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神戸・シアトル姉妹都市協会設立 15 周年！  

ご挨拶  
                             
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 会長 八木  絵里  

 
神戸市側に神戸・シアトル姉妹都市協会があれば、もっともっと市民同士の草の根レベ

ルの国際交流ができるようになる !誰もが参加できる国際交流の形を両市の間に作りたい !
留学先のシアトルでボランティア活動を経験し、学校や教育機関を訪問しながら実際に多

くの人々と交流する中で強く感じた思いから、帰国後に有志を集めて実現に向けて奔走し

ていたのが、今から 15 年前でした。  
15 年間の間に、会員登録者数も 180 名を超え、法人会員として数々の企業や学校が協会

と共に歩んでくださっています。設立当時小さかった子どもたちも成長して、今では協会

の学生ボランティアとして様々な場面で積極的に活動してくれていることは、何よりも嬉

しく思っております。この姉妹都市協会が神戸で少しでも草の根の国際交流の懸け橋とな

り、よりよい共生社会のために貢献していけるように、今後も交流活動を広く展開してま

いりたいと思います。今では、SNS を使えば世界中の誰もが誰とでもいつでも友達になれ

る時代になりました。  
15 年前には考えられませんでした。それでも、姉妹都市協会の活動の中では、個人の繋

がりだけでは得ることのできない素晴らしい出会いや交流があります。今では嬉しい事

に、神戸とシアトルという枠の中だけではなく、兵庫県とワシントン州、日本とアメリカ

という活動の幅も大きく広がってきました。海外に住む方や神戸市以外の方も沢山おられ

ます。  
長年にわたって姉妹都市協会を支えてくださっている皆さま、心より感謝申し上げます。  

 
この先の未来が明るく豊かになるように、人と人とのつながりを大切に、皆さんと共に作

りあげていく交流の形を築いていきましょう。今後とも、よろしくお願いいたします！  
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神戸市社会福祉協議会より感謝状が授与されました 
 
 9 月 12 日、神戸文化ホールにおいて、

「令和元年度神戸市社会福祉大会」が開

催されました。活動による功績という事

で、神戸・シアトル姉妹都市協会が社会

福祉事業協力者の功労者顕彰を受け、

「神戸市社会福祉協議会理事長感謝状」

をいただきました。  
ありがとうございました。  
 
 今後もより良い共生社会を目指し、海

外との架け橋となって、皆さんと共にシ

アトルや米国との友好交流活動を推進

してまいりたいと思います。  
今後とも皆様のご支援、ご協力をよろし

くお願いします。  
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●協会設立 15 周年記念事業 

U Prep 高校生受入 

  
シアトルの私立学校 U Prep から高校生 9 名と先生 2 名が来られ、前半のホストファミリ

ーを当協会員が、後半を啓明学院が引き受けました。 

ここでは、当協会で実施した行事の概要を述べます。 

 

・4 月 3 日夜 出迎え 

三宮の高速バスターミナルに予定より 1 時間ほど

早く一行が到着しました。ホストファミリーの皆

さんは予定時刻に合わせて来られたので、来られ

た方から随時、紹介しウェルカムバックを渡し、

まず家族ごとに記念撮影をしました。 

そして、ほぼ全員が集まってから集合写真を撮

り、その後各ホームステイ先に向かいました。 

 

・4 月 4 日 人と防災未来センター見学 

朝 9 時にＪＲ三宮駅のホームに集合してから灘駅まで電車で

移動し、その後徒歩で人と防災未来センターまで行きまし

た。英語ボランティアの説明で約 1 時間の短縮コースで見

学しました。シアトルには阪神・淡路大震災のような大き

な地震の経験は無いので皆さん熱心に見学されました。 

 

中華レストラン 第一楼での昼食 

人と防災未来センターの見学と生田神社での参拝に、ホストファミリーの皆さんにも参

加いただいたのですが、昼食の予約をしていた第一楼の個室の収容人数の関係から、昼食

時は U Prep 一行と幹事だけとし、ホストファミリーの皆さんには再び 14 時に生田神社に

集合していただきました。 

 

生田神社参拝 

U Prep の生徒たちは 12 時に生田神社に移動しました。

当協会のボードメンバーでもある鵜川さんの着物学院の

方々に、着物の着付けをしていただきました。U Prep の

皆さん良くお似合いで、着物を着ることを大変喜んでい

ました。丁度咲き誇っている桜の下の池のほとりの舞台

で、写真撮影をしました。このころになると別のお迎え

に来られたホストファミリーの皆さんも到着し、一緒に

楽しんでいました。当協会のメンバーでもある生田神社

の阿部さんからお参りの作法を説明していただいた後、本殿に登壇して特別参拝をしまし

た。参拝の後はしばらく生田の森を散策したり、本殿前で記念撮影をしたりしました。 
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・4 月 5 日 姫路城見学 

ボランティアの「かしの木会」の曾谷さんと待ち合わせてお弁当

を食べてから見学に向かう予定でしたが、桜が満開ということも

あり混雑していたので、先に城に向かいました。それでも混雑は

予想以上で、各所で入場制限があり天守閣に登るには更に 30 分は

待たないと、と言われ、以後のスケジュールの都合もあるので登

城をあきらめました。お弁当はお城の庭で桜を見ながら食べまし

た。天気も良く桜をバックにした姫路城は大変美しく生徒たちも

喜んでいました。 

 

