思ったのか、高校卒業後の進
路や将来の夢など、詳しく知ることが出来ました。
なるべくコミュニケーションを取るようにと娘は全てのデイ・トリップについて行くようにし
ました。少しずつですが、会話をするようになり距離が近くなっていった様に思います。今回
は神戸市役所訪問や生田神社で娘も一緒に振袖を着せて頂き参拝することが出来、普段出来な
いような体験もさせて頂きました。後は、カラオケに行ったり友達を誘ってホームパーティー
を開いたり、楽しい時間を過ごし、あっという間の６日間でした。慣れない環境で、不便な点
もあったかと思いますが、彼女が我が家で 6 日間過ごしてくれた事に感謝します。そしてお世
話して下さった姉妹都市協会の皆さまに感謝します。
ありがとうございました。
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ホストファミリーを体験して

板垣ファミリー

我が家にとって、初めてのホストファミリー体験、４月１
日はドキドキしながらグレースとの対面でした。
翌日は、神戸らしい所を案内しようと娘たちと考え、ハー
バーランドに行きました。商業施設を歩きながら話してい
るうちに、彼女は買い物にあまり興味のないことがわかり、
我が家の女子高生と女子中学生はびっくり。聞けば勉強が
忙しく、買い物に行く暇がないそうです。ポートタワーに登ったり、メリケンパークを散策し
たりと楽しく過ごしました。
４日に生田神社で着物を着せて頂いた時は、グ
レースと娘二人は三姉妹のように華やかで、晴
れやかな笑顔でした。桜の下での美しい写真の
数々は、３人にとって一生の宝物になるでしょ
う。本殿での参拝も、厳かな雰囲気で緊張の面
持ちでしたが、貴重な体験になりました。
最終日は、家族で奈良に行きました。グレース
は可愛い鹿に囲まれて楽しそうに、写真を沢山
撮っていました。東大寺を拝観し、大仏について色々と質問されました。春日大社の灯籠にも
興味津々で、次回は燈籠がついている時に訪れたいと言っていました。グレースは、日本の歴
史や文化、政治に興味があり、滞在中に色々と質問したり調べたりしていました。私も子供た
ちも、もっと日本について勉強しないといけないなぁ、と改めて思いました。グレースのお陰
で、楽しい１週間を過ごすことができました。娘たちは英語をもっと勉強してシアトルに行き
たいという目標ができました。
貴重な経験と、大切な思い出がたくさん詰まった１週間になりました。
思いきって、ホストファミリーをお引き受けして良かったと思います。
最後になりましたが、会長の八木様、取り纏めてくださった中川様、ボードメンバーの皆様、
大変お世話になり、ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
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神戸まつり
シアトルフェア
5 月 21 日の神戸まつりの時に三宮の東遊園地に神戸・シ
アトル姉妹都市協会がシアトルを紹介するブース（シア
トルフェア）を出展しました。シアトルを紹介する資料
を展示した他、シアトルに本社があり当協会の法人会員
でもあるコストコ社から提供していただいたジュース、
お茶、チョコなどのお菓子を販売しました。また、パレ
ードに参加したシアトルの姉妹都市協会のメンバーから
はスマホのパッド、名札のタッグ、絵葉書などの提供を受け、ブースで神戸市民に配布しなが
らの交流活動を行いました。コストコ社から提供いただいた商品については見切り値引きする
ことなく販売の担当者が一生懸命にアピールして定刻の 5 分前に全量を売り切ることができま
した。会場費、ジュースなどの冷却用の氷の購入、展示資料に係る費用などを差し引くと 1 万
円弱しか手取りが残りませんでしたが、ブースには多くの神戸市民が立ち寄ってくださりシア
トルを紹介するという大きな目標は達成できました。朝の 8 時前から 17 時過ぎの後片付けま
で結構暑い中大変な思いをしましたが充実した一日でした。

