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ご挨拶 

                           

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により社会生活

が混乱をきたし、会員の皆様にも計り知れないほどの影響

がでていることと存じます。そして、今年度は我々もいつ

もと大きく違った協会の活動がスタートしました。協会の

様々なイベントや交流活動もやむなく中止を決定せざる

を得ませんでした。その際には皆さまのご理解とご協力を

賜り、心より感謝申し上げます。 

 姉妹都市協会ではコロナ禍においても、シアトルにいる

メンバーや市民の皆さんと早い時期からオンラインを使

って安全確認に始まり、状況の把握や情報の共有を行って

きました。そして、それらをホームページ、フェイスブックなど SNS 上で配信を行い、今回

のニューズレターの中でも現地からのレポートとして記事を掲載させていただきました。

現時点では、ホームステイプログラムや訪問事業などについては先の見通しがたっており

ません。しかし、人の往来が途絶えていても、やれることはあります。新型コロナウイルス

に打ち勝つためにも、今こそ国際交流を継続する意義は大きいのではないでしょうか。交流

そのものを途絶させないことが、今こういう状況の中だからこそ重要です。互いの状況や解

決策を共有することは、未来に繋がっていく大きな意味があると感じます。コロナ禍におけ

る ICTを活用した新たな国際交流の在り方、IT×国際交流の第一歩として、海外渡航が困難

な中でも学生などが主体的に国際的な視野を広げることの出来る機会を作ってまいりたい

と考えています。また、「言葉の壁」から情報に取り残されている外国人住民の方へのサポ

ートや生活相談なども積極的に行っています。少し状況が良くなれば、「Home Visit Program」

も再開できることでしょう。今後の状況の推移を見極めながら、随時必要な支援や事業を展

開してまいりたいと考えております。 

 今後もシアトルの方々と連携して交流を深めながら、共により良い方向へ向かっていけ

るように力を合わせてまいりましょう！ 

  

 最後に、この度の新型コロナウイルスの影響を受け、当協会として何が出来るかというこ

とを考えました。そして、大変な状況に置かれておられるスポンサーの皆様にコロナ禍での

状況や取り組みについてお話を伺い、ニューズレターにて発信させていただくことにいた

しました。 

メンバー全ての皆さまと一緒に、これから先の明るい未来を信じて歩みを進めてまいり

ましょう！ 

今は何より皆さまが、心身ともに健康に過ごせますよう願っております。そして、みんな

が笑顔で集まり、手と手を合わせられる日が 1日も早く来ることを楽しみにしています！ 

今後も変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

 「Stay safe!  Stay healthy!  Stay Global!!」 

 会長 八木 絵里 



3 
 

●法人会員より 

KSSCA では現在法人会員のコストコ ホールセール ジャパン様・ヴィッセル神戸様・ 

啓明学院様・雲雀丘学園様より、多大なるご協力頂いております。 

今回は初の試みとして、啓明学院様・雲雀丘学園様からは寄稿いただき、ヴィッセル神戸

様には取材をさせていただきました。 

 

啓明学院 

Keimei Gakuin and the Covid 19 Epidemic 
                          

                          Stephen Dunk 
 
2020 now seems so long, and so full of changes to the normal, that itʼs difficult to 

remember the gradual build up of the sense of threat posed by Covid 19, or Corona virus as 
we normally called it back then. This was the year that 10 students from Keimei Gakuin, 
along with two teachers, were due to travel to Seattle. We have a rotating exchange program 
with U-Prep Academy. One year they come to us and KSSCA hosts, the next year we go to 
them. This year, nobody went anywhere. 

By February, it was clear that virus cases in Japan were increasing, and without U-Prep 
saying anything directly I knew that there might be some misgivings on their part to host. By 
that time, we had already begun a series of orientations for the participating students, held 
meetings with parents, and host families had been assigned. When towards the end of 
February we made the decision to cancel, it was really sad to see how disappointed our 
students were. I had assumed that they would have guessed it was coming, but in reality they 
were still shocked. By that time the seriousness of the situation was escalating rapidly, and 
soon after the school was closed to students. 