神戸市役所訪問 

姫路城から神戸市役所に移動して午後 4 時から寺﨑

副市長、山村室長、植松部長を表敬訪問しました。最

初にエリザベス先生と寺﨑副市長が挨拶を交わされま

した。この挨拶は市役所の方が通訳をされましたが、

以後の生徒達の自己紹介・フリートーキングは通訳な

しに英語で行われ、非常にスムーズに進みました。 

最後にプレゼントの交換をして、生徒たちには一人一人に記念品が渡されました。時間

的には 30 分程でしたが充実した内容となりました。 

 

・4 月 7 日 啓明学院高校に引き継ぎ 

ホームステイ先を啓明学院の生徒の家庭に引き継ぎました。 

 

・4 月 10 日 ヴィッセル神戸観戦 

ヴィッセル神戸のご好意とご協力により、ユニバー記

念競技場で行われたルヴァン・カップの大分戦を啓明学

院のダンク先生に引率された U Prep の一行と観戦しま

した。当日はあいにくの小雨で気温も 14℃と肌寒かっ

たのですが観衆も約 7 千人と多く盛り上がりました。  
試合前にはヴィッセル神戸の三木谷節子さんがわざわ

ざ我々の席に来ていただいて、しばし挨拶と歓談をしました。ゲームはＦＷウェリントン

の活躍もあり 2 対 0 でヴィッセルが完勝し、勝ち点 5 でＣ組の首位になりました。生徒た

ちも応援の甲斐があったと喜んでいました。 

 

・4 月 12 日 啓明学院での送別会 

13 日の帰国を前に、啓明学院の講堂

で食事を持ち寄って送別会が開催され

ました。当協会と啓明学院のホストフ

ァミリーも U Prep の生徒達を介して交

流していました。ホストファミリーの

子供たちはお別れの時を、名残惜しそ

うにしていました。 
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ホストファミリー体験について          松田ファミリ－  
 
ホストファミリーとなることが決まり、

同居する母とゲストの部屋や食事の相談、

夫と小６の娘たちとは、フリ－タイムの過

ごし方について話し合いました。滞在期間

の予定や食事は表にして、不慣れな英語は

食事中や車の中などで英会話教材を聞きま

した。よく使う会話は書き出して母と娘た

ちと繰り返し発音練習をして備えました。

紹介プロフィールを読んでイメ－ジを膨ら

ませてウエルカムボ－ドを作り到着を待ちました。 
とっても可愛い女の子「ミミ」がシアトルから来ました。ミミは、三宮から自宅へ帰る景

色を見ながら海と山がある神戸とシアトルは似ていると言いました。翌日からの予定に娘

たちと同行し、帰宅後は、携帯写真を見ながらその時々の話で盛り上がりました。この夜

、飼い犬の具合が悪くなり、動物病院に駆け込むという事態が起こりました。ミミの紹介

状では「ペットが苦手」となっていましたが、ミミも動物病院に行って犬に寄り添ってく

れました。 
４日目は奈良へ出かけ、奈良公園・東大寺・春日大社を巡り帰り

に心斎橋に寄りました。夫が運転し、車の中では色々な話をしまし

た。トランプ政権のこと、銃の規制について（度々起こる銃乱射事

件、ミミは身近に感じていました）将来の夢についてなどです。キ

ュ－トで優しいミミは、自分の考えをしっかりと持っている高校生

でした。ミミが考えている事、感じている事を娘たちにもわかりや

すく伝えました。 
啓明学院でのお別れ会でミミに再会した時には、充実した神戸滞

在が出来たのだなと感じました。また理解していたこととは違う側

面からの考え方もあることを知ったような気がします。もっと広い

視野で色々なことに興味を持ちたいと思いました。 
ミミをお迎えするまでの家族ミーティングや準備も楽しい時間でした。この様な機会を与

えていただき、大変お世話になった協会の皆様に、深く感謝いたします。
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文化を通した気持ちの共有            武藤ファミリー 
 

今回のホームステイ、我が家は４度目の受け入れとなりま

した。毎回たくさんの思い出と経験を得ることができ、感謝

しています。 

今回来てくれた Gwen は、クラシックバレエやダンスが大

好きな女の子でした。我が家の息子、娘もバレエを習ってお

り、お迎えを兼ねて一緒にバレエ教室に行き、レッスンを見

学することが度々あり、お互いにすごく良い体験となった

と思います。私としては、せっかく日本まできて、バレエ教

室の見学で大丈夫かなと心配をしたりしましたが、「教室に

よって少しずつ振り付けや教え方が違うから面白い。何時

間でもみられる」という彼女の言葉に、バレエなどの芸術、

文化は世界共通のもので、人の感動や興味は国を超えて共

有できるものだと改めて感じることができました。 

これまでのバレエを通した体験、特に彼女が得てきた喜

びや悔しさについてもオープンに話してくれて、色々とバレエを通して感じることの多い

時期だった子どもたちとリアルタイムで気持ちを共有してくれ、励ましてくれたことも忘

れがたい思い出です。また、他の生徒の受け入れ先であった友人のお誘いで、茶道、能を

体験でき、とても喜んでもらえました。我々としても、普段は通り過ぎてしまう日本固有

の文化の存在に子どもたちが気づくことのできる良い機会だったと思います。 

U prep からは、毎回思いやりのある優しい子が来てくれ、ハッピーをもらってばかりだ

な、とこれまでを振り返る受け入れとなりました。 
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ディランとの思い出        中野 ファミリー written by Kirasato 
 
