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ご挨拶 

                                  

 

 

 

                                                            

 

                                                        

                                                          

 

 会長  八木 絵里 

  

 昨年は、神戸市とシアトル市の姉妹都市提携 60 周年、そして神戸港とシアトル港姉妹港

提携 50 周年ということで 1 年を通して両市で様々な行事が開催されました。 

 シアトルからの訪問団の受け入れや交流親睦会、神戸

まつりでのシアトル PR ブースやパレード参加、神戸か

らの訪問団としてシアトルを訪問し、様々な分野での交

流と親睦を深めることができました。改めて、両市民の

絆の深さを感じながら過ごした 1 年でした。 

また、神戸市とシアトル市の姉妹都市関係にとどまら

ず、兵庫県とワシントン州との友好提携や日米間の国際

友好交流に寄与し、市民一人ひとりの良好な関係を築いていくことが、今後の発展的な活

動へ繋がっていくことと確信しています。 

今年は、国際交流の原点である「人と人との草の根レベルの交流」の機会を神戸で作り

たいと考えています。姉妹都市協会では年齢も住んでいる場所・バックグラウンドも違う、

小さな子どもから 80 代の方まで 100 名以上が活動しています。みんなの違った視点の融合

で、楽しい国際交流の形を作り出していきたいと考えて

います。皆さんもどんどん活動に参加してみてくださ

い！そして、来年 2019 年は、神戸・シアトル姉妹都市

設立 15 周年の記念すべき年になります。様々な行事を

企画していきますので、皆さんのアイディアやご意見も

お聞かせいただき、今後ますます発展してまいりたいと

思います。 
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●2017 年 11月〜2018 年９月活動報告 

 

着物で表現 日本の美 

 

 かつては自分で着ていた着物。

今では生活様式も変わり特別な日、

冠婚葬祭、お茶会、古都へのお出

かけでしか目にしなくなってきま

した。では、一人で着物を着られ

る人が何人おられるでしょうか。

又、タンスに眠っている着物は、

お嫁に持ってきて以来着たことも

見たこともないとおっしゃる方がほとんどです。着物にはしきたりがあり、場所によって

の着物と帯の組み合わせが異なり、沢山の小物を使って着装します。もっと簡単に、気軽

に着られたらいいのにと思います。 

 姉妹都市協会では、「着物が簡単に自由に着られたらどんなに楽しいでしょうか？」 そ

んな提案をしている NPO法人愛 loveきもの幸の会、You&有きもの着付け学院が主催する「和

遊着きものショー」を協賛し、昨年 11 月 19 日に開催されたショーのお手伝をさせていた

だきました。 

 神戸市在住の ALT の外国人先生６名がモデルになって着物体験をしていただきました。

先生方にはあえて華やかな振袖を着て日本の着物の良さをアピールして頂きました。ショ

ーでは、着物を短くしてスカートと組み合わせたり、帯の代わりにベルトを使ったり、靴

を履いて洋服感覚のきものスタイルを見せてもらい、これなら私も着られると絶賛されま

した。日本の民族衣装着物を誇りに思い、言葉は通じなくても日本の伝統工芸の詰まった

素晴らしい着物を見ていただく、着ていただく事で国際交流ができれば嬉しいです。 
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国際理解のための市民講座 

 