 With students at home, teachers were forced to try new technologies that for some were 
especially challenging. If you have spent a long career teaching with a blackboard, giving 
lessons via Zoom is full of uncertainty. So many new methods had to be learned. However, 
the staff as a whole rose to the challenge, taking part in seminars and experimenting with 
technology. Two senior high school grades were already using iPads. Soon, all high school 
students could participate in lessons online, and later junior high school students could log 
on to video lessons.  
   Since the reopening of school, Keimei like other schools has followed government 
guidelines and taken the return to something like normality in stages. Safety is paramount in 
the ʻnew normalʼ with all staff and students wearing masks, regular disinfecting, and 
microphones used to aid voice projection. Camps and trips abroad have been cancelled, but 
other events continue in adapted forms. There is a determination that students should miss 
out on as little as possible. 
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啓明学院とコロナ禍 

                         ステファン・ダンク 

 

2020 年はあまりに長く、日常への変化があまりに多いため、コロナにより次々と引

き起こされた脅威感の高まりを記憶することも難しいようです。 

今年は 10名の生徒と２名の先生が、啓明学院からシアトルに行く予定でした。我々

は、U-Prep校と毎年交替で交流プログラムを持っています。彼らが、啓明と神戸シア

トル姉妹都市協会にやって来た翌年には、啓明側がシアトルに行きます。しかし、今

年は誰も行けません。 

２月までに日本でコロナが蔓延しているのは明らかで、U-Prep校は直接言ってきま

せんでしたが、ホスト側に不安があることを予感していました。その時までに、参加

生徒向けのオリエンテーションや、前回ホストファミリーを引き受けた家族との会合

を開いていました。２月末になると、交流プログラムのキャンセルを決めました。生

徒達ががっかりする様子を見るのは本当につらいものでした。生徒達はある程度予想

していましたが、現実になると大変ショックを受けていました。その時までに、事態

の深刻さは急速に増し、学校までも閉鎖になってしまいました。 

家にいる生徒達のために、先生達は新しい

技術の取得を強いられ、幾人かにとっては特に

チャレンジングでした。長い間、黒板での授業

をしてきた先生にとって、Zoom での授業は不

案内なものでした。沢山の新しい手法を学ばな

ければなりませんでした。しかし、スタッフ全

員は、セミナーに参加し、技術を学んで、取り

組みました。高校の２学年が iPad を既に使って

いましたが、直ぐに全学年がオンラインの授業に参加できるようになり、次に中学生

もビデオ授業にログインできるようになりました。 

啓明学院の再開から、他の学校同様に政府のガイドラインに従って、新ノーマルの

ステージに戻ろうとしています。新ノーマルには安全が最優先事項で、全てのスタッ

フと生徒はマスクをして、定期的な消毒や授業でマイクを使用しています。キャンプ

や海外旅行はキャンセルになりましたが、他のイベントは対応した形で続けます。

我々は、生徒達の失うものができる限り少なくなるようにする決意でいます。 
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雲雀丘学園 

コロナの年に想う 

 

                         学校法人 雲雀丘学園 

常務理事学園長 岡村 美孝 

 

雲雀丘学園は今年創立 70周年を迎えることになりました。その記念の年はコロナという

未曽有の危機に遭遇した年になりました。しかし雲雀丘学園はコロナ危機を諾々と受け入

れるということはなく、むしろ積極的に立ち向かっていこうとファイティグポーズをとっ

たと思っています。そこには学園創立者鳥井信治郎の創立の精神、「親孝行」と「やってみ

なはれ精神」が流れているように思えるのです。 

 