僕の家にホームステイしたのは、16 歳のお兄ちゃんです。名前

はディランと言います。ディランは、とても格好よくて優しい人

です。ディランとの思い出はたくさんあるけれど、その中で一番

印象に残ったのは４月５日です。この日は午前中みんなで姫路城

にいきました。みんなとの団体行動が終わった後ずっとうなぎが

食べたいと、ディランが言っていたので、みんなでうなぎ屋さん

に行きました。ディランはうなぎ屋さんで、ずーっとうなぎを捌

く写真を撮っていて、うなぎを食べると美味しいと何度も言って

全部食べちゃいました。 

最後に、スーパー銭湯に行来ました。温泉はおじい

ちゃんと行った事があったみたいだけど電気風呂

は初めてで、入ったら「クレイジー」って言ってい

ました。「これをみんな気持ちいって言って入って

いるのだよ」って教えてあげたらもっと「クレイジ

ー」だって言っていました。そのディランの反応が

とても面白かったです。 

ディランと出会えてとてもよかったです。ディラ

ンとはまだ連絡取っていて、また冬にくるって言っ

ていたからまた会えたら良いなと思いました。 

We were hosting a student from Seattle. 

His name is Dylan who is 16 years old and he is very kind and handsome. 

We had a lot of memory but the most interesting day was this day 4/5 

This day we went to Himeji castle.                                                                                                    

And if we finish the group action Dylan said I want to eat Unagi.                                                                                                                                                                                  

So, we went to Unagi restaurant and when get into Unagi restaurant Dylan was taking picture 

of dressing and if he eats the Unagi then he said it's yummy and he ate everything.                                                                                                                                                                                                                                                            

At last we went to hot spring.                                                                                                                 

He said that he went to hot spring before with his grandpa, but he hasn't been in electric bath 

so he went into the electric bath then he said ``OH NO`` and when I said to Dylan that Japanese 

people say that this feels good then Dylan said ``it's crazy``.  

I was interesting that he said it. 

I think I met Dylan was good.  

And I still have connection to him and he will come in winter so I want 

to meet again. 
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シアトル訪問 

 
７月 24 日から８月２日まで、小学生２名、高校生２名、大学生１名、大人３名、合計８

名がシアトルを訪問し、現地にて様々な行事に参加しながらシアトル市民との交流や親睦

をはかりました。シアトルの空港ではシアトルの姉妹都市協会のカーリン・ザーグ・ブラ

ックさんと現地の神戸シアトルビジネスオフィス所長の永峰正規さんも出迎えてください

ました。  
高校生は初めてのホームステイ体験でしたが、家族の一員として温かく迎えてくれたホ

ストファミリーと過ごしながら、文化や習慣の違いを肌で感じ、多くの事を学ぶことがで

きました。大学生は以前にお世話になったホストファミリーとの再会を果たし、一緒に楽

しい時間を過ごすことが出来ました。シアトルで設立 15 周年を共に祝ってくださったベ

ンジャミン・エリクソン会長はじめ姉妹都市協会のメンバー、そして今回のシアトル訪問

でお世話になったすべての方々に心から感謝を申し上げます。         
会長 八木絵里  

 

 
〜シアトルでの主な交流活動〜  
 
７月 24 日（水）  シアトル到着  
７月 25 日（木）  兵庫県・神戸シアトルビジネスオフィス訪問  / 総領事館訪問  
７月 26 日（金）  TBD-JCCCW・KEXP ラジオ局・Bill and Melinda Gates Foundation Discovery 

Center・Amazon spheres・Japanese Cultural and Community Center 訪問  
                ピクニック・ジャズコンサート鑑賞  
７月 27 日（土）  シアトル・神戸姉妹都市協会メンバーと面会  
        シーフェア・トーチライト・パレードに参加  
７月 28 日（日）  ホストファミリーと過ごす    
        John Stanford Elementary School の先生と面会  
        アクティビティに参加  
７月 29 日（月）  ホストファミリーと過ごす  
７月 30 日（火）  Apple、Amazon Go、University District 訪問  
        University Prep の教師と面会  
７月 31 日（水）  日米協会主催 Putt Putt Golf 体験、ゴルフトーナメント  
８月  1 日（木）  University Prep 生徒と面会  
         Mopop museum 

                SKSCA 交流歓迎会  
８月  2 日（金）  シアトル出発  
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神戸シアトルビジネスオフィスを訪問  
前回のニューズレターで紹介させていただいた代表の永

