
財団法人水戸市国際交流協会

平成22年11月11日（木）－18日（木）

第29回
国際親善姉妹都市アナハイム市親善訪問

及びアメリカ文化・行政視察団
報　告　書



目　　次

団長あいさつ………………………………………………………………1

団員名簿……………………………………………………………………2

日程表………………………………………………………………………3

経路図………………………………………………………………………4

行動の記録…………………………………………………………………6

団員報告書……………………………………………………………… 16

資料編

（1）水戸市とアナハイム市の交流 ……………………………… 51

（2）訪問団員募集要項 ……………………………………………… 54



－ 1－

団長あいさつ

水戸市議会議員　福島　辰三

　第 29回国際親善姉妹都市アナハイム市親善訪問及びアメリカ行政・文化視察団の団長としてア

ナハイム市等を訪問し、団員の皆様とともに友好親善交流の大役を果たし、無事帰水できましたこ

とに深く御礼申し上げます。

　アナハイム市への訪問では市長、市議会議員や姉妹都市委員会の皆様及び市民の皆様から温かい

歓迎を受けました。さらには、有意義な交流の場を持つことができたことなど、国際友好親善の実

をあげることができました。ここで改めて関係者の皆様に対し、厚く御礼申し上げる次第です。

　アナハイム市滞在中には、市議会本会議場にてスクリーンの大画面で都市計画等の説明を受け、

コンベンションセンターなどの施設の規模、機能、運営組織について具体的に視察しました。これ

らの視察を通じて、アナハイム市が総合行政の推進に取り組む姿勢に接し、大いに学ぶものがある

と感じました。今回の視察を通して、実際に異文化の地に赴き、異なる価値観や考え方を持つ人た

ちと触れ合い、語り合うことで、人類共通な考え方や、そこに住む人々の思いを肌で感じ、理解す

ることも実感いたしました。

　相互信頼と友好親善、そして発展著しい都市の姿を視察するなど、所期の目的を達成して無事帰

国することができ、ひとえに団員皆様の御協力の賜物と深く感謝申し上げます。今回の訪問に際し

て御尽力いただきました両市の多くの関係者の皆様方に深く敬意を表しますとともに、今後共親善

友好の絆がより一層強く、深くなることを願い、親善訪問団団員の皆様のますますの御健勝、御活

躍を御祈念申し上げまして御挨拶とさせていただきます。
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団　員　名　簿
（順不同・敬称略）

No. 役職等 氏　　名 性別 備　　考

1 団　長 福　島　辰　三 男 水戸市議会議員

2 団　員 石　井　順　子 女

3 団　員 石　井　信　明 男

4 団　員 石　川　浩　史 男

5 団　員 岩　本　哲　朗 男

6 団　員 宇　野　政　博 男

7 団　員 大　足　昌　史 男

8 団　員 大和田　裕　之 男

9 団　員 押　切　康　幸 男

10 団　員 桂　木　功　雄 男

11 団　員 川　﨑　綾　子 女 同行：川﨑水葵

12 団　員 坂　田　雅　之 男

13 団　員 田　山　恭　司 男

14 団　員 富　田　幸　一 男

15 団　員 永　井　信　子 女

16 団　員 袴　塚　　敦　 男

17 団　員 本　田　勝　則 男

18 団　員 松　本　伸　章 男

19 団　員 山　口　孝　宏 男

20 団　員 渡　邊　庸　弘 男

21 団　員 小松﨑　常　則 男 水戸市議会議員

22 団　員 内　藤　丈　男 男 水戸市議会議員

23 団　員 村　田　進　洋 男 水戸市議会議員

24 団　員 川　﨑　篤　之 男 水戸市議会議員

25 団　員 安　藏　　栄　 男 水戸市議会議員

26 団　員 飯　田　正　美 男 水戸市議会議員

27 団　員 田　尻　　充　 男 水戸市市長公室長

28 随行員 三　宅　陽　子 女 水戸市議会事務局議事課議事係長

29 随行員 王　　　偉　亜 男 水戸市国際交流協会事務局長

30 随行員 川　上　亜希子 女 水戸市国際交流協会

31 添乗員 松　井　きよみ 女 （株）JTB関東
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【日　程　表】
日次 月日（曜） 地　名　（現地時間） 交通機関 行　　　　　　　程

１
11/11
（木）

水戸市役所発（11:45）
東京（成田）発（16:35）

専用バス
AA170便

・・・・・国際日付変更線通過・・・・・

ロサンゼルス着（08:30）

アナハイム

専用バス

専用バス

着後：ロサンゼルス市内視察
・コダックシアター
・チャイニーズシアター
アナハイムへ移動
・ ディズニーカリフォルニアアドベン
チャー視察

〈アナハイム泊〉

２
11/12
（金）

アナハイム 専用バス アナハイム市内視察
・ アナハイム市役所（庁舎、議場、ミ
トスクウェア）

・サイブロン口腔歯科医訓練センター
・ エンゼル・スタジアム（歓迎レセプ
ション）

・コンベンションセンター
・ホンダセンター

〈アナハイム泊〉

３
11/13
（土）

アナハイム発（05:45）
ロサンゼルス発（08:30）
オーランド着（15:45）

専用バス
AA244便
専用バス

空路：オーランドへ
着後、ホテルへ

〈オーランド泊〉

４
11/14
（日）

オーランド 専用バス オーランド市内エプコットセンター視察
〈オーランド泊〉

５
11/15
（月）

オーランド（09:00）
オーランド発（11:50）
マイアミ着（12:45）

専用バス
AA1593便
専用バス

空港へ

着後：マイアミ市内視察
・ベイサイド・マーケットプレイス
・高級住宅街コーラルゲーブルズ
・ビルトモアホテル
・ココナッツグローブ
・サウスビーチ・アールデコ地区

〈マイアミ泊〉

6
11/16
（火）

マイアミ、キーウェスト 専用バス マイアミ、キーウェスト市内視察
・フロリダキーズ
・セブンマイルブリッジ
・ヘミングウェイの家
・サザンモストポイント
　（アメリカ最南端）