４月下旬のことでした。コロナ感染者は増加

の一途をたどり医療現場の崩壊が叫ばれまし

た。特に防護服の不足が医療従事者の生死にか

かわることが指摘されるようになりました。こ

れをニュースで聞いた学園・中山台幼稚園の園

長は自ら防護服づくりに取り組みますが、説明

書を見てもなかなかうまく作ることができませ

ん。そこで園長が相談したのが学園、中高の家庭

科の先生でした。先生は防護服を簡易の作る方

法を編み出し、なんとそれを動画にしたのでした。 

「これならだれにでも作れる！」それならと直ちに学園の子供たちや保護者のみなさん

に防護服の制作をお願いしました。ご家族の反応は早く翌日から学園に、防護服がつぎつぎ

と届き始めたのです。中には親子でわざわざ学園まで届けに来られる方もおられました。そ

の数何と 2000着。想定の４倍でした。防護服の包みを整理しながら添えられた手紙を読ん

で教職員は学園の家族のありがたさを改めて知りました。その中の一節を今でも覚えてい

ます。「コロナと戦うお医者さんは僕のスーパーマンです。僕も将来医師になりたい」。受け

取った防護服に添えられたメッセージを読んだ医師は、

「私も全力で子供たちをコロナから守ります。君もしっか

り勉強して正義の医者になってください。」とお礼の手紙

に書かれていました。 

防護服作りは発案から医療現場のお届けまで連休中わ

ずか２週間のスピード対応でした。「お役立ち」と「感謝」

の心が満載の２週間でもありました。 
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さてコロナは子供たちにとって一生の思い出となる学校行事までも奪ってしまいました。

運動会、文化祭、修学旅行は学校の３大行事。「何としても行ってみせる」、雲雀丘学園中高

の教職員、とりわけ校長の願いには強いものがありました。 

そして９月４日、中高の校庭には朝から高校３年生の歓声ひびきました。「エンカレフェ

ス」が開催されたのです。「エンカレッジパフォーマンス」は中高の体育大会の人気のプロ

グラムで卒業を控えた高３がダンスのクラス対抗でグランドを飛び跳ねます。これをやろ

うというのです。軽妙な司会の進行も手伝って校庭は笑いの渦に包まれました。このほか体

育館ではバレーの競技大会、校舎では各種展示会が催されました。 

私は行事を中止するのは簡単、安易な解決方法だと思います。何としてでもやり遂げるの

が教育の原点だと思います。そこには少なからずリスクが潜んでいるかもしれません。対策

を十分に講じた上で実施するなら、必ずや子供たちの将来にプラスの影響をもたらすと確

信します。 

学園創立者鳥井信治郎もこの「やってみなはれ」に拍手を送っているに違いありません。 
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ヴィッセル神戸 

取締役副社長執行役員 森井誠之氏と Zoom 対談をさせていただき、コロナ禍におけるクラ

ブの現状や取り組み、今後について話を伺いました。 

 

Q1.コロナ感染対策についてヴィッセル神

戸の HP でも挙げられていますが、特に現

状の対策や注意されている事などについ

てお聞かせください。（八木） 

 

非常に厳しい体制の中でやってきてい

ます。Jリーグで始めて感染者が出たので、

より慎重な対策を行い、Jリーグでプロト

コールを決めていく中でもヴィッセル神

戸が色々と発言をさせていただいていま

す。その中でも厳しい方向でみんなでやっていきましょう！と呼びかけています。 

Jリーグでは枠組みを決めてそこからは各チームの裁量にお任せという対策です。ヴィッ

セル神戸ではその中で一番厳しい体制をとっており、Social Distance をとってくださいとい

うお願いだけではなく確実に１ｍの距離を置くため、客席横３席分開けるために手作業で

座れないようにテープを付けていっています。どうしても盛り上がるとハイタッチをして

しまったりするのでそれらを今は避けていただくためにも対策をしています。また、Jリー

グで支給されている検温サーモグラフィーだけではなく、２月の時点で購入していたサー

モメーターも取り入れてチェックをして入場いただいています。２重３重のチェックをし

て万全な形をとっています。 

マスク着用の義務、応援禁止、ソーシャルディスタンスをとるなど、呼びかけのボードを

持って会場を巡回しています。もし、聞いていただけない場合は、イエローカードを用意し

注意喚起としてお渡ししています。他のクラブよりはかなり厳しめにやっております。 

選手に関しては、２週間に１回の PCR検査、隔週の金曜日に行っています。 

チームに帯同している人などあわせて 60名で、できるだけメンバーだけで行動することや 

ホテルで集まった時、バスに乗る際の検温など、安全性は担保されています。練習場である

いぶきの森のメディア立ち入り禁止、見学禁止、事業スタッフも行っておりません。今は、

Zoom を通して出来る形でのファン交流です。ファンクラブなどは直接触れ合うことがメイ

ンであるのですが現状としては厳しい状況が続くと思います。 

社員は２月から基本的にリモートです。オフィスには６人くらいいるくらいで、もともと

環境、装備は整っていましたので、プランニングなどはリモートで行います。 

 