峰正規さん、アシスタントデイレクターのドーンさん、同

オフェス内の兵庫県ワシントン州事務所の河知秀晃所長、

プロジェクトマネージャーのアンドリューさんにお会い

することができました。お天気も良く、窓から見えるレー

ニア山は、最高に素晴らしかっ

たです。  
神戸、兵庫、シアトルの話に花が咲き、楽しく色々

とお話をさせていただきました。神戸・シアトル姉

妹都市協会のパンフレットと神戸案内をしっかり

置いていただきました。  
 
 
KEXP Radio スタジオツアー  
あのニルヴァーナのアルバム『Never mind』を最初にオンエ

アしたことで知られるシアトルのラジオ局 KEXP 90.3FM のス

タジオツアーに行ってきました。  
イタリアのエスプレッソマシン製造会社ラ・マルゾッコ社の

北米 1 号店のカフェがあり、広々としたスペースには、テー

ブルやカウチが置かれ、コーヒーを楽しめるスペース。BGM も

KEXP。奥のガラス窓の向こうにスタジオがありました。  
ガラス張りになっているライヴスタジオを見て番組が作られる

スタジオや作業する所を見学しました。姉妹都市協会のメンバー

も一人ひとり英語で自己紹介をした後、KEXP について質問をし

ました。現在有名になっているアメリカの多くのバンドも、始め

は自分たちで CD をこのスタジオに持ってきて音楽をかけてもら

っていた時代があるそうです。CD の数は４万枚以上。古いレコ

ードもたくさんありました。コーヒーも音楽もゆっくり満喫でき

る素敵な場所でした。  
 
 
Bill and Melinda Gates Foundation Discovery Center を訪問  

マイクロソフト創業者ビル・ゲイツと妻のメリンダが、世界の様々な問

題に対しての支援活動を行っており、貧困、教育、医療などの問題につ

いての取り組み、財団の支援活動の内容を知ることができる場所です。  
小さな子どもたちにも解りやすい展示とともに IT、

化学を取り入れた体験型の空間は、世界の人々の生

活をよりよくしていくために、私たちに出来ること

は何かを考えさせられる、学びの多い素晴らしい場

所でした。  
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Amazon Spheres 訪問  
シアトルの超高層の Amazon 本社ビル「Day1」の隣に 2018 年に

出来た球体の植物園のような Amazon 社員のオフィス「スフィア」

を訪問。ユニークな外観、そして植物と人が共存するというユニ

ークなスフィアは外から見ても植物園のようですが、中に入ると

まず一面に約 200 種以上、２万 5000 株

の植物が生えている高さ約 20ｍの壁が

あり、螺旋のような通路の両側も植物で

囲まれ、滝まで流れていました。1 歩先を行く世界的企業の考え方

が「創造性」という形で表現されていました。  
 
 
Japanese Cultural and Community Center 訪問  
前回の訪問時にもお世話になった Lori Matsukawa さんに、日系人の人々の暮らしや歴史

についてお話を聞かせていただきました。今もこれから先もこの施設が日系コミュニティ

のみならず、市民にとって大切な場所であることを実感しました。ここでは、日本語指導

や空手、太鼓などの練習、日本文化の継承のたけに様々な四季のお祭り、交流活動を積極

的に行っており、図書館では日本語の本の貸し出し

や、小さな博物館もあり、日本の伝統芸術の展示な

ども行っていました。  
姉妹都市協会では、この活動を支援し、子どもたち

の交流活動を行うにあたって、子ども向けの玩具、

子どもたちの間で流行っている日本のキャラクター

文具、折り紙やお手玉、竹とんぼなどの伝承玩具な

どをお渡しさせていただきました。  
 
 
Volunteer Park でジャズコンサート鑑賞とピクニック  
シアトル・神戸姉妹都市協会のメンバーと一緒に Emi Meyer さんの素敵なジャズを聴き

ながらピクニックナイトを楽しみました。平日の夜でしたが、夕日が沈む頃には、椅子や

毛布、食べ物と飲み物を持って多くの人が集まり、芝生の上でのんびりと音楽に酔いしれ

ながらピクニックを楽しんでいました。シアトルの協会のメンバーも続々と私たちのため

に色々と準備をして集まってくれました。Emi さんの素晴らしい歌声と共に、とても楽し

い交流のひと時でした。  
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Seafair Torchlight Parade に参加  
シーフェア・トーチライト・パレードに参加しました。  

アメリカ北西部最大の夜間パレードであり、沿道には朝

から椅子やテントなどを置いて場所を確保しながら夕

刻のスタートを待つ多くの市民の姿が見られました。  
パレードはシアトルセンターを出発し、ダウンタウン

中心部を通り４ th アベニューへ向かいます。本格的な

ダンスやパフォーマンスにバンド、バルーン、パイレー

ツやピエロなどもパレードを盛り上げていました。私たちは神戸からの参加ということで、

日本らしく浴衣や法被を身に着け、Vissel Kobe から提供していただいた団扇をカートに乗

せ、沿道の観衆に手渡ししながら歩きました。沿道からは「こんにちは」「Vissel Kobe」「神

戸ビーフ」「イチロー」「KOBE」「ありがとう」など、地元の方々からたくさんの声援を受

けました。シアトル市と提携を結ぶ姉妹都市の方々が順番に並んで進んでいきました。他

の姉妹都市の方々と共にパレードを盛り上げることができ、最後には全てが一つになると

いう感動的なシーンもあり、とても良い経験が出来ました。  
パレードの間、私たちに多大なサポートをしてくださった Mark Funk さんには心より感

謝いたします。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日米協会主催 Putt Putt Golf 体験・ゴルフトーナメントに参加  

