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              事業報告 

２００７年は、神戸市とシアトル市が姉妹都市提携を締結してから５０周年の記念の年として様々な交流事業が

行われ、当協会も協力、参加いたしました。 

以下に主な事業と、これらに参加された方々からのレポートを紹介いたします。 

※ 行事の準備や参加に追われ、レポートが遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 

（３月） 

 ・15 日 「テイストワシントン 2007」に参加 

 

（５月）                                

・12 日 神戸祭りパレードに参加  

・18 日 Seattle の訪問団来神       

・19 日 神戸・シアトル姉妹都市協会 Dinner Party （神戸側２２名、シアトル側３２名） 

・20 日 シアトルからの訪問団を観光案内 

・21 日 50 周年記念式典、レセプション 

   ※この間、ホームステイ受け入れ、Host Lunch, 観光手配、アテンド、ゲストインタビュー段取り、

交換教師 Linda Jay の教師との対面協力等を実施 

                                 

 (7 月) 

 神戸の訪問団シアトルを訪問 

・28 日 Sea Fair Parade 

・29 日 シアトル・神戸姉妹都市協会 Host Lunch―ボードメンバー宅 

     50 周年記念式典、レセプション・・・シアトル・神戸姉妹都市協会へ着物贈呈 

     50 着の着物、草履等和服贈呈 

    BIG 着物寄贈のための目録授与 

・30 日 Seattle Children’s Museum 訪問 

     日本の玩具、絵本等を寄贈       

    神戸のインターナショナルスクールの子どもたちの絵・手紙を贈る 

     市長表敬訪問 

     記念写真展オープニング 

     シアトルマリナーズ神戸 Day バーベキュー＆野球観戦 

    ※この間、ホームステイ、ボーイング社見学、メンバーとの交流活動 

（8 月） 

・29 日 「世界一 大きい着物」BIG 着物お披露目会 於：神戸市役所 

（9 月） 

・ 6 日 「世界一 大きい着物」BIG 着物お披露目会 於：神戸シルバーカレッジ 

     BIG 着物をシアトルへ輸送 

 

 

神戸・シアトル姉妹都市提携５０周年記念事業特集 
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（10 月）  

 神戸の訪問団シアトルを訪問 

・ 9 日～12 日  糸川禎彦氏一家 シアトルを訪問 

       BIG 着物の贈呈・公式行事への出席 等 

（７日～12 日 「世界一 大きい着物」BIG 着物展示 於：シアトルシティ・ホール） 

 

（11 月） 

・11 日～15 日 神戸大学 「北米ＷＥＥＫ ２００７」 写真展 

・ 
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シアトル旅行の思い出   神戸シルバーカレッジ国際 12 期生 吉川正一郎 

 

私たちは平成 19 年 7 月 22 日に神戸を出発して、シアトルで 9 泊 11 日の計画で参加しました。 

シアトルでの計画はまず、神戸市民訪問団の公式行事（SKSCA 主催）に参加することです。 

それは、シーフェアパレード、夕食レセプション、市長表敬訪問（KSSCA は代表 3 名）、神戸・シアト

ル友好歴史写真展、マリナーズ観戦（セーフコフィールド）などで、現地集合、行事が終れば各解散と       

予定通り行われました。 

以上のように後半の 3 日間は公式行事の参加に忙しかったですが、前半は各地のシアトル観光を楽しみ

ました。 

 

初日 7/23Am「神戸シアトル事務所」を表敬挨拶に伺いました。植松所長とは名刺交換、私たちのグル

ープがシアトルに来た目的を話した。昨年、シルバーカレッジ 11 期生の図書ボランティアを私たちも将

来協力していこうと考えていることを話しました。 

Pm はシアトルで有名な公営市場「パイクプレイスマーケット」を見て回った。新鮮な魚介類、安くて

おいしそうな野菜と果物、華やかにセットした花輪など沢山の人で溢れていました。 

 

 

 

 

 

 

   