Q2.コロナ感染症対策支援基金（楽天クラッチ募金）について教えてください。（八木） 

 

これは、楽天本社が行っているものです。楽天会員から「楽天カード」によるインターネ

ット募金において、新型コロナウィルス感染症対策支援のための寄付を受け付けているも
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のです。お寄せいただいた寄付金は医療機関などへの支援をはじめ感染症拡大防止への取

り組みへ活用することを目的としていますが、もともとあった募金で、これまでもクラッチ

募金を被災地へ寄付するなどを行っていました。我々は彼らのプロモーションを手助けす

るという形です。※クラッチという名前は、東北楽天イーグルスのマスコットの名前です。 

 

Q3.スポンサー協力いただいている企業に対しての対応はどのようにされましたか。（八木） 

 

年初に契約が成立してスタートしています。試合がないものは補填をしていかなくては

いけないと考えていました。スポンサーとの関係は 1 年間かけて一緒に取り組む形ではあ

りますが、このような状況で無観客の試合に看板を出しても意味がないのではないかとい

う問題をクリアしていくために、営業がクライアントにヒアリングを行いました。 

第一試合の時には、追加で広告をスタンドの中に出して露出をはかり、ネットで見ていた

だける形にしました。想定していたマーケティングができないクライアントに対してどう

補填するのかを考えました。5000 人ではなくテレビを見てくれている何万人何十万人の方

にどうやってスポンサーの告知協力ができるのかを考え、選手にも出てもらってこの期間

はずっとスポンサーの広告 PR をしてもらうということをやっていました。 

スポンサー企業のお菓子などを家族で食べてそれを SNS で紹介してもらう、そのような

事をしていくことでスポンサーとのコミュニケーション力も上がりました。 

色々なことを試行錯誤しながら、アイディアを出しています。 

 

Q4クラブの現状・抱えている問題と今後の見通しなどについてはお聞かせください。（八木） 

 

一番ダメージを受けているのはチケットです。４分の１しか入れられないというのが大

きな打撃で、それに紐付いてスタジアムで売れているグッズがオンラインだけになってい

るというのが２つ目の大きな打撃です。5000 人は満員になるがリピーターも多いので、一

般の方々が安全だね、行きたいね、というようになるまではまだ少し時間もかかりそうです。 

今年は天皇杯の優勝からスタートして、この地でサッカーをさせていただく 25年目。25

年前に震災が起こってしまった、というところからのスタートなのがこのヴィッセル神戸

であることを我々は絶対に忘れてはいけないクラブの一番根幹になっている部分です。 

25年歩ませていただく中で、海外からもビッグネームが来てスタジアムが盛り上がって、

僕らが日本の中心となり、Jリーグが衰退しないように拡大していけるよう先頭を走ってい

くよ、そういう時にヴィッセル神戸のあるこの神戸にいてよかったな、と、このクラブを誇

りに思っていただけるように補強などを行ってきました。ようやく 1 つ目の結果が出たと

きに残念ながらコロナで先行きが不安になりましたが、必ずこのコロナに打ち勝って、なん

とかして皆さんの期待に応え恩返しできるようにここからの礎を作りたいと思います。ま

たビッグネームだけではなく、若い選手たちも育ってきて、ここで育った選手の底上げを図

ってきています。ここからの 25年～長く愛されるクラブになれるよう、一つのきっかけに

となる年になるように頑張りたいと思っております。 
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Q.困難な時期ではありますが、ヴィッセル神戸が勝ち進んでいくため、チームの大きな 

作戦はありますか。（八木） 

 