〈マイアミ泊〉

7
11/17
（水）

マイアミ（05:00）
マイアミ発（07:25）
シカゴ着（09:30）
シカゴ発（11:15）

専用バス
AA643便

AA153便

空港へ
シカゴ空港にて乗り継ぎ
成田空港へ

〈機中泊〉

８
11/18
（木）

東京（成田）着（15:15）
水戸市役所着（20:00） 専用バス

着後、通関
陸路、水戸へ。着後、解散

注）ＡＡ：アメリカン航空
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【経路図】

【宿泊先】
アナハイム：SHERATON PARK HOTEL AT THE ANAHEIM RESORT
　　　　　　（シェラトン パークホテル アット ザ アナハイム リゾート）

オーランド：HILTON ORLAND RESORT LAKE BUENA VISTA
　　　　　　（ヒルトン オーランド リゾート レイク ブエナビスタ）

マイアミ　：MIAMI BEACH RESORT & SPA
　　　　　　（マイアミ ビーチ リゾート &スパ）

東京（成田）へ

カリフォルニア州

フ
ロ
リ
ダ
州

ロサンゼルス

オーランドオーランド

シカゴ

マイアミマイアミ

アナハイム



行動の記録

アナハイム・コンベンションセンター
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第１日目　11月11日（木） 
水戸  ⇒  ロサンゼルス  ⇒  アナハイム

（主な行程）

11:30　　水戸市役所集合

11:45　　水戸市役所出発（専用バス）

14:00　　成田空港着

16:35　　成田空港離陸（AA170便）

 国際日付変更線通過 

  8:30　　ロサンゼルス空港着

10:30　　ロサンゼルス空港出発（専用バス）

11:00～12:00　　昼食（中華）

12:55～13:30　　コダックシアター、

　　　　　　　   チャイニーズシアター見学

14:45　　ホテル（アナハイム）着

18:00～19:00　　夕食

19:30　　ホテル出発

20:00　　カリフォルニア・アドベンチャー着

21:15～21:45　　World of Color 

22:30　　ホテル着

　平成22年度（第29回）国際親善姉妹都市ア

ナハイム市親善訪問団及びアメリカ行政・文

化視察団は、平成22年10月29日（金）に水戸

市国際交流センターにおいて結団式を行い、

11月11日（木）に出発の日を迎えた。

　出発の日は、少し肌寒いものの晴天に恵ま

れ、11時30分に団長の福島議員をはじめと

する団員が水戸市役所に集合した。庁舎前で、

加藤市長及び幡谷水戸市国際交流協会理事長

のあいさつをいただき、多くの方々の見送り

を受け、定刻通り成田空港に向け出発した。

　バスの車中では、福島団長から親善訪問団

における心構えを踏まえたあいさつがあり、

その後、JTB添乗員の松井さんから出国及び

アメリカ合衆国への入国手続きについて細か

な説明を受けた。終始和やかな雰囲気の中、

潮来市の「道の駅」にて休憩し、午後２時に成

田空港に到着した。

　成田空港では、数年前から導入されている

タッチパネル式のセルフチェックインで、各

自チェックインを済ませた。航空会社のグラ

ンドスタッフがチェックイン業務を行ってい

たこれまでのシステムとは異なり、自分での

チェックイン作業に戸惑う団員が多かったよ

うであった。

　無事出国手続きも済ませ、アメリカン航空

170便に乗り込んだ。機内は全て満席で、空

席は全くなかった。各自、窮屈さと約９時間

に及ぶ長いフライトに耐えながら、少しでも

睡眠を取ろうと格闘していたようであった。

　翌朝８時30分（現地時間）、予定時間より

も少し早く、無事ロサンゼルス空港に到着し、

入国手続きへと進んだ。９・11テロ事件以降、

アメリカのセキュリティチェックが厳しいこ

とは有名であるが、この日も例外ではなかっ

た。入国審査では簡単な質疑に加え、写真の

撮影、指紋の登録があり、その後、荷物の受

取り・税関審査と進み、全てを終え空港を出

るまでに、約２時間かかってしまった。

　午前10時30分に専用バスに乗り込み、ア

ナハイム市へと向かった。アナハイム市への

途中、コダックシアターやチャイニーズシア

ターを見学し、午後３時頃アナハイム市内の

宿泊ホテルであるシェラトンパークホテルに

到着した。

　長旅の疲れをシャワーで洗い落とし休憩を

取った後、ホテル内で夕食を取り、夜はディ

ズニー・カリフォルニア・アドベンチャーで

行われたショーを楽しんだ。「ワールド・オ

ブ・カラー」は、2010年６月にオープンした

ばかりで、噴水で作り出した霧をスクリーン

代わりにアニメーション映像を投影するエン
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ターテイメント・ショーだ。音楽に合わせて

空中60メートル以上に噴き上がる数百もの

噴水、本物の炎を使っての真っ赤に燃え上が

る演出、レーザー光線など、ダイナミックで

息を呑むほど迫力のあるショーを楽しめる。

ディズニーの技術の高さと表現力の素晴らし

さに圧倒されたショーであった。

第２日目　11月12日（金） 
アナハイム

（主な行程）

  9:00　　ホテル出発（専用バス）

  9:15～10:30　　アナハイム市役所訪問、

　　　　　　　    アナハイム市議会議場見学

10:45～11:30　　 サイブロン（株）口腔歯科医

訓練センター見学

12:00　　エンゼル・スタジアム着

12:00～14:00　　歓迎レセプション

　　  　　　　　 （エンゼル・スタジアム内）

14:00～15:00　　エンゼル・スタジアム見学

15:15～16:05　　 アナハイム・コンベンショ

ンセンター見学

17:15～18:40　　夕食（スペアリブ）

 オプション 

19:00　　ホンダ・センター着

19:05～21:15　　アイスホッケー観戦

（アナハイムダックスVSダラススターズ）

22:30　　ホテル着

　前日の寝不足や時差ぼけなど無かったかの

ように、訪問団一行は朝６時からの朝食を済

ませ、９時に専用バスに乗り込み、ホテルを

出発した。

　本日は、アナハイム市姉妹都市委員会によ

る友好親善プログラムが組まれており、団員

は全員正装で、この公式行事に臨んだ。

　最初の訪問先は、アナハイム市庁舎で

あった。折しもこの日は、「退役軍人の日

（Veteran’s Day）」で祝日のため、官公庁は全

て閉館していた。しかし、アナハイム市の計

らいにより、市庁舎内にある市議会議場を

見学することができた。そこで、アナハイム

市職員のガルシア氏より、アナハイム市の概

カリフォルニア・アドベンチャーにて

手続を終えて、いざ出国
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要や市議会制度とその運営、市が取り組んで