神戸まつり

おまつりパレード
今年はシアトルとの姉妹都市提携 60
周年という記念すべき年で、シアト
ルからの姉妹都市協会メンバー24 名
を迎えての参加となりました。総勢
57 名でお揃いの KSSCA のブルーの
T シャツを着て、さらに青と白の風
船を持って、約１キロの距離を 45 分

ほどかけてパレードしました。12 時過ぎの 3 番目のスタートで、シアトル-神戸姉妹都市協会
のベン会長の元気な掛け声に合わせて多世代にわたるシアトルと神戸のメンバーが一緒に声
を出し、手を振りながら、各々が楽しみながら歩くことが出来ました。私自身、初めての参加
で最初は少しドキドキしましたが、パレードが進むにつれて沿道の本当にたくさんの方の笑顔
を見ていると、だんだんと楽しい気分になり、あっという間の時間でした。快晴で汗ばむ陽気
の中でしたが、60 周年に相応しい思い出に残るパレードとなりました。
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シアトル訪問団歓迎会
神戸まつり当日、夕方から「神戸レガッタ
＆アスレチッククラブ」にて、シアトルか
ら来神されている皆さんの歓迎会を行い
ました。シアトル市議会議長のブルース
ハレル氏御夫妻をはじめとする、シアトル
訪問団のメンバー21 名と、姉妹都市協会
メンバーとその友人・知人、法人会員の
方々、神戸市役所の国際課の皆さんで 30 名。総勢 50 名以上の参加で、広いフロアは終始賑や
かでした。会は当協会の八木会長とシアトルの姉妹都市協会のベン エリクソン会長の進行の
もと、楽しく進められました。途中、当協会の歩みをスライドで紹介。また、東灘の酒心館で
開催されるコンサートの為に訪問団と共に来神していた、ピアニストのアンジェロ ロンデロ
氏の素晴らしいピアノ演奏、お抹茶を立てる体験コーナーと、皆さんに楽しんで頂きました。
特に飛び入りで披露して頂いた、シアトルでも活躍されているジャズシンガーの藤原千晶さん
とハレル議長の弾き語りは、大いに盛り上がりました。朝からの神戸まつり参加で、皆さんお
疲れのはずですが、最後まで楽しい時を過ごすことが出来ました。

シアトル訪問
神戸・シアトル姉妹都市協会

シアトル訪問での主な活動内容

7 月 28 日 シアトル市役所表敬訪問
スターバックス・リザーブ ロースタリー訪問
シアトル市・シアトル港主催歓迎レセプション参加
7 月 29 日 YMCA 今井ガーデン訪問
ブルース・ハレル市議会議長宅昼食歓迎会に参加
神戸ベル
シーフェア・トーチライト・パレード参加
7 月 30 日 セーフィコ・フィールド野球観戦 シアトルマリナーズ VS NY ヤンキース
7 月 31 日 日系マナー 訪問 日系アメリカ人入居者・こころ会と交流
キング５ ニュース(テレビ局)訪問
ジャズ アレイにてジャズコンサート鑑賞
8月1日

YMCA 交流活動（学生参加プログラム）

8月2日

シアトル港ツアー ワシントン大学訪問（学生参加プログラム）
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市長表敬と歓迎レセプション
7 月 28 日朝、シアトル市役所にて神戸市の 60 周年記念
訪問団として市長表敬に参加しました。マレー市長の歓
迎の挨拶、玉田副市長から「昨日のビジネスセミナーは
非常に有意義であった」等の返礼の挨拶があり、ハレル
議長からは「5 月の神戸訪問時には心のこもった歓迎を
受けた」とのお礼の言葉をいただきました。最後に八木
会長からマレー市長とハレル議長に KSSCA を代表して、記念品を贈呈しました。18 時からの
シアトル港湾局表敬に八木会長が同席した後、近代的な港湾局の建物内でシアトル主催の歓迎
レセプションが開催され、約 200 名が参加。シアトル-神戸姉妹都市協会のベン会長が司会を
務め、マレー市長、アルブロ港湾委員長、玉田副市長、ハレル議長、安達日米友好神戸市会議
員連盟副会長の挨拶と続き、カーリン前協会会長からこれまで神戸との友好交流に尽力してこ
られた歴代の会長の表彰がありました。和太鼓・ジャズの演奏もあり、また、美しいレーニエ
山とシアトル港が見渡せるテラスや会場内のあちこちで夜遅くまで懇談が行われ、神戸とシア
トルの交流の歴史と重みが実感できる歓迎会でした。