チームは少ない 27 名で構成しています。ファンの方も不安があるかと思いますが、27 名

で濃密な練習と試合を行い、ボールに触れる機会も試合をこなす機会も多くなっています。 

誰が出ても強い状態を作っている最中です。交代枠が５人に増えて、その交代のポイントが

重要です。怪我をしないこと、イニエスタを疲弊させないこと、総合的に勝ち残るためにベ

ンチワークが重要です。でもご安心ください。これから必ず控えの層の厚さがポイントにな

ってきます。いきなり戦力ダウンしない状態を作っていくことです。 

 

Q.KSSCA のメンバーやヴィッセル神戸ファンにメッセージをいただけますか。（八木） 

 

「スタジアムに来てください！」と今はまだ大声では言えませんが、戻った暁には是非皆

さま、大団体でスタジアムへお越しください！それが何よりみんなや選手が待っているこ

とですし、今そのためのベースを作っておきますので、それまでは画面を通して応援とご期

待をいただき、どの土地に行っても皆さんが「神戸から来た」と言った時に「神戸といえば

ヴィッセル神戸だね」と言っていただけるような誇りを持ってもらえるようなクラブにな

るように頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします！ 

もう１つは、今 ACL アジアチャンピオンズリーグで勝ち残っている最中です。世界水準

を見てきた選手は ACL をとても重要視しています。そして彼等は世界に通じている大会の

影響力を知っています。そちらも J リーグと同じくらいのパワーをかけて取りに行きたい

という気持ちです。アジアに誇れるクラブということをコンセプトにしているので、皆様に

は海外の方々にももっと PR していただき、その方々がまた他の国の方々にも言っていただ

けることでヴィッセル神戸を誇りに思っていただければありがたいですね。 

神戸は国際都市であり、クラブの姿勢にもそれが反映できており、独自性があります。観

客席も外国人の方で埋め尽くされるようになれば嬉しいです。 

今後ともよろしくお願いします。 
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●神戸市役所国際部訪問 

コロナ禍により、当協会でもシアトルとの交

流が難しくなっていますが、９月 14日に八木

会長が神戸市国際部の丹沢課長を訪問し、国際

交流について話し合いました。 

 

八木：シアトルとの姉妹都市提携 65 周年が  

2022 年にありますが、現状はどうですか？ 

丹沢：現在、直接の国際交流は止まっています。

シアトル関係では、７月に神戸市内の会社が、

シアトル市役所に１万枚のマスクを寄付したニュースがあります。現在、他の姉妹都市を含

めて、オンラインでの交流ができないか考えているところです。 

 

八木：当協会でも、シアトル側の協会メンバーとオンラインで話し合いの場を持ちました。 

丹沢：国際課にシアトル出身のジョイさんが来てくれていて、ＨＰなどの翻訳や通訳だけで

なく、職員の英語での応対研修もしてくれています。 

 

八木：機会があればジョイさんにも会いたいです。コロナ対策の多言語対応はどうですか？ 

丹沢：神戸国際協力交流センターにワンストップの相談窓口がありますが、昨年より 11言

語に拡大して電話相談など行っています。多言語対応には限界があるので、日本語のできな

い外国人を対象に、初心者レベルの日本語教室をオンラインも使いながら開催しています。 

 

八木：米国西海岸は山火事で大変なようです。神戸のシアトル事務所はどうですか？  

丹沢： 神戸シアトルビジネスオフィスでは、シリコンバレーとのスタートアップでの交流

など、ビジネス交流を進めています。また、

新しくオレゴン州ポートランドと食の分野

などでの交流を始めています。 

 

八木：コロナ禍でも、できる範囲でシアトル

との交流や会員同士の交流を進めて行きた

いと思っています。２年後の 65 周年には、

相互に訪問が出来るようになれば良いです

ね。 
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●2019 年 10月〜2020 年１月活動報告 

シアトルクラムチャウダー 学園祭への参加 

 