いるプロジェクトなどについて説明があっ

た。現在、アナハイム市では、３つの大き

なプロジェクトが進行中である。１つ目は、

「プラティナム・トライアングル（Platinum 

Triangle）」と呼ばれる、エンゼル・スタジア

ム、ホンダ・センター、グローブ・オブ・

アナハイムを含む地域の再開発計画で、住

宅ユニットと商業スペースの建設が続いて

いる。２つ目は、主要高速鉄道計画である。

アナハイム－サンフランシスコ線とアナハ

イム－ラスベガス線を結ぶ、南カリフォル

ニア最大の交通拠点「The Anaheim Regional 

Transportation Intermodal Center（ARTIC）」

を建設中で、将来、路線バスや高速鉄道の玄

関口となり、南カリフォルニアを娯楽やビジ

ネスで訪れる人々の移動に欠かせない存在と

なる。最後に、アナハイム市は持続可能な資

源の確保についても取り組んでおり、年間

降水量が少ない同市では、リサイクルウォー

タープロジェクトと題して市内の天然芝を人

工芝に替えて水やりの手間を省き、節水に努

めている。また、地熱発電を利用し、１万人

に電力を供給する初めての都市としても注目

されている。

　団員は水戸市の状況や都市計画と重ね合わ

せ、ガルシア氏に活発な質疑応答を行ってい

た。こうした情報の交換や視察が参考となり、

より良い街づくりの第一歩に繋がっていくの

だと実感した場面であった。

　市庁舎視察後、民間企業である「Sybron 

Learning Center（サイブロン口腔歯科医訓

練センター）」を見学した。最新の医療機器や

歯科技術に驚かされ、また日本とアメリカの

歯科医・歯科技工士の相違について学ぶこと

ができた。

　その後、アナハイム市姉妹都市委員会主催

の歓迎レセプションパーティーに出席するた

め、エンゼル・スタジアムへと向かった。所

用によりプリングル・アナハイム市長は出席

できなかったが、セデュー議員、ギャロウェ

イ議員、クリング議員及びアナハイム市姉妹

都市委員会のメンバーなど、大勢のアナハイ

ム市民が訪問団一行を歓迎してくれた。会食

中も互いに会話が弾み、それぞれ友情を深め

あった。

　レセプションパーティー後、エンゼル・ス

タジアム内をゆっくりと見学し、アナハイム・

コンベンションセンターへと向かった。アナ

ハイム・コンベンションセンターは最新鋭の

設備を持つ、南カリフォルニア最大の国際会

議場である。多種多様な会議や催し物が頻繁

に開かれており、施設の広さと多様性に団員

は驚かされた。このような大きな施設の管理

運営に、団員の関心は高かった。

　慌ただしい公式訪問であったが、それぞれ

充実した時間が過ごせたようであった。

　夜は、アナハイム市の取り計らいにより、

北米プロアイスホッケーリーグ（NHL）の試

合をボックス席で観戦することができた。地

元チームの「アナハイム・ダックス」の試合と

あり、多くのアナハイム市民が観戦していた。

最新鋭の歯科技術を見学
－サイブロン口腔歯科医訓練センターにて
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訪問団一行は、地元ファンとともに観戦を楽

しんだ。

第３日目　11月13日（土）
アナハイム  ⇒  ロサンゼルス  ⇒  オーランド

（主な行程）

  5:45　　ホテル出発（専用バス）

  6:25　　ロサンゼルス空港着

  8:30　　ロサンゼルス空港離陸（AA244便）

 時差３時間 

15:45　　オーランド空港着

17:45　　ホテル着

19:00　　夕食（イタリアン）

　この日は、早朝からの行動となった。アナ

ハイム市を後にし、真っ青な空にフロリダの

太陽が注ぐ美しいテーマパークの都市、フロ

リダ州オーランド市へと向かった。オーラン

ド市は、全米屈指の観光・保養都市として知

られている。市近郊には、ディズニーワール

ドをはじめ、ユニバーサルやケネディスペー

スセンター、ウォーターパークなど、30も

のテーマパークが集まっており、また、ワニ

やマナティーなど野生動物の観察を楽しむこ

とができる世界トップレベルの高級リゾート

地である。

　ロサンゼルス空港から４時間の空の旅。凍

えるような寒い機内から飛び出し、やっと太

陽が降り注ぐオーランドに降り立つことがで

きると思ったのも束の間、飛行機に預けた手

荷物が機械の故障により出てこず、１時間以

上空港内に止まらなければならなかった。

　ようやくオーランド空港を出発し、オーラ

ンド市内の宿泊ホテルであるヒルトンホテル

へと到着した。移動での疲れを癒すためホテ

ルで休憩し、夕食までそれぞれゆっくりとし

た時間を過ごした。訪問団一行が宿泊したホ

テルは「Downtown Disney」に近いところ

NHL「アナハイムダックス」戦。地元ファンと
大いに盛り上がる－ホンダ・センターにて
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に位置しており、夕食後、おなじみのキャラ

クターに囲まれて楽しい一時を過ごした。

第４日目　11月14日（日）
オーランド

（主な行程）

  9:00　　ホテル出発（専用バス）

  9:25　　エプコットセンター着

　　　　　〈各自自由行動〉

19:40～21:00　　 夕食（エプコットセンター

内ドイツ館にて）

21:00～21:30　　花火、レーザーショー鑑賞

22:00　　エプコットセンター出発

22:15　　ホテル着

　午前７時からの朝食を済ませ、９時にエプ

コットセンターへ向けて専用バスに乗り込ん

だ。約30分程度でエプコットセンター入り

口に到着。入り口手前のゲートで手荷物検査

を受け、いざエプコットセンターへ。

　エプコットセンターは、「Experimental 

Prototype Community of Tomorrow（EPCOT

＝未来都市の実験的モデル）」の建設を目指し

て、1982年にディズニーワールド・リゾー

トで２番目のディズニーパークとして開園し

た。同パークは、世界が直面しているエネル

ギー、交通、通信、住居など、重要な社会問

題の解決手段を斬新かつ革命的な方法で体

現している「フューチャー・ワールド」と、世

界11か国の建物が並び、各国の文化・歴史・

産業・観光などあらゆる分野を楽しめる「ワー

ルド・ショーケース」の２つのテーマ地区か

ら構成されている。ディズニーの独創的な表

現方法と科学技術とが手を組み、世界のトッ

プ企業や国が協力したこのテーマパークは、

テクノロジーを駆使した未来都市を見事に表

している。

　大人から子どもまで楽しむことができるエ

長い空の旅を終えてやっとホテルへ。
アメリカは広大な国であると実感。
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プコットセンターは、平日であったにもかか