シアトル シーフェア・トーチライト・パレード参加

中川 周平

７月 29 日、シアトル訪問の主目的である、シーフ
ェア・トーチライト・パレードに夫婦ともども参
加させて頂きました。まずは集合場所の「神戸ベ
ル」に行き、ここで我々「神戸・シアトル姉妹都
市協会」の現地パートナーである「シアトル-神戸
姉妹都市協会」の皆さんと合流し、神戸からの訪
問団と合わせて総勢 80 名の参加となりました。私
は当日腰痛に見舞われていたことから、歩かずに八木会長と共に車に乗せて頂く事になりま
した。ところがてっきりバスに乗るかと思っていたのが、２人乗りコルベットオープンカー
の座席後ろのボディーに腰かけるという形で、八木会長と２人並んで腰掛けることに！「俺
なんかがここにこうして座っていて良いの？」という思いと、気恥ずかしさでいっぱいでし
たが、４キロの道のりの沿道を埋めた見物客に向かい、
「私たちは姉妹都市神戸から来ました。
有難う」と八木会長と共に大声で叫び続けました。腰は痛いわ、恥ずかしいわ…でしたが、
今思い出せば、人生の中でもとても特別な体験をさせて頂いたことに感謝の気持ちでいっぱ
いです。また機会があればシーフェア・トーチライト・パレードに参加したいと思います。
今度は徒歩で・・・・・。
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マリナーズ観戦&交流会

岩井 恵子

７月 30 日午後、今回は特別なチケットを用意してい
ただき、シアトルマリナーズ対ニューヨークメッツの
試合を観戦することが出来ました。まず、試合前にセ
ーフィコ・フィールドと大きな文字の見える青空の下、
ビュッフェスタイルの軽食を頂きました。向こうには
ダウンタウンのビル群が見え、とてもいい天気で気持
ち良かったです。神戸市玉田副市長の始球式はナイス
ピッチング、18 名の選抜メンバーはグランドに降り、マリナーズのキャラクターであるムー
スと写真を撮り、とてもいい記念となりました。試合は、９対１と勝利をおさめ、花火が上が
ったり、踊ったりと大変盛り上がりました。試合後、球場近くの「ヘンリーズタバーンアメリ
カンバー＆グリル」で両姉妹都市協会の交流会を行いました。シアトルは地ビールが盛んで、
店にも多彩なビールサーバーがあり、好みでおすすめを教えてもらいました。料理もおすすめ
を選んでもらい、私はカラマリというイカフライがとても美味しかったです。シアトルの方は
皆さん日本語の勉強をされており、とても日本語が上手でした。私は、英語が苦手なので、日
本語で会話してくださり、色々なことが話せて良かったです。楽しい時間はあっという間、ま
た皆さんと来たいと思いました。そして、次はもう少し英語で話せるようになりたいですね。