昨年の 10月 13日の台風一過の秋晴れの日に、

シアトルクラムチャウダーの販売をシルバーカレ

ッジの学園祭で、今回も行いました。2014年に初

参加して今回が６年目となります。 

シルバーカレッジというのは神戸市の「しあわ

せの村」内にある、定年退職してから通う３年制

の学校で、毎年秋に学園祭が行われます。ホール

では歌や踊りの発表会、中庭ではうどん、カレー

ライス、枝豆、さつま芋等々の販売も行われます。 

国際部会というシルバーカレッジ卒業生のグループがありますが、そのグループは毎年

学園祭に参加し、中庭でミャンマーコーヒーを販売しています。クラムチャウダーの販売

はそのグループに加わって行っています。 

カレーやうどんなど、他のグループとごった返す調理室の中で割り当てられたガスコン

ロを使っての調理と、中庭での販売です。最初の頃は「クラムチャウダーってどんなも

の？」と聞く人も多かったのですが、近年は学園祭の名物となってきています。 

今回も早々に完売してしまいました。 

朝８時半に集合して午後３時に解散です。楽しい秋の一日を過ごしました。 
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新年会 

 

1 月 26 日に、三宮のヘリアンサスを

貸し切り、令和最初の新年会を開催し

ました。大人 33名、中高生２名、小学

生以下３名と幅広い年齢層が集まり、

大いに盛り上がりました。 

ヴィッセル神戸の「天皇杯優勝」のお

祝いの飾り付けとともに、松本セイラ

さんの明るく楽しい司会で幕開けとな

りました。来賓の楽天の三木谷さん、神

戸市国際部長の植松さん、啓明学院のTed 先生からも嬉しいメッセージをいただきました。 

しばらくの歓談・食事の後、昨年夏のシアトル訪問について、高校生参加者メンバーの西

川さんが、臨場感たっぷりのスライドショーによる報告をしてくれました。また、Mr.Gigo

による摩訶不思議なマジック・ショー、各テーブル対抗のゲームやバイリンガルでのパプリ

カのダンスなど、様々な趣向を全員でエンジョイできました。これも、様々なバックグラン

ドを持つ人々が集まる当協会の良いところです。お食事も店長のきめ細やかな配慮のおか

げでとても美味しく、会員同士の話も弾みました。 

昨年は設立 15周年の様々な行事があり、ホストファミリーとしてたくさんの会員の方に

協力いただきました。また、夏のシアトル訪問の際には、シアトルの市民の皆さんから温か

い歓迎を受けて心に刻まれる素晴らしい交流ができました。全ては人と人の繋がりです。心

から感謝します！シアトルは、ここ数年 IT 都市として凄い勢いで変化していますが、姉妹

都市の市民同士の絆は変わらず互いの都市に根付いていっています。この関係を大切に、次

世代に繋げていきたいと思います。 

今年はコロナの影響で海外との交流もままならなくなっていますが、市民同士の交流を

深めることは、外国との摩擦を少しでもなくしていく草の根の力にもなると信じています。 
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●ジェイミーリポート from シアトル 

皆さん、こんにちは。お元気ですか。６月のレター以降、アメリ

カとシアトルで色々な事が起こりました。これは近況報告です。 

シアトルは、長い冬でしたよ。やっと、７月に夏らしい天気

になりました。うれしかったです。先週末(９月中旬)暑すぎま

した。36〜37 度でした。2009 年からの一番高い温度でしたよ。

でも、今週は大丈夫です。21〜23度です。 

７月にコロナウイルス症例が急増してしまいました。でも、先々

週から新症例がゆっくり減っています。シアトルの公立の学校

は９月にオンラインで始まります。今年、親たちの生活は大変

だと思います。神戸ではどうですか? 