わらず、この日も世界各国からの観光客が集

まり、大変な賑わいをみせていた。

　夜は、フューチャー・ワールドとワールド・

ショーケースの間に広がる湖から、レーザー

光線と音楽と花火のコラボレーションを楽し

むことができた。

第５日目　11月15日（月）
オーランド  ⇒  マイアミ

（主な行程）

  9:00　　ホテル出発

  9:40　　オーランド空港着

11:50　　オーランド空港離陸（AA1593便）

12:45　　マイアミ空港着

14:00～15:00　　 昼食（ベイサイド・マーケッ

トプレイスにて各自）

15:15　　マイアミ市内観光

16:15　　サウスビーチ散策

18:00～19:30　　夕食（中華）

20:00　　ホテル着

　オーランド市を後にし、アメリカを代表す

るリゾート地マイアミへ。今回３度目となる

飛行機の移動である。マイアミ空港内では、

１か月ほど前に出来たばかりの「スカイトレ

イン」に乗って、荷物の受け取り場所へ。今

回は、スムーズに空港を出ることができた。

　マイアミ市は、「Sunshine State（陽光あふ

れる土地）」と呼ばれ、フロリダ州南端に位置

する都市である。中南米やカリブ海地域と経

済的・文化的に深いつながりを持ち、これら

の地域へのアメリカの玄関口となっている。

同市は世界的に有名な観光都市・保養都市で

あると同時に、商工業の都市であり、アメリ

カでも重要な港湾都市でもある。また、中南

米に近いという地理的条件から、大規模な空

軍基地を抱える軍事都市でもあるといった、

多様性に富んだ街である。

　マイアミにはキューバ革命後、国外脱出し

たキューバ人が多く住んでおり、ヒスパニッ

ク系の住民比率が全米で最も高いことから、

英語だけでなくスペイン語も共通語となって

エプコット・センター

エプコット・センター（日本館）
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いる。気候の影響もあるのか、住民は陽気な

人ばかりが多く、街全体の雰囲気もアメリカ

の他州と異なり、ラテンの雰囲気に満ちてい

る。

　専用バスに乗り込み、一路マイアミ市内へ。

ベイサイド・マーケットプレイスでの昼食後、

「フロリダのビバリーヒルズ」とも呼ばれる高

級住宅街コーラルゲーブルズや、マイアミで

も有名なビルトモアホテル、芸術家や富豪が

集まる高級住宅街ココナッツグローブなどを

見学し、有名なマイアミビーチを散策した。

マイアミのサウスビーチ周辺は、パステル調

の建物や流行の先端を行くショップ、レスト

ランが並び、活気に溢れていた。街の喧騒か

ら離れると、青い空に青い海、広々としたビー

チがあり、砂浜を歩きながら、時の流れも忘

れのんびりとした気分に浸ることができた。

第６日目　11月16日（火）
マイアミ

（主な行程）

  8:00　　ホテル出発（専用バス）

10:10～10:30　　ホリデイアイルにて休憩

10:45～11:00　　 セブンマイル・ブリッジ

散策

13:00～14:00　　昼食（キーウェストにて）

14:15～15:00　　キーウェスト市内散策

15:15～15:45　　ヘミングウェイの家　見学

15:50～16:00　　 サザンモストポイント（ア

メリカ最南端）

 帰路へ  
19:00～20:30　　 夕食（マイアミ市内にて、

シーフード）

21:15  ホテル着

　今日は、専用バスでアメリカの最南端キー

ウェストへ向かった。フロリダ半島から南西

に伸びるフロリダ・キーズ諸島の西端のキー

ウェスト島に位置する同市には、フロリダ半

島から続く国道US1号線が通っている。珊瑚

礁の海の上に架かる橋を渡って行くと、途中

にかの有名な「セブンマイル・ブリッジ」があ

る。セブンマイル・ブリッジは、１号線の

間にある42の橋のうちの１つで、古い橋と

新しいが平行して走っている。７マイル（約

11km）も続く白く美しい橋は、多くの広告

や映画の撮影場所として使用されている。ま

るで水平線の彼方まで、どこまでも続いてい

るような光景であった。

　バスに揺られて約４時間。キーウェストに

到着。日中は日差しが強く、11月だという

のに、半袖で過ごすことができるほど暑かっ

た。マイアミ・ビーチにて

マイアミにて
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　キーウェストでは、この土地で最も有名な

観光地の一つである「ヘミングウェイの家」を

見学。この家は、文豪ヘミングウェイが晩年

を過ごした家で、ヘミングウェイとその家族

が使っていた調度品やヘミングウェイの書斎

など、当時の様子がそのまま残されている。

この書斎で、キーウェストを舞台にした「持

つと持たぬと」（1937年）や、「誰がために鐘

は鳴る」（1940年）といった有名な小説の多

くを執筆した。

　ヘミングウェイの家を後にし、アメリカ

最南端の地「Southernmost Point」へ。アメリ

カ最南端と書かれたブイが住宅地の片隅にあ

り、ここから90マイル（約145km）先、海岸

線の向こうにはキューバがあるこの最南端ポ

イントには多くの観光客が訪れ、行列をなし

て記念撮影をしていた。ここから壮大な海の

景色を眺め、自然の偉大さを感じながら、こ

の地を後にした。

　帰り道もバスに揺られての長旅となった。

慣れない日差しの強さと徒歩による長距離移

動で、団員は疲れた様子であった。しかし、

キーウェストの海に沈む美しい夕日が団員に

癒しをもたらし、マイアミへの帰途を趣深い

時間へと変えていたようだった。

キーウェストの夕暮れ

セブンマイルブリッジ
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第７日目・第８日目
　　　　11月17日（水）・11月18日（木） 
マイアミ  ⇒  シカゴ ⇒  成田