日系マナーを訪ねて

鵜川 有

日系マナーを訪ねるにあたり、女性メ
ンバーはゆかたでの訪問となり、協会
メンバーの着付けのお手伝いをさせて
いただきました。着物は日本の象徴で
す。皆さんにとっては美しいというよ
りは懐かしい心の故郷を感じていただ
けたのではないでしょうか。施設内を
案内して頂いた後、お茶とお菓子が用意されたテーブルに皆さんがお座りになり、お話を聞い
たり、一緒に折り紙を折ったりと交流を深めることができました。今では、日系 3 世、4 世の
時代となり日本語を話す機会が少なくなり、「日本語は忘れたわ」とおっしゃりながらも、懐
かしそうに昔の事をお話しくださったり、折り紙では鶴を一緒に折ったり、折ったのを差し上
げると大事そうに手にとってお部屋に飾りますとお持ち下さいました。シアトルに日系コミュ
ニティの皆さんが、心身共に健康を維持し豊かな人生を送られるようシニアの方々の自立をサ
ポートしておられる日系コンサーンズがあることに深く感銘を受けました。それぞれのメンバ
ーも皆さんから元気と笑顔をいただき感謝の訪問となりました。日系マナーの皆さん、ありが
とうございました。
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キング５を見学して

横山 千尋

私たちは観光プログラムの中で、シアトルで人気の
テレビ局キング 5 を訪問しました。シアトルでは誰
もが知っている、有名なニュースアンカーのローリ
ー マツカワさんが自ら局内を案内してくださり、大
変貴重な経験ができたと思います。局内は、さすが
本業！という感じで、番組別にスタジオがセットさ
れていたり、業務用カメラや音声機器を近くで見る
ことがでたりで、とてもテンションがあがりました。
特に、ニュース番組が実際に放映されているセットに座らせてもらいライトをあびていると、
本物のニュースキャスターになったような気分を味わうことができました。また、毎日放送さ
れているニューススタジオも見学させてもらえて、どんなシ
ステムを使って番組が作られているか、詳しく教えて頂けま
した。いつも見ているテレビ番組を支えているいろいろな舞
台裏を間近に見ることができました。親元を離れた一人だっ
たからこそ覗けた、新しい世界だったのではと振り返って改
めて思う訪問でした。

姉妹都市ジャズ・ディについて

原田 侑奈

毎年、シアトルのジャズアレイで開催されているイベ
ントに私たちも参加しました。これは神戸新開地で開
催されているジャズヴォーカルクイーンコンテストの
グランプリ優勝者が、ジャズの本場米国・シアトルの
ライブハウスのジャズアレイでの出演権を獲得すると
いうものです。
18 回目となる今回は神戸市出身の Yuka
さんが 145 組の中から見事グランプリに輝き、地元ミ
ュージシャンと一緒に素晴らしい公演を披露してくださいました。これまで CD やテレビで耳
にすることはあっても生で聴く機会はなく本格的なジャズのライブを観るのはこれが初めて
でした。音楽は元から好きだったので、ジャズアレイに行くことはとても楽しみでした。最前
列に座っていたので、曲によってのドラムスティックの使い分けや弾き方の工夫を見ることが
できましたが、こんな事はなかなか無い機会なのでよかったです。ボーカルの Yuka さんの声
もとても綺麗でした。店内の雰囲気も普段私が感じることがないもので、それがジャズ独特の
リズムと合わさって非日常的な時間でした。初めて聴くジャズがジャズアレイでのライブだと
いう贅沢で貴重な機会に恵まれ、私は幸運でした。
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アメリカでの経験

原田 侑奈

私は今年の７月末からシアトルに行きました。アメリカ
に行ったのは初めてで緊張しましたがホストファミリ
ーもとても親切で楽しく、思い出深い滞在となりました。
ホストファザーのジムさんとマザーのメアリーさんも
とてもいい人でした。最初は 7 日も一人でホームステイ
なんてできるのか行く前からドキドキしていましたが、
振り返ってみるとあっという間に一週間が過ぎていま
した。ホームステイ先にはあとお兄さんと弟、そして私と 1 歳違いのケイティという女の子が
いました。文化の違いなどから同じ年代でもこんなに差がある
のかと驚くことも多く、新鮮でした。でも、年が近く加えて彼
女が明るい性格だったこともありすぐに打ち解けることがで
きました。彼女は運転ができるので車に乗せてもらうことも多
く、その時は少し変な気分でした。高校生の夏にこのような体
験ができたことは私にとってとても貴重なことでした。機会が
あればぜひまた行きたいです。