ワシントン州ベルビューNew Castle のゴルフクラブにて開催さ

れたゴルフトーナメントにシアトルの日米協会のメンバーと参

加しました。高校生と大学生は Putt Putt Golf を体験しました。

かなり本格的なコースで 18ホールを自分でパターを選んで進ん

でいくというやり方でした。みんな初体験でしたが、暑いくらい

の天候の中で、素晴らしい眺望を眼下に、楽しくプレーをさせて

いただきました。  
鵜川さんは日米協会の Karin Zaugg Black さん、Dan Black さん、お友達の Bruce Rehm さ

んと一緒にトーナメントに参加されてコースをまわり、結果はチームで優勝でした。  
アメリカとシアトルに住む人たちがゴルフというアク

ティビティを通して楽しく交流と親睦を深めることが

できました。  
 
  



 
 

12 

シアトル・神戸姉妹都市協会（SKSCA）交流歓迎会  
帰国の 1 日前、Karin Zaugg Black さんのお宅でシアトル・神戸姉妹都市協会のポットラッ

クスタイルの交流歓迎会を開いていただきました。お手製の料理やケーキ、パイなどを持

ってたくさんの懐かしいメンバーやホストファミリーはじめ、関係者の皆さんが集まりま

した。  
日米食文化交流が始まり、高校生は、折り紙やコマなどの日本文化を披露し、子どもた

ちに教えてあげるなどしながら楽しい時間を過ごしました。シアトルの子どもたちも大変

興味を持って、見様見まねで高校生に習いながら折り紙で鶴やコマなどを楽しそうに作っ

ていました。久しぶりに、歴代のボードメンバーの方が家族を連れて参加してくれたこと

も本当に嬉しい事でした。  
出会った時には独身だったメンバーも、今では結婚して

子ども 2 人のお父さん、お母さんになっていました。小学

生だった子どもも今では大学生になり、シアトルのメンバ

ーと共にこれまでの活動を振り返るとともに、子どもたち

の成長や再会を喜び合いました。  
様々な思い出話に花を咲かせながら、それぞれの歩みを語り合う素敵な交流会となりま

した。古くからの友人、新しく出会った人たちも全ての人々が、兵庫県神戸市とワシント

ン州シアトル市の関係を繋ぐ大切な存在となっています。小さかった子どもたちも同じよ

うに互いを大切に思いやる気持ちを育み、今後ますます絆を深めながら共に発展していく

ことを願いつつ、次回の再会を楽しみにしたいと思います。  
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初めてのホームステイ                    