（主な行程）

  5:00　　ホテル出発（専用バス）

  5:30　　マイアミ空港着

  7:25　　マイアミ空港離陸（AA643便）

 時差１時間 

  9:30　　シカゴ空港着（乗り継ぎ）

13:15　　シカゴ空港離陸（AA153便）

 国際日付変更線通過 

17:10　　成田空港着

17:55　　成田空港発（専用バス）

20:00　　水戸市役所着

　とうとう日本への帰国の日がやってきた。

この日も早起きし、一路マイアミ空港へ。さ

すがに疲れが溜まったのか、飛行機の待ち時

間に睡魔が襲ってくる。

　シカゴから成田へのフライトは空席もあっ

たことから、比較的余裕を持って座ることが

できた。機内では、日本に帰国してから時差

ぼけにならないよう起きている団員もいたよ

うだ。

　今回の親善訪問は、フライトが多いだけで

なく、アメリカ横断という長距離移動を余

儀なくされる旅であったが、みな大きな病気

や怪我をすることなく無事に友好親善プログ

ラムを終えることができた。この親善訪問を

通じて、水戸市とアナハイム市との市民交流

の一翼を担うことができたと安堵するととも

に、団員一人一人が今後も国際交流活動に邁

進されることを願っている。

マイアミ上空



団員報告書

アナハイム市庁舎前にて
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第29回国際親善姉妹都市
アナハイム市視察報告

団長　福島　辰三

　11月11日、市役所玄関前にての出発式
には、水戸市国際交流協会理事長・アナハ
イム市名誉市長幡谷祐一様、加藤浩一水戸
市長の送迎のあいさつ、市、協会、御家族
の皆様をはじめと多くの人達の見送りで、
快晴の中、心身ともにアメリカへ旅立った。
　アナハイム市の到着は長旅であったが全
員元気で、視界に入るハイウェー（片側６
車線、８車線）、区画され、整備された住
宅街、人通りのない街並、車でなければ生
活できないアメリカ社会、そして壮大、広
大なアメリカ本土を肌で感じ、親善交流の
意義を感動の中で痛感した。

　12日の公式行事であるアナハイム市姉
妹都市委員会主催の歓迎レセプションは、
エンゼル・スタジアムのレストランで、
５人（市長含む）しか在席しない市議会議
員の内、セデュー議員、ギャロウェイ議
員、クリング議員の３名が出席、他20余
名の姉妹都市委員総勢60名位で歓迎パー
ティーが挙行され、両市代表、主催者のご
あいさつ、プレゼンテーションが盛会、和
気あいあいに行われた。

　水戸市議多数からアメリカ高速鉄道に日
本の新幹線を是非購入して頂きたい事をア
ナハイム議会に要請した一幕もあった。
　アナハイム市は、水戸市との姉妹都市の
交流をより充実強化するため、市がより強
力に進めたいとの意志を表明された。
　私は、昭和51年第１回調印式より参加
しておりますが、アナハイム庁舎前の水戸
ガーデンは、より整備され、１階玄関ホー
ルには、和田祐之介元市長が寄贈した鎧、
兜や数十点の日本人形が大切に保存展示さ
れており、水戸市との友好の絆が感じられ
た。
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石井　順子 

　２度目のアナハイム市親善訪問でした。
市内は、前回空き地があった所が、高いビ
ルに代わったりしていました。まだまだ開
発が進み、国の中でも何事にもトップを
狙っているアナハイムの様子でした。１
年間で2,000万人の観光客を呼び込め、泊
まって遊べるディズニーランド。道路、ハ
イスピード列車の整備など、観光資源を利
用してもっと大きな財を作ろうとしている
様です。
　前回もそうでしたが、市内の明るいにぎ
わいを見ながら、老人たちはどうしている
のだろうと考えました。ディズニーに行く
と、車椅子の皆さん、元気に堂々生活を
送っているのがわかります。障害者は、市
からどんな恩恵を受けて生活を送っている
のでしょう。これから日本も、高齢化して
問題が起きるでしょう。日本の老人たちも
少しでもアメリカの人たちみたいに元気に
毎日を送ってもらいたいと思います。
　今度、老人施設などの見学ができれば又
参加したいと思ってます。
　関係者の皆様のおかげを持ちまして、何
事もなく帰る事が出来ました。
　この場をおかりしましてお礼申し上げま
す。
 ありがとうございました。

石井　信明 

　アナハイムへ行くのは２回目である。
　確か、前回行ったのは６年くらい前と
思っていたが、資料をひらくと一昔前の
10年前であった。前回同行させていただ
いたメンバーとは、今でもお付き合いして
いる方が何人か居る。まさに、旅は道連れ
世は情けである。今回の行程でアナハイ
ム、オーランド、マイアミへとホテルの連
泊はせわしさがなく、比較的楽な旅だった
ように思う。但し最終日は朝から飛行機に
乗り通しでいささか疲れたが、これも旅の
思い出である。
　２日目のアナハイム市のスケジュールに
よって、朝９時にホテルを出発し、アナハ
イムコンベンションセンターを見学、前回
も来た覚えがあった。今では増築を重ねて
アメリカ西部では２番目に大きな施設と
なっているらしい。ちなみに１番はラスベ
ガスのコンベンションセンターらしい。小
さなホールでは２流大学によるバスケット
ボールの試合が行われていた。１流大学に
なるとプロ並に人気があるのだそうだ。次
に市庁舎を訪問した。議会ホールをみて前
回来た記憶がよみがえる。地元高校生のブ
ラスバンドで出迎えられ、正面の石段で記
念撮影をした事を思い出した。石段の両脇
に生えている木が太くたくましく育ってい
た。10年の歳月矢の如しである。
　アナハイムといえばディズニーランドで
あり市民36万人に年間2,000万人の観光客
が訪れるという。なんともウラヤマシイ限
りである。ディズニーランドの経済波及効
果は眼を見張るものがある。そして現在サ
ンフランシスコからアナハイム間をつなぐ
高速鉄道建設の計画があると聞いた。高速
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鉄道建設による経済効果は32兆円といわ
れている。ディズニーランドも前回来たと
きには建設中であった新テーマパークが
開園となっていた。集客のために投下する
多額設備投資は、アメリカ企業ならではで
ある。環境問題にも日本同様取り組んでい
て、１日40万リットルのリサイクル飲料
水をつくる計画があるらしい。
　市庁舎を後にして、歯科医訓練センター
を見学した。その建設費９億円のうち２億
円は寄付金であるという。いかにもアメリ
カらしい寄付の集め方である。
　研修所を後にして次に向かったのはエ
ンゼル・スタジアムでした。ここはかの松
井秀喜が在籍していた球場で、ここの記
者席、貴賓席、オーナー席、ロッカールー
ム、グラウンドまで見学した。球場食堂
の一席でレセプションが行われ、日本の紹
介、記念品の交換、食事が楽しく行われ、
時間が過ぎるのを忘れるくらい楽しい時間
を過すことができた。
　そして、市のご配慮でディズニーラン
ド新テーマパークの幻想的な光のファンタ
ジーを楽しんだ。また、アイスホッケーの
試合をアナハイム市長と観戦した。今年の
アナハイム訪問は10年前と同様、楽しい
時間を過ごすことができた。 
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第29回アナハイム親善訪問に参加して
石川　浩史 