ホームステイをして

横山 千尋

今回のシアトル訪問で、私は松村さんと共にシ
ェラーご夫妻宅にホームステイをさせていただ
きました。前回の訪問時とは違い、母なしの海
外は初めてで（修学旅行除いて）なにかとても
失礼なことをしてしまうのではないか、私の英
語じゃ相手に伝えたいことを上手く伝えられな
いのではないか、等々の不安がありました。実
際、初めは上手くコミュニケーションを取られず、勝手もよく分かっていなかったのでおろお
ろしてしまいました。しかし、ボブさんもなおみさんも本当にいい方で、そして松村さんもフ
ォローをしてくださり、とても充実した日々を送れたと思います。感謝ばかりです。シアトル
を訪れる機会がありましたら、また、是非お会いしたいと
思っています。
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架け橋となる

松村 真咲

今回、私は二日間だけでしたが、KSSCA のプログラムに参加しました。
日本を出発し現地のお昼前に到着。その足で、現地の高校生の子たちと一緒にお昼ご飯でピザ
を食べにいきました。日本ではなかなか外国の同年代の子と関われる機会がないので、とても
楽しく良い思い出になりました。その後も半日高校生の子たちといる予定でしたが、私は到着
したばかりで体調を崩してしまったので最後まで楽しむことができませんでした。もしまた会
えるときがあるのならば、そのときは全力で楽しみたいです。翌日は YMCA へ訪問、シアトル
港のツアー、博物館見学と、とても濃いスケジュールでした。行く先々の景色や人々ひとつひ
とつ日本との違いが新鮮で、とても刺激になりまし
た。姉妹都市といえども、やはり普段の生活の中で
お互いの都市や国のことを身近に感じるか、と問わ
れれば、
「はい」と答えられる人は 100%ではない
と思います。少しでも多くの人に良さを知ってもら
うために、神戸とシアトル両方の良さを知っている
私たちが、遠く離れたお互いの都市をつなぐ架け橋
となるべきなのだと強く感じた旅になりました。

シアトルでのホームステイ

川上 涼子

7 月 31 日から 8 月 8 日にかけて、アメリカのシアト
ル市に行きました。初めて飛行機で、初めて海外旅行
だったので、荷造りをしている時からドキドキしっぱ
なしでした。成田空港を離陸し、シアトル・タコマ空
港に着いた時出迎えに来て下さったのは、アランさん
とローラさんでした。お二人ともとても笑顔で親切に
して下さったので、緊張が少しほぐれました。最初に
日系アメリカ人の高校生とランチにピザを食べながら交流しました。私の英語が通じるか不安
だったけれど通じたので、嬉しくなりました。私のホストファミリーは天海さんという日本人
女性で、キヨという大型犬がいました。犬が苦手で怖かったけれど、少しずつ慣れました。次
の日の夕食は天海さんと２階に住んでいる若いカップルの方と４人で食べました。話すスピー
ドが速く聞き取れないこともありました。天海さんに少し助けてもらいながらお話しました。
次の日は、港湾局のツアーやワシントン大学の博物館を観光しました。案内して下さった方々
は皆さんとても親切で話しやすい方でした。日本では体験できないようなことが出来てとても
楽しかったです。シアトルでお世話になった方々にとても感謝しています。
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ホームステイの感想