 2017 年は神戸とシアトルの姉妹都市提携 60 周年に当た

る年でしたので、神戸市から当協会に「市民講座」での講

演依頼がありました。そこで、12 月 16 日にボードメンバ

ーの松田高明さんが、スライド等を使いながらシアトルに

ついてお話をされました。 

 神戸は 1868年の開港以来、国際都市として発展してきま

したが、人や物の流れの中心が船から飛行機となり、また、

インターネットの普及や東京一極集中により、国際都市神

戸の役割は低下しているようです。けれども、今でも国際

学校や外国人コミュニティの活動があり、何よりも様々な国際的市民活動の存在が神戸の

強みと言えます。 

 神戸市役所北側の花時計がある公園に、1957年（60年前）にシアトルから寄贈されたト

ーテムポールがありました。しかし、老朽化が進んで倒壊の恐れが出てきたため、2015年

3月に「シアトルの森」のある森林植物園に移転し、土に返すことになりました。現在は跡

地に記念碑ができています。一方、シアトルには、神戸から「友情の鐘と鐘楼」が贈られ

ています。ここで阪神淡路大震災後、毎年 1月 17日に、シアトルの姉妹都市協会が慰霊の

ための追悼式典を開催してくれています。また、「神戸テラス」という日本庭園には、神戸

から贈った大きな灯篭もあります。神戸とシアトルはそれぞれにとって最も古い姉妹都市

ですが、一番の特徴は双方の都市に民間ボランティア団体の「姉妹都市協会」があること

です。今回の「60周年記念事業」でも、両協会が協力して、３月にシアトルから学生を受

入れ、５月にはシアトルからの訪問団を受入れて、総勢 57名で神戸まつりのパレードへの

参加や、歓迎会を開催しました。７月にはシアトルへの記念訪問団に加わり、シアトルの

シーフェアのパレードには総勢 80名が参加しました。また、日系人のための高齢者福祉施

設や地元ニュース番組のスタジオの見学、ジャ

ズのコンサートにも参加しました。 

 神戸には、国際友好親善、在住外国人の生活

支援や日本語教室、留学生への支援活動、国際

協力など多様な団体が活発に活躍しています。

我々の活動もこの一翼を担うべく益々頑張って

いきたいと、最後に当協会の PR も行いました。 

  

主催： 神戸市国際部国際課・ 神戸市教育委員会 

国際理解のための市民講座	
	

とき	 	 1 2 月 1 6 日（ 土） 1 3 時 3 0 分～1 5 時 
 

ところ    神戸国際コ ミ ュ ニティ センタ ー  

（ 神戸市中央区浜辺通 5 -1 -1 4 神戸商工貿易センタービル 2 F）  

 

「姉妹都市シアトル市を知ろう！」	

講師： 松田高明さん 

(神戸シアト ル姉妹都市協会会員、 元神戸市職員）  

今年は、神戸市とシアト ル市が姉妹都市提携をしてから 6 0 周年

になり ます。 国際都市シアト ル市の魅力と と もに神戸とのつなが

り や市民交流の歴史などお話いただきます。  

	

	

「ベトナム人のくらしと文化」	

講師： 斉藤善久さん 

(神戸大学大学院国際協力研究科准教授・ 法学博士）  

 ベト ナム国籍の市民は、 現在、 韓国・ 朝鮮籍、 中国籍に次いで市内で

３ 番目の多さ となっています。 隣人となっているベト ナム人について、

理解を深めるためのお話をいただきます。  

先生は、 日本とベト ナムの労働法の研究を専門と し 、 現地ベト ナムで

技能実習生送り出しビジネスの実態を調査した経験をもとに、 技能実習

法案に関し参議院法務委員会で参考人と して意見陳述をされました。  

 著作：『 ベト ナムの労働法と労働組合』（ 明石書店・ 2 0 0 7 年） 他 

	

	

	

神戸市では、 約１ ４ ０ カ国・ 地域、 約４ 万６ 千人の外国人市民が生活しています。 多文化共生社会の実現を

目指し 、 １ ２ 月の人権週間にあわせ、 異文化理解について学ぶ講座です。  

	

●定員： 5 0 名（ 定員を越した場合のみ抽選）  

●申込先・ お問い合わせ先／神戸市市長室国際課 

Em a il: ko ku sa i@ o f f ice.city.ko b e.lg .jp  

TEL : 0 7 8 -3 2 2 -5 0 1 0  FA X : 0 7 8 -3 2 2 -2 3 8 2  

●申込期限／平成 2 9 年 1 2 月 1 2 日（ 火）  

※申込み用紙は裏面をご覧く ださい 
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2018年新年会＆総会                               