　私にとって海外は２度目であり、初めて
のアメリカ大陸、そして長距離フライト等
不安がいっぱいの中、団員の皆様と合流し
緊張がほぐれたことを思い出します。
　ロサンゼルス空港に到着し、アメリカ
大陸に踏み入れた瞬間、アメリカの偉大さ
を感じました。テレビや雑誌等でしばしば
目にする“HOLLYWOOD”サインやハリ
ウッドスターの手形、夜のディズニー・カ
リフォルニア・アドベンチャーショーは初
日から早速感銘を受けました。
　翌日行われたアナハイム市との友好親善
交流会では、エンゼル・スタジアムにて心
温まるおもてなしを受け、片言でも身振り
手振りでいろいろな話に花が咲き、言葉が
通じなくても心は通じていることを改めて
痛感致しました。
　そしてこのスタジアムもテレビで見たこ
とはありますが、実際グランドにも立たせ
て頂き、幼少時代から野球をやっていた私
は大変興奮してしまいました。
　その後見学したコンベンションセンター
の広大さ、初めて生で観戦したアイスホッ
ケー試合の歓声、盛り上がりは正にアメリ
カらしい一面でした。

　翌日オーランドに発ちエプコットセン
ターの観光、一日自由時間でゆっくりと広
大な中で過ごすことができました。
　マイアミに於いては、ビーチで大西洋を
バックに記念撮影や散策等、アメリカ本土
の南端にいる雰囲気が十分感じられ、大自
然を満喫することができました。振り返る
と、西海岸から東海岸を横断し、通常の海
外旅行では経験できないことが目白押しの
毎日で、飛行機嫌いの私としても５回搭乗
したお蔭で、違和感なく楽しむことができ
ました。
　今回ご縁あってご一緒させて頂きました
福島団長をはじめ、団員・随行の皆様に大
変お世話になりまして、ありがとうござい
ました。この有意義な８日間は、一生忘れ
ることができない思い出となりました。
　最後に、アナハイム市との友好が一層深
まることをご祈念申し上げます。
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第29回アナハイム市親善訪問に参加して
岩本　哲朗

　11月11日から11月18日までの８日間の

日程で、アナハイム市親善訪問ほかフロリ

ダ州オーランド市、マイアミ市などアメリ

カの西海岸からアメリカ本土の最南端であ

るキーウェストへの旅に参加しました。

　アナハイム市到着日の夜は時差ぼけに

もめげず、夜のディズニー・カリフォルニ
ア・アドベンチャーの噴水を使ったショー
を見に行き、ディズニーの高い技術に驚き

ながら楽しみました。

　２日目は正装をしてアナハイム市庁舎へ

行き、アナハイム市の壮大な施設整備計画

の説明を受け驚きました。日本の新幹線に

当たるファストトレイン（高速鉄道）やモ

ノレールの導入の計画など、莫大な予算を

つぎ込んでいくようです。

　その後、今年、プロ野球の松井秀喜選手

が活躍した大リーグのエンゼルスのホーム

球場であるエンゼル・スタジアムでの歓迎

レセプションに参加し、アナハイムの人た

ちとの親善を深めました。また、スタジア

ムの見学ができ、グランドに降りたりベ

ンチに座ったり、選手のロッカールームな

ど、スタジアムの施設ほとんどを見学でき

たことに興奮し感動しました。

　３日目は、フロリダ州のオーランドへ

約４時間の空の旅をし、ホテルへ到着。夜

は、本場ディズニーワールドのダウンタウ

ンを散策し、買い物をしました。

　４日目は、終日ディズニーワールドの

エプコットセンターの観光です。天気も良

く、朝早くから夜遅くまで散策し、ディズ

ニーの最先端技術や世界11カ国の文化に

触れられディズニーワールドの世界へ引き

込まれました。

　５日目は、約１時間のフライトでマイア

ミへ到着。マイアミの港で海のにおいを感

じながら昼食を取り、バスでマイアミビー

チへ。さすがマイアミビーチでした。

　６日目は、バスでキーウェストへ片道約

４時間の旅です。

　キーウェストはフロリダの南に連なる約

50の島々を結ぶ地区で、ハイウェイの終

着地であり、アメリカ最南端に位置し、全

長約６キロ幅３キロという小さな島で、文

豪ヘミングウェイの愛した島、「ヘミング

ウェイの家」があるなど、観光地として知

られています。

　また、サザンモストポイントというアメ

リカ本土最南端を示すマーカーが立つ地点

でキューバまで90マイルの島です。バス

から見た夕日も感動しました。
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　７日目は、北上して空路シカゴへ行き、
乗り継ぎを経て日本へのフライトが始まり
ました。
　約14時間の帰国の旅でした。
　今回の旅では飛行機での移動距離は合わ
せて３万キロ位ではないかと思います。大
変な移動距離でした。自分としては１週間
での最長不倒距離になりました。
　今回はアメリカの様々な町や都市を見ら
れ、その違いも肌で感じられて、大変貴重
な体験をさせて頂きました。今回の旅も福
島団長はじめ、視察団の団員の皆様のやさ
しい心使いや、笑顔に恵まれ大変充実した
楽しい旅になりました。有難うございまし
た。