高見 芳明

今回のシアトル訪問では、5 月の神戸まつりで来日され
知り合ったエイミーさんのご自宅にホームステイさせ
ていただきました。エイミーさんはジャズシンガーで、
ご主人はジャズのバンドで活動する音楽一家です。また、
アネカちゃんという 9 歳の女の子がいて丁度、私の孫の
年回りで可愛く思いました。私は現役時代の仕事、退職
後の観光などで海外の経験は多い方ですがホームステ
イは初めてで、アメリカ人と日常生活を共に過ごす貴重な体験をさせていただきました。アネ
カちゃんは夏休み中で保護者とともに過ごさなくてはならないので、私とも一緒のことが多か
ったです。ある日、どうしてもアネカちゃんが一人になる日があり、その時はご主人が自分の
オフィスに連れていき、一日デスクのそばで遊ばせるとのことで、本と工作材料をアネカちゃ
んがたくさん手に持って一緒に自宅を出発しました。会社には時々他にも子供を連れてくる人
がいて、その場合はアネカちゃんも仕事の邪魔にならないように静かに一緒に遊ぶとのことで
した。会社の方針として、社員の日常生活を大切にして定着率を良くすることを目指している
そうです。日本でも導入すれば待機児童問題も少しは解決するのではないかと思いました。

今井ガーデンについて
神戸市とシアトル両 YMCA の、半世紀に渡る交流に多大な貢献をされた今井鎮雄さん（21 年
間神戸 YMCA 総主事をされ、2014 年 11 月 93 歳で逝去）を称えるため、リニューアルオープ
ンしたウエストシアトル YMCA の一角に「今井ガーデン」が設けられ、その除幕式が７月 29
日に行われました。シアトル YMCA からボブ・ギルバート総主事、神戸 YMCA から井上真二
総主事をはじめ、我々訪問団が出席いたしました。

U Prep の先生方との夕食会

ハレル議長宅での昼食会
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ファザーリング・ジャパン関西 父子の旅

高場 政晃

みなさんこんにちは。
昨年度仕事で１年間、家族でシアトルに住んでおりました。その際トーチライト・パレードに
参加して、シアトル神戸姉妹都市協会を知り、会員になりました。帰国後こちらの会員にもな
ったので、多分唯一の両方の姉妹都市協会会員かと思います。
娘が２人おり、父親の育児を応援する NPO 法人ファザーリング・ジャパン関西（FJK）に参
加しています。FJK では、毎年父と子だけで１泊２日の旅に行っているのですが、初めて海外
への父子ツアーを企画しました。父子３組を一般募集し、スタッフは私を入れて２組、合計５
組（大人５名、小学生５名）でシアトルに旅立ちました。ちょうど期間がトーチライト・パレ
ードと同じ時期でしたので、一緒に参加させてもらえないかと、神戸まつりパレード後のパー
ティー席上八木会長やベン会長、カーリンさんに相談したところ快諾いただき、２日目と３日
目にお世話になりました。
１日目 ７月２８日（金）