2 日目 Pm 日系マナーを訪問しました。館内に入り 1 階、2 階と館内を案内説明してもらって、2 階

の大広間の部屋で入居者の皆さんに神戸から来たことを紹介してもらいました。 

私たちは各自、英語 or 日本語で自己紹介したあと、メンバー1 人のハーモニカの伴奏で 3 曲唄った（故

郷、花、ユアーマイサンシャイン）そして、ハーモニカの独奏 1 曲、職員のエレクトーンの伴奏で「赤

とんぼ」を全員で唄いました。 

その後はティータイムで各自入居者の話に聞き入った。1 世の女性は 1 人おられたが、他の人は 2 世

と思われるが日本語を思い出すように話される人もおられた。元学校の教師だった人も 3人程おられた。 

その後、時間までビンゴゲームで楽しみました。 

 

3 日目（7/25）Am 昨日の夕方 Tania（神戸の近所の英語の教師でシアトル出身・夏休みで帰省してい

る）の車を借用していたので、ホテル横のスタンド（gas）で車の整備（点検、清掃）をする。女性達は

既に出かけていたので、男性 2 人で昼前に Chittenden-Locks に行くことにした。 

 Chittenden-Locks は小型船（ヨット、モーターボート）のエ

レベーターと言われるように水位の高低を調整して船を運ぶと

ころです。また、「魚の階段」も設置されている。海から川に向

かう鮭の姿が数匹集まっているのが見えました。沢山の観光客が

来ていました。 

 その場所でグループの女性 3 人とバッタリ合流しました。彼女
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たちは公共バスで来たようです。 

「往きはヨイヨイ復りは怖い」の如く、全員車に乗りましたが帰り道で迷ってしまいました。ウロウロ

すること約 1 時間、近くの店で現在地を確認して、I-5 フリーウェーに乗れば直ぐにホテルに着きまし

た。 

全員疲れて、今晩ある Tania の紹介の Green Wood Preade の見学は中止することにする。 

16:00 過ぎからビールが切れたので、私 1 人で車でスーパー「QFC」に買い物に行った。 

ビール、ワイン、ナッツ、マンゴーの乾燥物、バナナなどで 約$43 程だった。 

夕食は女性の部屋で 17:00 頃準備すると電話で言ってきた。 

 

4 日目(７/26) 今日は Tania＆John 夫妻と Mt.Rainier National Park にドライブすることになってい

る。 

それで、借りた車の再点検とガソリンを Full にする。9:00 頃 Tania&John がホテルに迎えに来てくれ

たが、2 人だけだった。（Tania のママと愛娘は留守番することになったらしい） 

それなら車 1 台で十分（7 人乗り）で、Tania の運転で出発することになり、グループの女性たちは私

の運転でなくてヤレやれと安心していた。 

Mt.Rainier は素晴らしく輝いていた。麓のお花畑も可愛い高山植物の花が咲いていた。小さな小川に

手をつけると、とても冷たく気持ち良かった。  

その日はホームスティに女性 2 人が行くことになっている。ホストが 17;30 にホテルに迎えに来ること

になっているので、17:00

にはホテルに着きたいが、

夕方のラッシュに入り、渋

滞に合う。 

Tania があちこち電話して

くれて、18:00 に迎えに来

てもらうよう連絡がついて

ヤレやれだ。 

その日の夕食は 3 人なのでホテルのレストランで取った。リブステーキとサラダとフランスパンのセッ

トそれに生ビールとワイン 3 人で飲んで食べて、チップを含めて$100 払った。 

 

5 日目（7/27） 今日は楽しみにしていたクルージングだ。どんな船に乗るのか良く知らない。ボラン

ティアの Nathan（5 月に神戸で逢っている）が 10 時過ぎにホテルのロビーで待っていてくれた。 

横に若い女性が 1 人いた。日本語がかなり上手い。神戸から来た親善大使（スマイル神戸）の溝口智子

さんと初めて知った。Nathan の運転でシルショー湾のヨットハーバーに着いた。ヨットの持ち主の

Chris が迎えてくれた。Chris はリチャード・ギアに似た男前だ。 

しばらくすると、昨日ホームスティした 2 人も合流した。 

そして、一昨日来た

Chittenden Locks を通過

してシアトルダウンタウ

ンの北側のユニオン湖に

入った。 

素晴らしい景色だ。何とも

言えない優雅な時間を過

ごしている感じだ。夏休み
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で 1 人乗り、2 人乗りのカヤックに乗った 10 人ぐらいのグループ