アナハイム市親善訪問に参加して
宇野　政博

 
　アナハイム市親善訪問及びアメリカ文
化・行政視察団の一員として参加出来たこ
とは、私の人生において大変有意義なも
のでした。ロサンゼルス空港へ到着後、ど
ことなく南の雰囲気を感じたのは、メキシ
コなどラテン系の人を多く見かけたせいで
しょうか？アメリカが、いかに多くの移民
を受け入れてきた国であるかを早速に感じ
させてくれました。
　アメリカなのにアメリカ以外の異国を感
じる、これもまたアメリカの良さなのかも
しれません。
　そして、アメリカの象徴片側４レーンも
５レーンもあるビッグハイウェイ。間違え
て降りても直ぐに入れるように造られてお
り、郊外のハイウェイもゆったりと回れる
Ｕターンスペースが造られている。アメリ
カ中を網羅しているハイウェイは、莫大
な経費がかかっているはずなのに、それが
無料とは大変驚くべきことです。税金がい
かに正当に使われているかの証ではないで
しょうか。日本の高速道路とは、訳が違う
と実感しました。
　アナハイム市議会議員はボランティアで
活動していること、市内の施設の充実等、
大変感激しました。
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　歓迎レセプションが行われたエンゼル

スタジアムは、迫力のスタンドデザインと

フィールドの実に美しい芝生のデザイン、

そしてそれを囲むフェンスには、目障り

な広告などはなく落ち着きのある美しい

フィールドでした。

　自由の国アメリカ、写真や映像でイメー

ジは出来上がっていましたが、しみじみと

感じたことは、建国わずか200年そこそこ

の国の街とは、とても思えませんでした。

　整然と立ち並ぶビル、美術館や多くの

ホテル、ありとあらゆるものが歴史の厚み

と迫力そして深みのある味わいを発してお

り、見ていて決して飽きる事がなく不思議

な感じがしました。

　世界には、紛争、犯罪、貧困、差別等

が次から次へと起こっているのが現実です

が、アメリカもまた例外ではありません。

しかし、夢と理想と憧れを与え続けてきて

くれたアメリカをとても好きになりまし

た。

　最後に幡谷理事長から頂いたお守りのお

陰で無事に８日間を過ごすことができ、福

島団長をはじめ団員の皆様には大変お世話

になり、ありがとうございました。

アナハイム市親善訪問及びアメリカ文化・
行政視察団に参加して

大足　昌史

　11月11日、アナハイム訪問団の一員と
して、水戸よりアナハイム市へ向かって出
発しました。
　私にとって、今回が初のアメリカ本土へ
の旅となります。子どもの頃から、テレビ
や映画で見慣れた身近な国、外国といえば
真っ先に頭に浮かぶ国アメリカ。不安や緊
張もあったものの、周りには、福島団長を
はじめ旅慣れた面々が多くいらっしゃった
ので、安心して臨むことができました。
　成田から約９時間のフライトでロサンゼ
ルスに到着。市内視察をしながらバスでア
ナハイム市へ向かいますが、山の斜面に飾
られた「HOLLYWOOD」の文字が見えた
瞬間、アメリカに着いた実感が湧きまし
た。そして、どこまで続くのかと思うよう
な片側５車線のハイウェイと、車窓から見
える町並みに、アメリカ大陸を感じながら
アナハイムへ到着しました。
　２日目は、友好親善プログラムです。ま
ず、アナハイム市庁舎への訪問し、市議会
場の見学や、高速鉄道を中心とした開発計
画の概要などについての説明を受けまし
た。その後、エンゼル・スタジアムへ移動
し、グラウンドを見渡せるレストランで地
元関係者の皆さんとの昼食会です。日本の
OAメーカーでマーケティングを担当する
ビジネスマンの方が同じテーブルとなりま
したが、思うような会話ができない自分に
がっかりしつつも、束の間の交流を楽しみ
ました。
　昼食会の後は、スタジアム内を見学しま
した。天然芝のグラウンドに立ち、ダック
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アウトやロッカールーム、会見場などに入
れば、すっかりメジャーリーガー気分で
す。午後は、コンベンションセンターを見
学し、夜は、アナハイム市の計らいで、北
米プロアイスホッケーリーグ（NHL）の
地元チーム「アナハイム・ダックス」の試
合を観戦する機会に恵まれました。氷上の
格闘技とも言われるアイスホッケーの中で
NHLは最高峰に位置し、日本ではめった
に見られないだけに、そのスピードと迫力
に大興奮でした。エンゼル・スタジアムの
持つ雰囲気、アナハイム・ダックスの試合
の熱狂など、スポーツが文化として定着し
ている様子が印象的でした。

　最後に訪れたマイアミも印象的でした。
人口の約半数がヒスパニック系で、英語よ
りスペイン語を話す人の方が多いとのこ
と。実際、街で聞こえてくる言葉はスペイ
ン語が多く、片言の英語で話してみても、
帰ってくるのはスペイン語訛りの英語だっ
たりします。「ここもアメリカ？（笑）」
　あっという間の８日間でしたが、私の感
想は「百聞は一見に如かず」のとおり、見
聞を広める貴重な経験となりました。関係

者の皆様、大変お世話になりました。あり
がとうございました。
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『アナハイム市友好親善プログラムにて』
大和田　裕之

　日程の中では、２日目のエンゼル・スタ

ジアムでの友好親善プログラムがとても印

象的だった。 

　歓迎レセプションのテーブルにつくと、

アナハイム市から出席していたウィリアム

ミラー氏とスティーブローラー氏の両名と

名刺を交換した。初対面であったが、相手

の笑顔を見て少し緊張が和らいだ。しか

し、日本語のみ（オンリージャパニーズ）

の名刺であった為、相手の方はこちらの名

前等を理解できないことがわかり、せめて

自分の名刺の名前にローマ字を記入してお

けば良かったと後悔した。

　できない英語を駆使し、会話をした。「水

戸市は東京からどのぐらいの距離に位置す

るのか。」「あなたは、仕事場でどのような

ポジションについているのか。」「日本の失

業率はどのくらいなのか。」「私たちが勤務

しているコニカミノルタという会社を知っ

ているか」等の質問に対し、返答した。こ

のような席で失業率などという言葉が出て

くるなんて想像外であったが、アナハイム

市でも失業率が 10％を超え、深刻な問題

となっているらしい。近日中に高速鉄道が

走ることが計画されており、雇用に大きな

期待がかかっているとのことであった。

　テーブルで同席した両名には、明るく

さわやかな対応をして頂き、好印象を受け

た。

　第29回国際親善姉妹都市アナハイム市

親善訪問及びアメリカ文化・行政視察団の

団員として、今回参加させて頂き、有意義

な時間が過ごせた。団長をはじめ、水戸市

議会議員の方々、一緒に同行した皆様、本

当にありがとうございました。長い歴史を

持つアナハイム訪問団の一員になれた事を

誇りに思い、この経験をこれからの人生に

活かしていきたい。
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アナハイム市親善訪問に参加して
押切　康幸