伊丹空港出発 シアトル市内観光

２日目 ７月２９日（土）

家族ごとにフリータイム、Torchlight parade

３日目 ７月３０日（日）

ファーマーズマーケット、セーフィコ・フィールド

４日目 ７月３１日（月）

現地のパパたちとの交流（グリーンレイク、ベルビュー）

５日目 ８月 １日（火）

ビル＆メリンダゲイツ財団、シアトルセンター

６日目 ８月 ２日（水）

マウントレーニア ハイキング

７日目 ８月 ３日（木）

帰国

実際のパレードでは、子どもたちはバスに乗せてもらいご満悦でした。お父さん達も観衆のノ
リノリっぷりに大満足。シアトルの町の雰囲気を体感でき、普通のツアーではできない経験だ
と大喜びでした。セーフィコ・フィールドの野球観戦は土曜日の予定だったのですが、声をか
けていただき、ずっと良い席でお得だったので、お言葉に甘えることにしました。軽食やおみ
やげ、試合後のべースランニングまであり、おまけに試合はマリナーズの快勝だったので、子
どもよりむしろ大人が大興奮でした。
FJK のシアトルツアーは、みなさんに大変お世話になり、大成功でした。今後も継続すること
を検討しているので、またご縁がありましたらご一緒させていただけたら嬉しいです。ありが
とうございました。
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● 2017 年活動報告
新年会
神戸・シアトル姉妹都市 60 周年の最初の行
事として１月 29 日に神戸駅前のチサンホ
テルで新年会を開催しました。当日は 31 名
（内高校生 4 名、小学生 2 名）の参加があ
りました。当協会の法人会員であるコスト
コホールセールジャパン 神戸倉庫店の大
橋店長、啓明学院のステファン先生ご夫妻、
ゲストの神戸市国際部の山村部長からご挨
拶をいただきました。しばらく食事をして歓談の後に、参加者の自己紹介を兼ねて短いスピー
チがありました。なかなか、このように多くの方がゆっくりと集まる機会は少ないので、皆さ
まのお話は興味深いものでした。高校生の司会でビンゴゲームを行い時々英語も飛び交うなど
して盛り上がりました。また、パーティー終了後に協会の T シャツの販売を行い、協会の活動
資金にもご協力いただきました。ご出席いただいた方々の間で親睦を深めることができ、４月
の U Prep 高校生の受け入れ、５月の神戸まつり時のシアトル-神戸姉妹都市協会メンバーとの
交流、７月にシアトルを訪問しシーフェアなどの行事への参加他の姉妹都市 60 周年記念行事
へ向け良いスタートを切る事が出来ました。

シアトルの北米メディア協会メンバーとの食事会
３月 13〜15 日の間、北米メディア協会メンバー
の方々が来神されました。来神メンバーの中には
シアトルのジャーナリストの方達（テレビ局キン
グ５のニュースアンカー ローリー マツカワさん、
新聞社シアトルタイムスのサイエンスリポーター
サンディ ドゥーゴンさん、ナショナル・パブリッ
ク・ラジオのワシントン州政府支局チーフ トム
パンシーさん）３名がおられ、この３名の方との食事会に神戸市役所国際部国際課からのお誘
いで、15 日の晩、八木会長ほかボードメンバー３名が参加いたしました。市役所からは国際
課から３名、広報部広報課から２名の方が参加されました。食事会は和食のお店で、掘りごた
つの大テーブルを皆で囲う様に座り、和気相合の雰囲気中、神戸市とシアトル市の話から、日
本とアメリカの習慣の違い、ごく身近な話題までいろいろ…。楽しいひと時でした。この時の
出会いから、夏のシアトル訪問時にテレビ局の見学ツアーが実現しました。今後ともいろいろ
な方達との出会いから、協会の活動の幅も広げて行きたいと思います。
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スターバックス 神戸メリケンパーク店 オープン内覧会
4 月 21 日に、今やメリケンパークを訪れる市民
や観光客でいつも大盛況の
「神戸メリケンパーク
店」が、神戸港開港 150 年に合わせて再開発さ
れたメリケンパークに堂々とオープンしました。
そのプレオープンにご招待いただき、
内覧会に行
ってまいりました。西日本最大級、港町神戸にマ
ッチした船をイメージした二階建て、
大部分の壁
をガラス張りにし、まるで船に乗ってコーヒーを頂いているかのような店舗です。内装には六
甲山の間伐材がふんだんに使われており、トレーといった備品までも木材とコーヒーかす、プ
ラスチックを合わせ、この店舗独自の物も工夫されています。また、２階の壁面には神戸とシ
アトルのシンボルタワー等を合わせて描いた絵があり、その素晴らしい融合に繋がりを強く感
じ、思わず声をあげてしまいました。また、お店の所々にシアトルの街並みの写真も飾られて
います。店内 80 席、テラス席約 50 席、ソファー席などもあり、
神戸の景色を楽しみながらゆっくりとコーヒーを味わえる落ち
着いたお店です。港町神戸を身近に感じ、神戸とシアトルの絆
をより強く感じさせてくれる場所として、色々な場面で利用さ
せていただきたいと思います。