西川 友㮈    
 
私は、まずシアトルと日本の気候の違いに驚きました。

日本は、35 度を上回っていたのに、シアトルは、23 度く

らいだったのでとても過ごしやすい気温でした。朝と夜

には上着がいりました。シアトルに行くことで、全然知

らなかったことを知れるきっかけになりました。現地の

方と話してみると、スピードが速いので聞き取れなかっ

たし、英語を話すと、発音が間違っていたり、アクセン

トをつける所が間違っていたりで相手に伝わらないこ

とがありました。でも、相手は私の英語を聞き取ろうと

していたので、私もめげずに話し続けました。学校の ALT

の先生と話す時と現地の方と話すのでは、全然違うなと

思いました。最初の 3 日間は何を話しているのかあまり

分からなくて、残りの１週間大丈夫かなと心配になりました。しかし、４日目、５日目と

日が経つにつれて、だんだん英語が聞き取れるようになっていきました。それには、とて

も嬉しかったです。 

シアトルには、有名な場所や食べ物がたくさんありました。フリーデイの時には Space 

needle、Snoqualmie Falls、動物園、水族館など色々な場所に連れて行ってもらいました。

Space needle では、シアトルの街全体を見渡すことができました。景色はとても綺麗でし

た。Snoqualmie Falls は、とても迫力がありました。日本の滝より断然こっちの方が良かっ

たです。動物園では、アメリカでしか見られない動物がたくさんいました。特に多かった

のは、熱帯ゾーンでした。日本にはいない種類のペリカンなど、見ることができて良かっ

たです。色々な観光地に連れて行ってもらえて、とても楽しい時間を過ごすことができま

した。外食をすると、日本のほぼ倍の量が出てくるので、食べきれませんでした。味はと

ても美味しかったです。特に美味しかったのは、クラムチャウダーでした。シアトルでは、

クラムチャウダーが有名なので、食べられて良かったです。Starbucks にも行きました。こ

こでも日本には無いものがありました。私は、期間限定のキャラメル味の物を飲みました。

とても美味しかったです。家で出てくる料理は、野菜がメインでした。米はあまり食べて

いないです。Host mother が作った料理の中で一番美味しかったのは、焼き鮭でした。 

 Host family が好きな社交ダンスをしました。私は、1 度も

したことがなくて最初どうしたらいいか分かりませんでし

た。しかし、Host father が「１・２・３」と言いながら優し

く教えてくれたので、少しだけ踊ることができました。初め

て踊ることができた時は、嬉しかったです。 

 私は、このホームステイを通して、日本ではできない経験

をたくさんさせて頂き、アメリカの文化を学ぶことがでま

した。そして、英語力をもっと伸ばさないといけないことに

気付くことができました。次アメリカに行く時は、今回より

もっと話せるようになりたいと思いました。 

 貴重な体験をすることができ感謝しています。協会の皆

様ありがとうございました。   
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岡田 花梨  

 私がこのホームステイに参加した理由は、英語が得意ではないので少しでも自信がつけ

ばいいなあという、すごく単純な理由でした。でも、ホームステイを通じて他にも日本と

アメリカの文化の違いを知ることが出来たり、人の温かさを感じる事ができました。特に

ホームステイ先の家族は私によく話しかけてくれて、とても親切にしてくれました。ホス

トファミリーと会話をすることで英語の話す・聞く力がすごく身に付いたと思うのでその

ことも含めすごく感謝しています。 

 シアトルについて飛行機を降りてから英語が飛び交い、車は左ハンドル、家では靴は脱

がない、庭に野生のリスが遊びに来る、シャワーは５分しか浴びることが出来ないなど、

全てのことが初めてで毎日がすごく新鮮でした。夜ご飯の後に食べるお菓子がすごく甘く

て美味しかったです。ホストファミリーに、動物園や水族館などいろんな場所に連れて行

ってもらって、シアトルを満喫することが出来ました。ショッピングが 1 番楽しかったで

す。 

 私がこの体験で 1 番強く感じたことは、言葉の壁はあっても、心が通じ合えばその壁は

乗り越えられるという事です。そして、単語が出てこなかったら他の言い方を考えたり、

相手に通じなかったらジェスチャーをして伝えるなど、積極的に話すという事が大切だと

いう事です。 

 本当にこの企画に参加できてよかったです。この貴重な体験を活かしていきたいと思い

ます。 
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シアトルの記録  
～人々との絆～     

SKSCA メンバーとの再会  

John Stanford Elementary School のかさいかよこ先生とのミーティング  
今後の新しい学校交流について話し合いました。  

 

U Prep の先生や生徒との再会  

 

Jamie Ersbak さんの Activity  
―Lake Union―  

ホストファミリーの方々との再会  
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～場所～  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

シアトルのランドマーク スペースニードルは世界で唯一

360 度回転するガラスの床がある地上約 158ｍの展望台。  
マウントレーニアも綺麗に見えていました。  

 

Amazon Go 体験と  
Amazon Shop 

 
 

University District 

 

Microsoft Store 

 

Pike Place Market 

 

Mopop Museum 体験  

Down town など  
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 ●2018 年 11 月〜2019 年 10 月の活動報告 

       

兵庫県政 150 周年記念事業 Thanksgiving and Family Day! 
～親子で学ぼう！アメリカの伝統行事～  
 
2018 年 11 月 23 日 14:00～16:00、兵庫県からの助

成金を受け、神戸市勤労会館にて国際交流イベント

を行いました。  
たくさんの親子、家族連れがイベントに参加し、参

加した子どもたちは、外国人の先生の質問に勇気を

出して英語で挨拶をし、一人ひとりがマイクを使い

自己紹介をしました。ビデオを観てサンクスギビン

グについての話を聞いて学習し、ターキーダンスや

クラフト、ビンゴゲームなどを楽しみました。  
ターキーのクラフトは、羽根の部分を画用紙で切り、一人ひとりが「感謝」をテーマに、

自分が感謝する人や物、自然の恵みなどを考えて書きました。当たり前にある身の回りの

人や物に感謝して過ごす気持ちをずっと持ち続けて欲しいと思います。出来上がったクラ

フトの紙コップ部分に綿のポンポンを入れて飛ばして遊ぶゲームでは、みんなとても積極

的にチャレンジしていました。外国人の先生や姉妹都市協会の学生ボランティア、スタッ

フも一緒になって楽しい 1 日となりました。  
参加してくださった皆さん、イベント開催に向けて協力してくださったすべての皆さん、

ありがとうございました。  
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新年会 

 