も楽しんでいるようだ。 

 

ヨットには 9 人乗ったが、その中に東京の大学で勉強している通訳

のボランティアがいてくれた。 

夏休みで両親の元へ帰省しているが、9 月には東京に戻ると言っ

ていた。 

「マヤ」さんは母親が日本人、父親はアメリカ人だが、父親は再婚

者。マヤさんからアメリカ人の子供の躾と日本人の違いを熱弁してくれた。少しアメリカ女性の強さが

わかったような気がした。 

この日もホームスティに男女 1 名ずつ行くので、1 度ヨットハーバーに戻り、ビールとつまみを買い込

んで再びサンセットを見に行った。また、夜空の星も素晴らしかった。 

 

6 日目（7/28）今日はあのボーイング社の見学だ。ホテルに 9:00 に迎えに来てくれた。男性 2 人、 

Masaru Odoi と甥の Steve Odoi だ。Masaru さんはかなり高齢のようだ。あとで聞くと 85 歳だそう

だ。 

それでも、Masaru さんが車を運転して案内してくれた。少し怖い気がしたが任すしかない。 

Steve はアラスカで漁師をしていると言っていた。夏休みで叔父さんの所に遊びに来ているらしい。 

1 度ボーイング社に見学（12:00

～13:45）の予約を申し込んで、

時間までシアトルでパイオニア

的な日本人墓地など案内しても

らった。. 

 ボーイング社では入り口で荷

物（カバン、カメラ）をロッカ

ーに預けなければならず、$3 で 1Box を借りて全員の荷物を入れる。まず、最初に CM 映画、飛行機の

製作工程を見たが途中からだったのでよく理解できなかった。そして、組立工場までバス 2 台で見学者

を案内して、エレベーターで 4F に上がり機体の組み立て状況を一望できるようになっていた。 

一旦ホテルに戻り、夕方の準備をする。 

夕方からシーフェアパレードに参加することになっているので、集合時間の 17:00 に集合場所のシアト

ルセンターに早めに行った。 

沢山の参加者が集合してくる。高校生マーチングバンド、真っ赤なユニホームの台湾の女子舞踏団など 

参加者は若いグループが多いようだ。 

19:30 パレードが出発した。我々の前は台湾舞踏団、後ろは大太鼓の我々の応援団。観衆の人たちは太

鼓のリズムが好きなようで我々を笑顔と拍手で迎えてくれた。中には「こんにちは」と日本語で声をか

けてくれる人もいた。こちらも段々乗り気になってくる。10:00 時前にラスト地点に着いたが楽しいパ

レードだった。 

この後、私のホストファミリーの Frank Montgomery の車で自宅に送ってもらう。11 時過ぎ家の部屋

に案内してもらって直ぐにシャワーを浴びて寝る。 

 

7 日目（7/29）朝 7 時ごろ起床。洗面、ヒゲをそってリビングに行くと奥さんの Mary さんが台所に

立って用事をしていた。私は名前を言って挨拶する。コーヒー、トースト、メロンなどを頂く。 

Frank さんと愛犬の Thather(タッチャー)と散歩に行く。散歩から帰って薬を飲みお土産（せんべい）
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を渡して持参した私の家族の写真を紹介した。Frank さんの家族

の壁に飾ってある写真も紹介してもらう。 

 