 

 今年の新年会は、神戸・シアトル姉妹都市協会の 2018年の最初の行事として１月 28日

に三宮の旧居留地にあるイタリアンレストランの「セントラル」を借り切り、45名（内高

校生１名、中学生１名、小学生３名、幼児２名）のご参加をいただきました。今回は開催

時間を従来の昼から夕方の５時からに変更したことと、折悪しくインフルエンザが大流行

をして体調を崩す方が続出したので、参加者が集まるか心配でしたが、皆様のお蔭で今ま

でで最も多くのご出席をいただけました。    

 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

明学院のキッチン先生、雲雀丘学園の岡村学園長から一言ずつお言葉をいただき、ゲスト

の神戸市国際部の山村部長と YMCA岩井常務理事からもご挨拶をいただきました。また、新

しい試みとして国際交流を深める意味からも神戸で活動されている ALT（語学の補助教師）

2名を招待し、皆様に紹介し歓談する機会を設けました。 

 ビュッフェスタイルの食事と歓談をした後、新ボード

メンバーの松本セイラさんを中心に準備したゲームを

行い、昨年の夏に訪問したシアトルなどのアメリカのグ

ッズほかを景品としてお渡ししました。ゲームの後はみ

んなで歌を歌いダンスを踊るなどして大いに盛り上が

り、パーティーを終了することが出来ました。 

 昨年は姉妹都市提携 60周年の年で、一年を通して多く行事がありましたが、その様子を

まとめたスライドも作り大きなスクリーン２面に映し出し、みなさんに当協会の活動を観

ていただくことも出来ました。そして来年は神戸・シアトル姉妹都市協会の設立 15周年に

なります。新年会もそれにちなんだものの行事となりますので、多くの皆様のご参加お待

ちしています。 
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シアトルジャズボーカリストオーディション優勝者 ゲストライブ応援 

 

2000 年以来、毎年５月初旬に開催される新開

地音楽祭のプログラムに「神戸ジャズヴォーカル・

クイーンコンテスト」があります。 毎年そのコンテス

トの優勝者が、ジャズの本場米国・シアトルのライ

ブハウスである「ジャズアレイ」での出演権を獲得

し、地元ミュージシャンと共に公演します。 

 その企画に呼応し、ジャズでの両市間の交流を

目的として、2005年に当協会のシアトル側パートナーであるシアトル-神戸姉妹都市協会が主催す

る「シアトル-神戸 女性ジャズボーカリストオーディション」が始まりました。そのオーディション優勝

者を「神戸ジャズヴォーカル・クイーンコンテスト」にゲストとして招待いたします。 

シアトル側のオーディションには、高校生の部と 18 歳以上の大人の部があり、それぞれ一名ず

つの優勝者を決めます。そして、今年度オーディションの、高校生の部優勝者：Maia Nelson さんと、

成人の部優勝者：Alexandra Baird さんが、「神戸ジャズクイーンコンテスト」にゲスト出演するため来

日されました。 

神戸ジャズクイーンコンテストの前夜にあたる５月 11日夜に、シアトルの優勝者お二人のゲストラ

イブが、神戸北野坂のライブハウス「ソネ」で開催されました。我々協会会員他 11 名でお二人のゲ

ストライブ応援に出かけました。普段はなかなかお会いできない会員同士の親交を深めることもで

きました。また、優勝者お二人が我々応援者席にもご挨拶に来てくださり、素晴らしいジャズボーカ

ルと、はるばるシアトルから来て下さったお二人との交流を、存分に楽しめた夜でした。 
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ハイキング 

 