１月27日に、神戸トアロード カ

フェレストラン「E A U(オー)」
を貸し切り、平成最後の姉妹都市

協会新年会は今年も盛会に終える

事が出来ました。この時期、イン

フルエンザで欠席者もあり残念で

したが、15周年をたくさんの皆さ

んと一緒に祝福する事が出来嬉し

い限りです。 

参加してくださった皆さま、祝福のメッセージをくださった方々、本当に有難うござい

ました。おかげさまで15年間、協会の会員数も増え、年齢、国籍、職業、バックグランド

の全く違う人が集まり、共に活動を盛り上げて、兵庫県、神戸市とワシントン州、シアト

ル市の交流を深めています。あたたかい雰囲気の新年会。来賓の神戸市市長室国際課の

方々、いつもご支援いただいているスポンサーの方々からのご挨拶、生田神社からご挨拶

に駆け付けてくださった安部さん、またシアトルの姉妹都市協会のベン会長からのメッセ

ージもいただきました。特技披露タイムあり、ゲームにダンス、スライドショーを観なが

らの歓談も話は尽きませんでした。 

最後のデザートには15周年のお祝いに大きなケーキも用意して、

八木会長がケーキカットをして、参加して下さった皆さん一人一

人に取り分けて下さいました。 

神戸・シアトル姉妹都市協会は協会設立15周年を迎え、更に多く

の方々に参加して頂けるような、内容・次世代に繋ぐ活動を展開

して参ります。 
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日米草の根交流サミット兵庫・姫路大会  
 

ジョン万次郎が遭難した際に始ま

った日米交流の友情と歴史を背景に、

兵庫県・姫路市・神戸市などが協力し

て、第 29 回目となる本大会が行われ

ました。 

江戸時代の末期から明治にかけて活

躍したジョン万次郎は、もともと土

佐出身の漁師で、足摺岬沖での遭難

後に米国の捕鯨船に救助され、米国

に渡りました。さらに、捕鯨船のホイ

ットフィールド船長の養子となって

米国の大学を卒業し、日本帰国後は日米修好通商条約の締結や通訳、英語教育に尽力され

ました。このような長い歴史のある国際交流に、神戸市国際課からの依頼を受け、当協会

として参加することになりました。 

米国から総勢 100 名が来日し、6 月 27 日～30 日に、兵庫県下の 10 自治体に 10 名ずつ

分散する予定でしたが、全体参加者が大幅に減少したため、神戸には、６名・５家族が訪

問することになりました。そこで当協会では 2 家族に、ホームステイ受入れの協力をして

いただきました。 

６月 27 日には神戸国際コミュニティセンター会議室

において、神戸市シルバーカレッジの「グループわ」

の協力のもと、当協会の中川さん、高見さん、岩井さ

んの通訳や進行サポートで、書道交流会を開催しまし

た。６人とも初めての習字に興味津々で、気に入った

お手本を次々と選んで、熱心に書道体験に取り組みま

した。何回かの練習の後で、作品を仕上げると、笑顔

で写真撮影に応じておられました。 

部屋を移動しての交流会では、当協会の松田さんがパワーポイントを使って、神戸市と

協会の活動についてプレゼンを行いました。途中でパソコンがフリーズするという、トラ

ブルに見舞われましたが、草の根の国際交流に貢献している私たちの活動を PR すること

ができました。当日は梅雨の大雨警報が出ており、八木会長は職場での対応のために遅れ

て参加しました。その後、米国側の参加者一人ずつ前に出て自己紹介をしてもらい、テー

ブルごとに、ホストファミリー参加者も交えて、楽し

く懇談が行われました。最後に、全員の記念撮影をし

て、2 時間に渡る書道体験と交流会が盛会のうちに終

了しました。 
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BBQ 交流会  

 

９月29日11:00～13:00、JR朝霧駅すぐ

南側、大蔵海岸にあるBBQ会場

「ZAZAZA OKURA」に於いて、昨年に

引き続きBBQによる協会員交流会を開催

しました。 

当日は雨の予想を覆す、暑いほどの晴

天で、二階席の会場は海からの風が通

り抜け、とても気持ちが良かったで

す。参加者は大人が25名、高校生１

名、中学生２名、小学生２名、未就学

児童２名の構成で計32名となりました。家族でのご参加や、お友達同士、また５名のイン

ターナショナルゲストが招待客として参加して下さり、会員の皆さんと食べたり飲んだり

おしゃべりしたりと、生の国際交流を楽しみました。日頃はあまり顔を会わせる機会のな

い会員同士も盛んに談笑をし、交流を深めることができました。 

BBQでおなかがいっぱいになった後は、ビーチに降りてビーチ

バレイボールをしばし楽しみました。実際に久しぶりの方や、

初対面の方々とお互いに、面と向かっていっぱいお話ができ、

ずいぶん参加会員間の関係を近しく感じることができました。

また、何かのイベント企画でお会いすることがとても楽しみで

す。  
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●シアトルからのレター 
 

皆さん、こんにちは！初めまして！ 

ジェイミー アースバックと申します。シアトルに住んでいま

す。今年から新しく神戸・シアトル姉妹都市協会(K S S C A)の

メンバーになりました。どうぞよろしくお願いします！ 

  

私は六回神戸に行きました。初めは2007年でした。その時ボス

トンに住んでいました。2007年から神戸は私の大好きな日本の

町です。2017年にシアトルのS K S C Aといっしょに神戸市とシ

アトル市の姉妹都市の六十周年を祝いに行きました。K S S C A

のメンバーにたくさん会いました。人はすごくやさしかったで

すよ。だから、2018年と今年（10月）にも神戸に戻りました。

皆さんの親切をありがとうございました！ 

 