その後、Mary さんは今日の昼食会の準備に忙しそうだ。その横で

Frank さんが新しい「お箸」5 組についているレッテルを一生懸命

洗っていたが中々ノリが取れなくて苦労していた。 

11 時過ぎ我々の仲間 4 人とボランティア通訳の女性 Iku K.Skeels

さんが訪ねて来た。 

仲間たちは Frank さんと Mary さんに名前など自己紹介して、先ほどの部屋に案内されて壁に飾ってあ

る家族（祖父母、両親、娘、ご夫妻の子供の頃）の写真を紹介された。 

最近の日本人にはない親、先祖を大切にしているのがよく分かった。多分、祖父母たちが移民して来ら

れた苦労を知っているからだろう。 

昼食はリビングで窓側の大きなテーブル（8 人掛け）の中央に大きなお皿 2 個が並んで、ご飯の上に

サーモンの焼き物を乗せたものと、細めにカットした牛肉と野菜（アスパラ、レタス）のご馳走だ。 

その後、果物（スイカ、サクランボ、メロン）Mary さんが朝から焼いていたクッキーも出てきた。 

Iku さんは日本人でシアトルに 20 年住んでいるとのこと。そのお陰で話が弾み楽しい時間だった。 

メンバーの 1 人がお礼に太極拳を披露した。 

ホテルへの帰りも IkuさんとFrankさんが車 2台で送って

くれた。「至れり尽せり」に感謝した。 

今日夕方 6:30 から (Olympic Sculpture Park) PACCAR 

Pavillion で夕食レセプションに出席するため早めにホテル

を出た。その途中に SAM シアトルアートミユージアムの入

場券をもらっていたので、少しの時間見学した。 

レセプション会場では、今回お世話になった SKSCA のボア

ンティアの人たち全員の顔を確認できた。SKSCA 会長の

Karin Zaugg さんの司会でレセプションは始まった。シアト

ル市長 GregoryJ.Nickels の歓迎の挨拶、神戸副市長の鵜崎さん、KSSCA 会長の八木絵里さんなど挨拶

が続いた。 

この 5 月神戸に来られたマークさん・マリーさん夫妻、その父親の丸山等さんともお会い出来て、図

書ボランティアの件など話した。 

帰りはタクシー組と私は Frank さん Mary さんの車でまた、にホテルまで送ってもらった。 

 

8 日目（7/30）今日は 11 時から Children’s Museum で学芸員として活躍されている三木美裕さん

にお会いして KSC 学長の今井鎭雄先生からの事付け物をお渡ししたいと思っている。 

三木さんは今井先生の教え子だそうです。 

Museum では KSSCA から日本の「子供のおもちゃ」数点をプレゼントした。 

今日はまた 16 時から City Hall で市長表敬訪問がある。KSSCA からは代表 3 名（八木、吉川、岡田） 

のみの参加です。 

その後、神戸・シアトル歴史写真も展示されていた。 
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そして、いよいよ最後のイベントの大リーグ・マリナーズの野球観戦だ。セーフコフィールドでは試

合の前にライトスタンド側で BBQ で腹ごしらえをした。西日がまだまだ暑かった。 

きょうは神戸・シアトル 50 周年を記念して鵜崎神戸副市長の始球式があり、Gregory 市長がキャッチ

ャでボールを受け取った。試合は対エンジェルスだったが「イチロウ」「城島」が活躍して 2-0 で勝っ

た。 

帰りはホテルのシャトルバスが迎えに来てくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終日（7/31）朝 5 時起床。6 時にタクシーが来るので、ホテルフロントでカード精算にサインして

「OK」 

6:10 ホテル出発。空港へ シアトル発 9:30 「シアトルの皆さん有難う」 

8/1 バンクーバー経由で予定通り無事関空に帰ってきました。関空着 15:55 

おわりに 

今回シアトルで学んだ何よりの事は「人を心から喜んで迎える」これは SKSCA のボランティアの皆

さんの誠意ある態度から学びました。また、パレードを見ていた観衆の皆さんは一瞬の時間も自分も相

手も楽しむよう人を迎える。これはアメリカの人たちの持っている素晴らしさを発見した旅でした。 

ボランティアでお世話をして頂いた皆様、心からの感謝とお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

特にお世話になった人達です。 ホストファミリーの Koryn Rolstad さん(写真がありません)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathan Eddings さん左と Chris W.Allegri さん Frank&Mary Montgomery ご夫妻    Masaru Odoi さん左と Steve,Odoi さ

ん 
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     Tania&John ご夫妻        Tish Jhonson さん右     学芸員 三木美裕さ 