僕は車を持っていないので、いつもバスに乗ります。５月から、バスではマスクを着用す

るのが強制です。でも、まだ人 20〜30％の人がマスクを着用していません。僕は９年シア

トルのバスに乗っていますが、今危ないですからバスに乗りません。先週末、バイクのクラ

スを取って、ワシントン州のバイクの免許の試験に合格しました。ホンダのスクーターを買

うつもりです。 

６月のレターにシアトルの警察の残虐行為と制度的人種差別の抗議を書きました。 

まだ７月もよくシアトル警察の暴力を見ました。大変でした。 

 https://tinyurl.com/yxdocamn (参照) 

次のシアトル警察を信じられる時は遠い。 

先週シアトル市議会が警察の予算を減らしました。警察署長が辞任しました。ダーキン市

長は辞任しませんでした。早い市長の選挙への嘆願があります。シアトル人は怒っています。 

アメリカは、ニュースがたくさん。６月と７月ポートランド市は抗議がたくさんありました。

トランプ大統領は軍人部隊を配備しました。怖かったです。軍人はマークされていないバン

で、抗議者を不法に強制的に連れ去りました。 

11 月にアメリカの大統領の選挙があります。トランプ大統領かバイデンさんです。バイ

デンさんはオバマ大統領の副大統領でした。最近、トランプは 11月の選挙にバイデンが勝

ったら、選挙の有権者詐欺だと言います。コロナが大変なので、多分投票所は危ないです。

だから多くの人は郵便で投票するつもりです。トランプはバイデンの有権者は郵便で投票

すると思っています。最近、トランプ側の郵便局長が、郵便を遅くしました。郵便選別機と

郵便ポストをたくさん削除しました。僕は心配しています。アメリカですよ。わかりません。

アメリカの民主党の下院議員たちは郵便局長を止めてみています。 

毎日ストレスがたくさん。でも、リラックスしてみています。いい天気ですから、よく大

好きな公園に行きます。夕焼けの写真を見てください。シアトルの夏はすごくきれいですね。

最近、神戸は暑くて、蒸し暑いですね。みんなさん、水をたくさん飲んでください。 

Well, until next time! 気をつけてください！ 

Take care, Jamie 

アースバック ジェイミー 

シアトル 
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●シアトル事務所所長より 

 皆さま、こんにちは。神戸シアトルビジネスオフィス（神戸市シアトル事務所）の永峰と

申します。2018 年秋以来２回目の寄稿になりますが、今年になり様々なことが起こってい

るシアトルの状況をご報告いたします。 

 

 1月 19日にアメリカ初の新型コロナウイルス感染症（COVID

−19）患者発生がここワシントン州で報告され、２月末頃から

シアトルの生活は大きく変わりました。３月末から５月末まで

自宅待機命令、その後は全４段階の経済活動再開計画に従い経

済活動が行われています。シアトルが位置するキング群は未だ

２段階目で、飲食店の屋内席では同居人以外との食事が禁止さ

れているなど、依然制限は多い状態です。オフィスワークも可

能となりましたが在宅勤務を強く要請されている事もあり、ビ

ジネス街はまだまだ閑散としています。多くの倒産や失業者も

出ています。９月から始まった学校の新学期もオンライン授

業です。中学生の娘は、学校が提供するオンラインプラットフ

ォームや各種ビデオ会議ツールの使用、メールでの連絡などに非常に苦労しています。ビジ

ネスマン養成講座のような状態です（笑）。                          

 このように、まだまだ息苦しい生活が続いていますが、屋外でのレクリエーションやスポ

ーツは条件がありながらも可能となっており、自宅待機命令時のような閉塞感はないよう

に感じています。COVID−19前との一番の大きな違いは、屋外含め公共の場でのマスク着用

が義務付けられた事ですね。店舗や公共の建物内のマスク着用率はほぼ 100%です。公園等

の屋外では 50%かもう少し低い印象です。 

９月に入り感染者数や死亡者数は徐々に落ち着きを

見せ、長い雨シーズン前の夏の終わりを皆が楽しもうと

していた時に起こったのが山火事です。８月に発生した

カリフォルニア州のみならずオレゴン州、ワシントン州

でも各所で山火事が発生し、シアトルも 1週間ほど酷い

煙に覆われて濃霧の中のような状況が続きました。外に

出ると目や喉が痛くなる日もありました。総焼失面積

は兵庫県と岡山県の合計面積とほぼ同じ状況です。シ

アトル生まれシアトル育ちの方に伺っても、ここまで酷い状態は経験がないとの事でした。

なお、本原稿を書いている９月下旬時点では、普段であれば夏の終わりを感じ恨めしくも思

う雨の日が続いたおかげで、綺麗な空気を取り戻しています。雨に感謝です。とは言え、雨

がまだ少ないカリフォルニアでは山火事が続いており、早期の鎮火を望むばかりです。 

 