 協会恒例のハイキングを５月 27日に行いました。当日はお天気も良く、朝 10時に須磨

浦公園ロープウェイ乗り場に９名が集合しました。まずは徒歩登山組とらくらくロープウ

ェイ組とに分かれ、山頂駅で再度集合。そこからは全員揃って、旗振山→鉄拐山→高倉台→

離宮公園の山道ルートを歩きました。 

 途中鉄拐山の山頂からの眺めは絶景で、眼下

の街並みや淡路島まで見渡すことができ、気分

爽快です。山歩き中は木陰で涼しく感じますが、

日向に出ると日差しが眩しく、ジワっと汗をか

きました。全長 10㎞弱の道のりを、所々休憩を

入れながら進み、高倉台では途中の商店街でお

弁当を購入したりして、２時間ほど掛けて目的

地の離宮公園に到着。離宮公園では別の会員の方が待っていてくださり、一緒にお弁当を

食べました。ちょうど離宮公園では「ローズフェスティバル」が開催中で、色とりどりの

美しいバラが咲き乱れていました。食後は暫くおしゃべりを楽しんだあと、参加者全員で

記念撮影をしました。公園内の大きな噴水の前で、水が吹き上がるタイミングを見計らっ

ての撮影です。今回も新しい会員さんが参加してくださり、親睦を深める事が出来きた楽

しいハイキングでした。 
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BBQ 交流会 

                                 

 ９月 16日に JR朝霧駅近くにある

ブリッジテラス大蔵海岸で 2年ぶり

に BBQ交流会を開催しました。当初

は前回並みの 30名規模を予定して

いたのですが台風、雨続きの天候な

どでスケジュールが変更になる方

が多く今回は 21名（小学生 2名、

未就学児 1名含む）の参加となりま

した。少し淋しいかなと思っていま

したが、新しく２ファミリーとシア

トル出身で神戸にて ALT（語学の補助教師）をされているマディ・フィリップさん、更に休

会されていた元メンバーの方にも久しぶりに参加いただき、時間を忘れるほど盛り上がり

で、実のある国際交流もできました。途中、参加者の方が持参されたコーヒーセットで美

味しいコーヒーを淹れ、みなさんに振る舞ってくださいました。 

当日は事前の天気予報とは異なり晴れ上がって夏のような日差しになりバーベキューに

は少し暑いほどでした。台風 21号にもかかわらずバーベキューの会場の損傷はなく海岸も

綺麗に清掃されていましたので、バーベキュー後は散策し、記念撮影も出来ました。 

当協会の一つの特色である幅広いメンバー構成を反映して、バーベキューの参加者も未

就学児から最年長は 82歳の方まで、老若男女が自然に楽しんでおられました。 

また、11月 23日に三ノ宮で開催するサンクスギビングデイの催し物で、中心的に活動い

ただく３ファミリーも参加されていたので、キックオフの良い機会にもなりました。  
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● 神戸市シアトル事務所新所長 

 

                                  永峰 正規 

 みなさま、始めまして。この度、神戸市シアトル

事務所に赴任いたしました永峰正規と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 シアトルどころか海外に赴任するのは初めての経

験になります。初めてシアトルに降り立ったのは前

任者からの引き継ぎのために訪れた今年の３月にな

ります。第一印象は、街並みが美しく、緑が多く、

時間の流れが穏やかな街だなと感じました。神戸と

姉妹都市であることに納得をしました。余談になり

ますが、シアトルで知り合った日本のご婦人が地元である高砂に一時帰国された際、関西

国際空港からバスで神戸に向かわれたそうです。車中でウトウトして目が覚めて外の景色

を見た際に「あれ、私はシアトルから日本に来たはずなのになぜ今シアトルにいるのだろ

う？」と思われたそうです。阪神高速から見た神戸の景色がシアトルと非常に似ていたの

ですね。そのお話をお伺いし、それ程までに雰囲気が似た街なのだと感じました。 

 また、シアトルの方々には、日本・神戸に非常に親しみを持って頂いていると感じてお

ります。これも、神戸・シアトル姉妹都市協会の皆さまをはじめとするこれまでの交流が

深く根付いているからだと思います。 

 シアトルに来て皆さんに言われるのは、「良い季節に赴任して来られましたね」「雨の季

節は長いですよ」という事です。長い雨の季節にコーヒーを飲んで気を紛らしていたので、

シアトルはスターバックスを代表するコーヒーの街になったとも伺いました。秋から訪れ

る長い雨の季節がどれ程のものなのだろうかと、今は楽しみにしております。 

 赴任期間中には、仕事もシアトルでの生活も楽しみながら、神戸とシアトルの交流に貢

献をしていきたいと思います。みなさま、今後ともよろしくお願いいたします。  
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● 今後の予定 