 

 

 

 

姉妹提携都市シアトル訪問    

 

2007/08/12 記   KSC 国際交流コース１１期  菅田 啓子 

何気ない会話の中で、“私、マクドナルドと回転寿司とスターバックスへ行ったことがないのよ”と

言うと“へーめずらしいね”と時代遅れのように言われていましたが、今回めでたくスタバ・デビュー

しました。それも USA・ワシントン州・シアトルで１９７１年に

開業した第１号店で。ウオーターフロントのパイク・プレイスに

あるこの店の前では、常に何らかのパフォーマンスが行われ、カ

メラを構える人は後をたたず、店のうちも外も混雑しています。

たぶん私のような観光客が多いのだと納得しました。濃い目のブ

ラック・コーヒーが好きな私には、少し物足りない感じです。 

 

ついでに、回転寿司もトライしました。 

鮨をわざわざ外国で？と思われるかも知れませんが、とってもおいしかったです。特にサーモンはさす

が本場、とろりと脂ののりもよく、思わずお代わり。板場は威勢のいい日本のお兄ちゃんでした。 

 

今回の旅行は、シアトル市と神戸市姉妹提携５０周年記念行事に参加するため、現地集合の形で参加

しました。（２００７年７月２５日から８月２日まで）市役所関係者３名、神戸お祭り大使１名、高校

生グループ１２名（含先生２名）、YMCA グループ１３名、とわれわれ交流協会会員９名、KSC 国際交

流コース１２期生５名（グループ学習のフィールド・ワーク）以上の４３名が神戸市より参加しました。

交流協会員の内訳、協会代表はご家族３名で、現地在住の堤氏、他に KSC・OB のご夫婦２組そしてシ

ングル参加の私で９名です。 

 

メイン・ロードのパレード、レセプション、マリナーズ対エンジェルスのゲーム観戦（イチローの活

躍で、２：０で勝利、カッコイイ!!） 

  

長年おりがみを続けている私は今回子供たちのミュージアムに、子供の喜びそうな動きのあるおりがみ

作品をケースに入れて、多数プレゼントしました。そのときに地元のテレビ局が撮影に来ていましたが、

放映されたかどうか分りません。  
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シアトル側は受け入れ態勢ばっちりで、盛りだくさんな行事を催行し、とても充実していると感じま

した。殆どのボランティアの人たちが、何か特別なことをしているというような気配もなく、ごく自然

に、それを楽しんでいる雰囲気でもてなしてくださり、私たちもリラックスして参加できたことを感謝

しています。 

 シアトルは気候的に、夏はとても過ごしやすい街で、治安も良く、一人でも暮らせそうないい所で

す。  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界一大きな着物」神戸の風・シアトルへ 

神戸とシアトルが姉妹都市提携をして５０周年を迎える今年は、両市民の国際交流行事が盛んであ

る。春（５月）にはシアトルから７０人余りの観光客を迎えて、交流パーテー・京都観光案内・レ

セプション・ホームステー等など神戸・シアトル姉妹都市協会会員の活躍で、シアトルからのお客

様に大変喜んで頂いた。姉妹都市提携５０周年を記念して、シアトルで毎年開催される｢桜まつり｣

の時に使用される着物を、寄贈する為に広く会員に声を掛けたところ、神戸市民の方々から約５０

着の着物・帯・履物・和装小物等が寄贈された。其の時、きもの百科イトカワ社長・糸川禎彦氏よ

り「世界一大きな着物」を寄贈して頂ける事になりました。夏（７月）神戸からシアトルに４０人

余りの神戸市民が訪問した時に、シアトルで姉妹都市提携５０周年を記念してレセプションが開催

されました。その席で神戸・シアトル姉妹都市協会・八木絵里会長よりシアトルの姉妹都市協会会

長・カーリン・ザークさんへ、５０着の着物等と共に「ＢＩＧ着物」の目録をお渡し致しました。

秋（１０月）には、矢田神戸市長を始め７５人余りの神戸市民がシアトルを訪問する事になり、シ

アトルシティーホールにこの「ＢＩＧ着物」が展示され、シアトル市民の皆様にお披露目されると

云う事になっています。神戸では、「ＢＩＧ着物」をシアトルに送り出す前に、８月２９日神戸市

役所の大会議室に「ＢＩＧ着物」を広げて、プレス発表を致しました。神戸新聞・朝日・読売・毎
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日・産経・共同通信・神戸っ子出版・ＮＨＫなど等報道陣が集まり広く市民の皆様にお知らせ致し