10月19日に八木さんと八木さんのご主人と一緒に淡路島に

行きました。明石海峡大橋が大好きでした。静かな町で散歩

をしました。和菓子「かじた屋」で美味しい大福餅や「林

屋」で寿司も食べました。凄く美味しかったです。その夜

は、K S S C Aの歓迎夕食会に「雲井亭」へ行きました。いっ

しょにあそびました。楽しかったです！ 

10月20日に高見さんと高見さんの友達と西宮ハーバーでヨ

ットレースをしました。楽しかったです！私はシアトルでい

つもセーリングをします。たいてい週末は

シアトルのLake Unionでセーリングのクラ

スを教えます。ボランティアの仕事です。

でも、今回は初めて日本でセーリングの経

験でした。うれしかったです。 

 

六日間神戸にいました。須磨寺にも行きました。去年が初めてでしたが、八木さんのお

かげで、小池副住職に会いました。今回は一人で京都に小池さんに会いに行きました。友

達にもたくさん会いました。一人でもいろいろな事をしました。神戸に行く時、もちろん

お好み焼きを食べたいですよ。大好きなお好み焼きのレストランは「辰味」です（神戸市

中央区旭通5-1-10）。そして、イスズベーカリーにもよく行きま

した。今年パリに行きました。でも、神戸のクロワッサンのほう

がパリのよりおいしいです。本当に！神戸市おめでとうございま

す！でも、フランス人に言わないでくださいね！ 

いつも、神戸で歩く時、リラックスできます。神戸市が大好きで

すよ。皆さん、本当にありがとうございます！もうすぐまた神戸

に戻るつもりですよ。 
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去年から八木さんと一緒にK S S C Aのニューズレターの事を話しています。 

これから、時々ここにシアトルのニュースの事を書きたいと思っています。 

今回は初めてのシアトルからのレターです。これからどうぞよろしくお願いします！ 

  

私は10月26日に日本からシアトルに帰りました。最近シアト

ルの天気は毎日晴れでも寒いです。びっくりしましたよ。珍し

いです。今高温は13℃ぐらいです。でも、朝早くランニングを

する時、3℃ぐらいですよ！冬みたいだけど、雨がふりませ

ん。面白いですね。天気のおかげで、シアトルの紅葉はすごく

きれいですよ。たくさんの人が今年の秋は一番きれい紅葉と言

っています。だから、写真をたくさんとっています。今週シア

トルのKerry Park(ケリー公園)やDiscovery Park(発見公園)に紅

葉を見に行きました。天気予報によると来週の木曜日から雨が

戻ると言っていました。でも今から木曜日まで外で散歩をした

りセーリングをしたりするつもりですよ。 

  

他のニュースは来週の火曜日(*11/５)が選挙の日です。2020年の選挙は大きい選挙だけ

ど、今年のも大切です。シアトル市議会は市議会議員が９名います。今年の選挙は市議会

議員が7人を選ぶ。私はLower Queen Anneと言う近所に住んでいます。District ７(Queen 

Anne / Magnolia / Downtown)の市議会議員Sally Bagshawが退職を決めましたから、選挙の

後新しい人がいます。昨日、メールで投票をしました。他の市議会議員の退職のおかげで

他のDistrictも新しい人がたくさん市議会議員になりたがっている。多分、来週の選挙の

日の結果は面白いと思います。 

  

では、初めてのシアトルからのレターでしたよ。

次の時まで、またね！ 

Take care! 

 

ジェイミーより 

夏にシアトルで会った、西川友㮈ちゃんと

明石で再会しました。  
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●今後の予定 

１月 新年会 １月 26 日(日) 17:30〜 場所は未定  

５月 ハイキング         ９月 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。 

*上記の予定以外にも、現在進行中の企画もございますので、お楽しみ。 

 

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。皆様のご登録お待ちしております。 

 

年会費（2019.4.1～2020.3.31）振込みのお願い 
 

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 
         コウベシアトルシマイトシキョウカイ 
＜ゆうちょ振込＞ [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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●2018 年度会計決算及び監査報告  
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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！」 
 

2019 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 2 日 土 13:00 ベガルタ仙台 ノエビアスタジアム神戸 

11 月 23 日 土・祝 13：00 セレッソ大阪 ノエビアスタジアム神戸 

12 月 7 日 土 14:00 ジュビロ磐田 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/ 
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年会費 ゴールドスターメンバー ¥4,400(税抜) 
    ビジネスメンバー    ¥3,850(税抜) 
      エグゼクティブメンバー ¥9,000(税抜) 
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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 



 

 
 
  

 
日本在住の外国人や神戸に来られている外国人の方々を対象に 

「日本の文化や日本人の日常生活」を知っていただき、相互理解を深めるために 
半日又は一日、日本の家庭を訪問するプログラムを始めました。 

 

このプログラムに関心のある会員の方は、「ホストファミリー登録のお願い」の連絡先に 

「ホームビジットプログラム希望」と書いていただき、登録をお願いいたします。 

外国の方との新しい交流の機会になりますので、皆様の参加をお待ちしています。 

 
 
 
 

 

 

 

2019 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 

              

 

 

 