 今年も残り２ヶ月ですが、Black Lives Matter運動によるデモも依然として続き、11月に

は大統領選挙が実施されるなど激動の１年になりそうです。そのような中でも、シアトルと

神戸の素晴らしい姉妹都市関係が末長く続くよう、皆さんとともに務めて参ります。 

煙に包まれたシアトル 

閑散としたダウンタウン 
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●今後の予定 

・ハイキング：11月 22日(日) 行先・再度公園、諏訪山  

・ヴィッセル神戸試合観戦 

・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。 

 

 

ホストファミリー登録のお願い 
 

海外からのゲスト(ホームステイ)や神⼾近辺在住の外国⼈の⽅(ホームビジット)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、 
神⼾・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（2020.4.1～2021.3.31）について 
 

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。 
本来ですと、年度毎に年会費を納めて頂いておりますが、今年度はコロナの影響により思うよ
うな活動が出来ていませんので、年会費は頂かないことに致しました。 
既に今年度の会費を納めて頂いている⽅につきましては、来年度分とさせて頂きますので、ご
了承ください。 
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神⼾・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. Exchange events in Kobe for association members and guests from Seattle 

2. Support for international exchange programs 

3. News Letter publication 

KSSCA will continue to foster programs and exchanges. 

KSSCA is looking for people 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  
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楽天ヴィッセル神⼾株式会社の取締役副会⻑ 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。 

ヴィッセル神戸も天皇杯、優勝いたしました‼ 
ぜひスタジアムでの観戦もお楽しみください」 

 

2020 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 15 日 日 14:00 湘南ベルマーレ ノエビアスタジアム神戸 

11 月 18 日 水 18:00 浦和レッズ ノエビアスタジアム神戸 

 
ヴィッセル神⼾ホームページ 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) 

 



20 
 

 
  

Since 1923 

PN8Q68KL�

5B8Q28C0SJ8C�
� � ="G%"73#<&M> $!��

� � AOI8E�*1-1)/1,.+'*(1.�@9C�

�

��
	�������
H?;RF4D: �	���

�������������	���
������������������������



21 
 

 

 
この度神戸・シアトル姉妹都市協会は、ワシントン大学における日本語・日本古典文学の 
教育と研究が安定かつ充実して行われることを目的として、シアトル UW 和心会が主催す

る.日本文学イベント【桂サンシャイン オンライン落語イベント】のサポートをさせて頂

きました。日米で活躍中のカナダ人落語家、桂三輝（かつらサンシャイン）さんの選り抜き

英語落語を、ライブ配信で皆さまにお楽しみ頂きました。 

[開催日時]： 

10月 21日（水）11:00 a.m (日本時間） 

10月 20日（火） 7:00 p.m（シアトル時間） 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年度ボードメンバー紹介 
 

 

 

 
 

新ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://kobeseattle.com 
  ：神⼾・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 
              

 
 

 

Town Hall Seattle and Washin Kai Present

Washin Kai and Town Hall Seattle are pleased to welcome renowned entertainer 
Katsura Sunshine for a special performance of unique storytelling called rakugo. 
Rakugo is a 400-year-old tradition of comic storytelling in Japan.  Katsura Sunshine 
starred in the NHK World TV series “Dive into Ukiyo-e”, emceed the opening reception 
for the G20 Summit in Osaka in 2019, and has performed in an extended run of shows 
Off-Broadway.  This special English-language performance will be livestreamed from 
Tokyo.

KatsuraKatsura Sunshine was born in Toronto, Canada and began in entertainment as a 
playwright, composer and producer of musical theatre. In 2008 he became the 15th 
apprentice to the great Rakugo Master Katsura Bunshi VI (桂文枝), from whom he 
received the name Katsura Sunshine.

Washin Kai - Friends of Classical Japanese at UW
www.washinkai.info

https://asian.washington.edu/supporters 