ました。その後神戸市シルバーカレッジのカレッジホールにて一般公開をして、多くの市民の方々

の友好の気持ちを込めてシアトルに送り出す事が出来ました。「ＢＩＧ着物」のプロフィールは、

２１年前に京都の染色作家・長谷川忠義氏が糸川氏を中心とする“グループ風”の依頼を受けて、

「日本の風」をテーマに、１年半かけて神戸の再度山・神戸市街・異人館・神戸の歴史史跡をスケ

ッチして神戸大凝縮図の絵図に現在・過去・未来の観点から描かれた、手描きろうけつ染めの大振

袖です。１０ｍ（身幅）×１２ｍ（着丈）、絹羽二重着物地７５枚分、制作費はその当時６０００

万円というＢＩＧ着物には、アメリカのＮＡＳＡからスペースシャトルが未来に向かって発進して

おります。ボーイング社の工場もある米国ワシントン州シアトル市で市民の皆様に喜んで頂ける素

晴らしい記念の品と成る事と思います。 

 

シルバーカレッジ１２期生の吉川正一郎氏が、糸川氏と長谷川氏にインタビューされました。 

Ｑ１、「ＢＩＧ着物」を製作された意図は？ 

 「神戸から世界に向かって和の風を」というイベントが２１年前にあり、神戸市の後援もあって

大きなスケールで製作した。其の時の展示では、６０００人もの見学者が集まった。 

今まで当社で保管していたが、今年は神戸・シアトル姉妹都市提携５０周年で、恒久的に飾っても

らいたい為にシアトルに寄贈する事はドンピシャです。 

 

Ｑ２，シアトルのアートミュージアムに展示するにはぴったりの感じがします。 

この着物のデザインを発案されたきっかけは何ですか？ 

 神戸の全てを表現したい。過去・現在・未来に想いを走らせ、エリザベスⅡ号・カサベラなど豪

華客船が神戸港に入港した事・北野の風見鶏の館・うろこの館・ポートタワーそして神戸の花紫陽

花等を神戸らしく明るい色で表現しました。 

 

Ｑ３，この大きな着物を保存するのは大変でしょう？ 

 

 

ＢＩＧ着物は、１００％シルクで加工方法も普通の着物と同じです。桐の箱に納めて乾燥させて保

存をすれば、変色もせず１００年~２００年それ以上残る物です。 

 

Ｑ４，この着物を製作される段階で苦労された点は何ですか？ 

 何しろジャンボな着物ですから、大きさに苦労しました。製作場所に京都の妙満寺の研修講堂を

お借りして下絵を描きました。線描きの時には、大工さんの使う墨つぼが役にたちました。あおば

なの汁で下絵を描き、色付け・洗い・蒸し・ろうけつ染めを何度か繰り返して、縫製には、京都の

和裁学校の生徒５０人位で縫ったわけで、製作期間は１年半かかりました。 

この着物が、日本をアピールする為の力になれたら嬉しいです。 

 

Ｑ５，シルバーカレッジでも展示したいと考えますが、ＢＩＧ着物を飾る時の注意する事は？ 

 国際展示場の様な広い場所で着物を何かに掛ける、又は吊り下げる時は鉄の棒を両袖に通して展

示すれば、一段と華やかになります。 
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神戸・シアトル姉妹都市協会会員  芳賀 順子 
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       2008 年のＫＳＳＣＡ新年懇親会の記録       