 

2018年 11月 23日 Thanksgiving and Family Day! （親子で学ぶ米国伝統行事） 

＊ 神戸市勤労会館２F 多目的ホール 14時〜16 時 

英語を交えて、楽しく遊びましょう！ 

2019年  1月下旬   総会・新年会 

 ４月    U Prep学生受入れ（ホストファミリー募集いたします！） 

 ５月    会員親睦ハイキング 

 ６月下旬  日米草の根交流サミット兵庫・姫路大会 神戸受入れ 

 ７月下旬  神戸・シアトル姉妹都市協会設立 15周年記念 シアトル訪問 

 ９月    会員親睦 BBQ交流会 

 

＊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。 

 

 

 

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、 

神戸・シアトル姉妹都市協会新ホームページ http://kobeseattle.com の 

「お問い合せ」Contact us へご連絡ください。 

「ホストファミリー登録」に必要な、①氏名・年齢（代表者だけで結構です） ②住所 ③家族

構成（性別・年齢） ④最寄り駅 ⑤その他希望事項（受け入れ条件などの希望）などをお聞き

する為、こちらからご連絡差し上げます。皆様の登録をお待ちしています。 
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年会費（2018.4.1～2019.3.31）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。 

◆ 個人会員                         ３，０００円/１口〜   

◆ 学生会員（高校・大学・専門学校等に在籍するもの）     １，０００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 

    

<郵便振込> [00970-6-154424]  神戸・シアトル姉妹都市協会  

 

＊振り込み手数料は個人負担でお願い致します。      

但し、協会専用の「振込票」をご利用の場合は、振込手数料は会で負担致します。 
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　　2017年度　会計決算報告書 2017年4月1日～2018年3月31日

　 （単位：円）

項目 金額 摘要 項目 金額 摘要

前年度より繰越 301,243

会費（個人） 232,000 ホームページ代 18,264 (2017年4月～2018年3月)

ニューズレター

印刷、発送
49,896 10月発行（300部）

会費（法人） 60,000 ヴィッセル神戸
協会リーフレット

作成（１回）
7,668 70部

コストコ、啓明学院 UPrep受け入れ 47,592

シアトル訪問団受入参加

費
155,750

ｼｱﾄﾙﾌｪ ｱｰ、神戸まつり参

加、歓迎会
シアトル訪問団受入 199,533

ｼｱﾄﾙﾌｪｱｰ、神戸まつり参加、

歓迎会

シアトル訪問 124,898 記念品、輸送料等

着物ショー協賛 20,108

交流事業参加費 138,250 新年会 交流事業 150,500 新年会

Ｔシャツ作成 50,600

寄付金 75,500 一般寄付 振込み手数料 2,970 ゆうちょ振込み手数料

21,000 Tシャツ買い上げ寄付 通信費 25,552

事務消耗費 41,113
封筒、

インクカートリッジ

助成金 25,000
ひょうごボランタリー基

金
交通費 25,280 学校訪問等対外活動

20,000
神戸市ボランティア助成

金

94,228
神戸国際協力交流

センター

今年度合計 821,728 今年度合計 763,974

差し引き残高 57,754

次年度繰越 358,997 　　ゆうちょ銀行　￥274,088　　三井住友銀行　￥84,909

　上記の通りKSSCAの会計決算を報告いたします。 2018年3月31日

　　　　　　　　　会計　　　　　岩井恵子　　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、上記の通り相異ないことを認めます。