●今後の予定
2017 年

2018 年

10 月 ７日

神戸市シルバーカレッジ学園祭共催

11 月 19 日

神戸開港 150 周年記念「きもの new style 和遊着 show」協賛

1 月 下旬

総会・新年会

＊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。
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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（2017.4.1～2018.3.31）振込みのお願い
当協会の活動は、設立趣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。

16

平成 28 年度

会計 決 算報告書

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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

項目

金額

ホームページ代（28 年 4 月～

２３９，６７８

摘要

１５，５３１

29 年 3 月）
２８年度会費（個人）
２９年度会費（個人

１７３，０００

５５人分

３，０００

ニューズレター印刷、発送

４６，５９１

シアトル市長夕食会協会補助

３８，５６３

９月発行（250 部）

100 部

２７年度会費（法人）

２０，０００

ヴィッセル神戸

協会リーフレット作成（１回）

９，１８０

２８年度会費（法人）

６０，０００

コストコ、啓明学院

BBQ 協会補助

６，７５０

ヴィッセル神戸

新年会協会補助

４８，５００

ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟわ

Ｔシャツ協会補助

１２，４１６

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ小学校

振込みによる手数料

ひょうごボランタリー

通信費

基金

事務消耗費

２０，３７５

封筒、インクカートリッジ

神戸市ボランティア助

交通費

３０，１００

対外活動

成金

雑費

１１，９０５

寄付金

３，０００
１８，６６５

助成金

２５，０００

２０，０００

合計
差し引き残高

２６１，１００

三井住友銀行￥１７９，５８３

上記の通りＫＳＳＣＡの会計決 算を報告いたします。

会計

会計監査報告

ゆうちょ振込み手数料

１８，６８９

合計

５６２，３４３

３０１，２４３

２，５００

ゆうちょ銀行￥１２１，６６０

平成２９年３月３１日

米井良子

高見芳明

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２９年３月３１日

会計監査
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芳賀雄彦

㊞

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 .co stco .co .jp

■商品保証

■年会費保証

※一部除外有り

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）

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

⚽ 2017 年

J リーグ 試合日程

⚽

ホーム試合日程

キックオフ

対戦相手

10/21(土)

14：00

対

11/18(土)

14：00

対 サンフレッチェ広島

ヴィッセル神戸ホームページ

サガン鳥栖

http://www.vissel-kobe.co.jp

ホームスタジアム：ノエビアスタジアム神戸 http://www. noevir-stadium.jp
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和食 日本料理 すき焼き

花隈鈴江

神戸市中央区加納町４-８-17
<アクセス＞阪急三宮駅東口

050-3490-7690
営業時間
定休日

北野坂方面

徒歩５分

(空席確認・予約する)

月～日曜

11:30～14:00

17:00～23:00

日祝不定休（予約の場合は営業）

昼のサービスランチ（11:30～14:00）
お手軽御膳

１８００円

花隈御前

２８００円

ステーキ御膳

５０００円

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
T E L 0 7 8 -7 4 1 -1 5 0 1
h ttp ://w w w .k e im e i.e d .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、設立趣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 celebrate the 60th anniversary of the Kobe –Seattle Sister City relationship in 2017.
KSSCA also provides support for programs related to this anniversary.
KSSCA is looking for peole who have an interest in or connection with Seattle.
If you are interested 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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2017

神戸•シアトル
姉妹都市提携 60 周年
ボードメンバー 募
集 中！
KSSCA では
この姉妹都市協会の活動を広げていく
ボードメンバーを募集しています。
一緒に協会執行部のお仕事をしませんか？

2017 年度ボードメンバー紹介
八木絵里 吉川正一郎
横山智子 松村薫 岩井恵子
高見芳明 米井良子
中川周平 原田由貴
会計監査

芳賀雄彦

編集 広報委員 編集協力 松田高明

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://kssca.net

：神戸・シアトル姉妹都市協会
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