                             2008 年 1 月 19 日 

                                 芳賀 雄彦 

 神戸シアトル姉妹都市協会が発足して約５年経ちましたが、初めての会員の集まりがこの程開

かれました。２00８年１月１９日の午後６時から、ロイン･フラワーロード本店で行はれた新年親

睦会には 1９名の会員が参加し、当初終了予定の８時半を超過し９時まで続く大変楽しい会にな

りました。 

 シルバーカレッジ 1２期生のグループリーダー吉川さんの音頭による乾杯の後、八木会長から

今までの会の歴史、特に昨年の神戸シアトル姉妹都市提携５0 周年記念事業のへの参加活動につ

いて詳しい報告がなされ、さらに将来ますますこの会を発展させたいとの強い希望と決意が表明

されました。その後八木会長からボードメンバーの紹介がありました。昨年８月にシルバーカレ

ッジ卒業生や現役の方が多数ボードメンバーに加わったのでそれ迄の５人が 1３人になったので

す。ここでボードメンバーの名前をご紹介します。従来からのボードメンバー；八木、神木、牧

田、合田､芳賀、；加わった新しいボードメンバー；菅田、吉川、猪熊､河野、梶原､松野､岡田､西

尾(以上敬称略)の皆さまです。 

 ７時頃から参加者の自己紹介がありました。シアトル市民とのパーティー、パレードへの参加、

ホームステイ、BIG 着物の贈呈､野球観戦等々、シアトルとの繋がり､思い出､将来の希望が語られ

ましたが、皆異口同音にシアトルとの人々との交流は楽しかった、これからも積極的に続けたい

と話され、会は大いに盛り上がりました。 

 今回の新年会は同じ思いの人たちが語り合い、皆でこれからもシアトルとの交流を発展させよ

うという気持ちをさらに強めた意義のある会だったと思います。 
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「神戸国際交流フェア 2008」に参加しました 

“神戸市を中心とした国際協力、交流団体の連携と協力を深め、さらに、市民の国際交流の輪を

広げる”という主旨で始まり、今年で１２回目を迎えた「神戸国際交流フェア２００８」に当協会も参

加しました。２００８年３月１５日（土）に神戸国際交流センターで行われた「語り合おう世界と神戸」

をﾃｰﾏとしたリレートークに、当協会からはシルバーカレッジ学生で昨年シアトルを訪問した吉川さ

んをリーダーとするグループがシアトル市民との交流の様子を話しました。発表者は梶原さん多く

の綺麗なスライドを使い途中クイズなどを織り交ぜながらの楽しい発表で出席者の高い関心をひ

きました。 

次の日、３月１６日（日）にはデュオ・ドームでの展示会に当協会はシアトル市民との交流の写真を

展示しました。市長をはじめとする参加者に私たちの活動を理解してもらうことが出来ました。 

２００９年の国際フェアに、当協会は実行委員として参加し、フェアを盛り上げていきたいと思って

います。 

 

 

 



      -  - 14 

年会費振込みのお願い 

 

神戸・シアトル姉妹都市協会の活動は、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、振込先などについてのお問い合わせは協会事務局までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

A Big THANK YOU To Our Corporate Sponsors! 

（順不同） 

オルカ・インターナショナル㈱ 

 http://www.orca-international.com/jp/ 
 

神戸国際協力交流センター（KICC） 

 http://www.kicc.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/ 
 

株式会社 神戸ポートピアホテル 

 http://www.portopia.co.jp/ 
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神戸－シアトル姉妹都市協会 
 

（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（姉妹都市提携

50 周年に向けた活動を予定）  

 

※ 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、会費の振込先をご連絡させていただ

きます。  

住  所                                                       

氏  名                                                       

Tel/Fax                                                      

E-Mail                                                      
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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. Newsletter 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 will celebrate the 50th anniversary of the Kobe-Seattle Sister City 

relationship in 2007. 

KSSCA will also provide support for programs related to this anniversary. 

 

KSSCA is looking for people 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 fax this form to 078-785-8205. 

 

 Name:      _____________________________________________________________ 
 

 Address: 〒 ______________________ 
 

        _____________________________________________________________ 
 

TEL: ____________________________   FAX: ____________________________ 

 

Email: _________________________________________________________________ 

 