2018年3月31日

　　　　　　　　　会計監査　　芳賀雄彦 　　　　　㊞

収入の部 支出の部
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楽天ヴィッセル神戸株式会社の取締役副会長 三木谷研一様からのメッセージです。 

「神戸・シアトル姉妹都市協会のご活動をヴィッセルとしても応援しています。 

米国というと 4 大スポーツがクローズアップされますが、 

シアトルではサウンダーズというプロサッカーチームが人気を博しています。 

ヴィッセルもタイトル・ACL 出場を目指して頑張っておりますので、 

ぜひスタジアムでの観戦もお楽しみください！」 

 

2018 J リーグ 試合日程 

試合日 曜日 キックオフ時間 対戦相手 場所 

11 月 10 日 土 14:00 サガン鳥栖 ノエビアスタジアム神戸 

12 月 1 日 土 14:00 ベガルタ仙台 ノエビアスタジアム神戸 

 

ヴィッセル神戸ホームページ https://www.vissel-kobe.co.jp/ 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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	  

 

https://www.vissel-kobe.co.jp/
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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   

雲雀丘学園は、創立の精神「孝道」のもと、 

「人間教育の充実」と「学力の向上」を 

両立させた関西を代表する一流の学園をめざします。 
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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 

   申込み・問合せ       ホームページからお願いします。   

新ホームページ       http://kobeseattle.com 

 

【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 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 

②  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。 

③  会報誌の発行 

 

【年会費】 

◆ 個人会員                         ３，０００円/１口〜   

◆ 学生会員（高校・大学・専門学校等に在籍するもの）     １，０００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、 

当協会ホームページ http://kobeseattle.com からお願いします。 

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. Support for international exchange programs 

2. Exchange events in Kobe for association members and guests from Seattle 

3. News Letter publication 

 

KSSCA will continue to foster programs and exchanges. 

 

KSSCA is looking for peole who have an interest in or connection with Seattle. 

Please see our homepage：http://kobeseattle.com to join KSSCA. 

 

If you are interested in participating in the KSSCA, please join us ! 

 

Annual membership fee    

Individual :                              ¥ 3,000          

High school or college Student :           ¥ 1,000  

Corporate :                             ¥ 20,000 

 

 



西日本豪雨の被災地支援 

 

  2018 年 6 月末から 7 月の初めにかけて、西日本を中心に記録的な豪雨によって甚大な被害

を受けました。被害で亡くなられた方々へのご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた

方々に対し、謹んでお悔やみ申し上げます。 

神戸・シアトル姉妹都市協会では、西日本豪雨の被災地後方支援として、浸水被害を受けた

家の中の泥かきや清掃作業に必要なタオルや雑巾、その他の救援物資の寄付を募りました。

阪神・淡路大震災のボランティア経験からも、必要な場所に手に届く支援をすることが大切

という思いがあり、神戸市垂水区の「ひとまちサポート」の現地入りされるボランティアと、

岡山県高梁市の社会福祉協議会へ物資を届けました。市内外の協会の会員の皆さんやそこか

ら繋がるたくさんの方々の思いによって本当に多くの救援物資が私のもとに届きました。短

期間の間にも関わらず、段ボール箱にして約 30 箱以上にもなりました！「すぐに現地に飛ん

でいきたいけれど行くことができない！」「何かできる

ことがあれば！」という皆さんのお気持ちと共に市民の

皆さんへ届けられました。 

 ご協力いただきました皆さま、有難うございました。

3 か月が過ぎましたが、復旧作業は続いています。力を

合わせて、我々にできる事から行動していきましょう！ 

 

 

 

 

 

2018年度ボードメンバー紹介 

 

 

 

 
 

新ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://kobeseattle.com 

  ：神戸・シアトル姉妹都市協会 

会計監査  芳賀雄彦 

編集 松村薫 

 

八木絵里 横山智子 松村薫 岩井恵子 

高見芳明 中川周平 原田由貴 松田高明＊ 

松本セイラ＊ 鵜川有＊ 今井芳男＊ 

             (＊は、新メンバー) 

 

 

 