　平成22年度第29回国際親善姉妹都市ア
ナハイム市親善訪問及びアメリカ文化行政
視察団の一員として参加させて頂きありが
とうございました。
　訪問２日目、アナハイム市役所、SYBORN
歯科医訓練センターの視察を経て、Angel 
Stadiumで、昼食を頂きながら友好親善プ
ログラムが行われました。アナハイム市議
会の議員、多くの市民の皆様が参加されて
のすばらしい歓迎の集いとなりました。長
年にわたり、組織的に交流活動が行われて
いることはすばらしいと感じました。
　公式訪問が終わり、アメリカ東部、オー
ランドへ。エプコットセンターを観光、最
先端の技術を体感でき、世界11カ国の文
化に触れることが出来ました。夕食はドイ
ツ館でバイキング。その後、花火とアトラ
クションを見て終日楽しいひとときを過ご
すことができました。
　翌日は一路マイアミに向け飛行、マイア
ミビーチを散策しました。
　翌朝キーウェストへ向け出発。キーウェ
ストは約50の小島から成る米国最南端の
小島で、特に映画などにも良く出てくるセ
ブンマイルブリッジの眺めはすばらしかっ
たです。

　今回の視察訪問では、異なる文化に触れ
ることで視野を広げられ、とても貴重な経
験をすることが出来ました。
　最後になりましたが、福島団長並びに団
員の皆様には、大変お世話になりありがと
うございました。また、水戸市国際交流協
会の益々のご発展と参加者皆様のご多幸を
お祈り申し上げます。
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アメリカ横断の旅
桂木　功雄

　水戸市の国際親善姉妹都市であるアナハ

イム市へと、５年ぶりのアメリカへ出発で

す。何回行きましてもロサンゼルス、アナ

ハイムは青空が素敵で、マイ・ブルー・ヘ

ブンです。

　これからアナハイムでは、地域の大規模

な再開発が行われるそうで、高速鉄道が建

設中、水のリサイクルなど環境に配慮した

計画も進められており、将来が楽しみで

す。

　今回のスケジュールでは、アナハイム

を訪問した後、アメリカ東部に移動し、フ

ロリダ州のオーランドとマイアミを巡りま

す。

　早朝、ロサンゼルス空港よりオーランド

へ行きましたが、初めてのフロリダ半島!!

魅力がいっぱい、胸いっぱいです。

　ヒルトン・オーランド・リゾートホテル

のイタリアンレストラン「アンディアモ」

では、ラザニアがあまりにも大きくて「ア

メリカだなぁ」と感じました。残そうと思

いましたが、結局全部食べてしまい、ビー

ルが美味しく喉を通りすぎていき満足!!

日差しの強いオーランドでは、オレンジ

ジュースが最高の味でした。

　「マイアミビーチルンバ」で知られるマ

イアミは、温暖な気候と美しい自然に囲ま

れ、日常とは別世界のようでした。

　さらに南下すると、キーウェスト―アメ

リカ最南端にある、文豪ヘミングウェイの

愛した島、パンアメリカン航空発祥の地で

もある島―があります。現在はリゾート地

として賑わっており、アメリカ最南端地点

の碑は、記念撮影のため多くの観光客で賑

わっていました。美しい海と、海に沈んで

いく雄大な夕陽…。

　アメリカは、ダイナミックで、何回旅行

しても大好きな国です。
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第29回国際親善姉妹都市アナハイム市
親善視察団員として参加して

川﨑　綾子 
水葵 

　今回、第29回国際親善姉妹都市アナハ
イム市親善視察団員として、最年少の親善
大使（？）と共に参加させていただきまし
た。34年という歴史あるアナハイム市と
の友好親善プログラムへの初めての子連れ
参加。皆さんにご迷惑をかけてしまうので
はないかと不安がありながらも、とても楽
しみにしておりました。
　なんとか無事に長いフライトを終え、ア
ナハイムに到着。まず、感じたのは子ども
に対する眼差しの温かさでした。街に着い
て子どもがフラフラ歩いていても、迷惑そ
うにする人が一人もいません。子どもが目
の前に飛び出しても、「Sorry」と言えば
「It's O.K!」と気持ちよく返ってきます。
アジア人に馴染みのある街のせいか、気軽
に声をかけてくださる方もいるくらいでし
た。「So cute!」「Oh! sweet baby!」など
笑顔で言われると、こちらもとても嬉しく
なりました。国や言語の違いはあっても子
どもに対する気持ちはみな同じなのだと実
感することができました。

　アナハイム市の職員の方々も、議場やコ
ンベンションセンター、ロサンゼルス・エ

ンゼルス・オブ・アナハイムの球場見学を
させてくださり、ディズニー・カリフォル
ニア・アドベンチャーのナイトショーにも
招待いただきました。盛りだくさんのプロ
グラムで迎えてくださり、歓迎の気持ちが
とてもよく伝わってきました。
　球場レストランでの会食では、女性のア
ナハイム市議会議員さんと共にお食事をさ
せていただきました。議員さんもご家族で
日本にいらしたことがあるとのこと。子ど
もにもとても優しく接してくださり、子ど
ももニッコニコ。とても楽しそうにしてい
ました。

　その後もエプコットセンターやマイアミ
の街並みなど、アメリカの規模の大きさと
エンターテイメントの素晴らしさを感じな
がらの充実した８日間を過ごさせていただ
きました。
　無事に旅を終えることができたのも、共
に旅をしていただいた随行員の皆様、団員
の皆様のおかげです。本当にありがとうご
ざいました。
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アナハイム市親善訪問に参加して
坂田　雅之

　11月11日、水戸市役所で加藤市長をは

じめ多くの方々に見送られ、アナハイム市

親善訪問団の一員であることを実感しなが

らの出発となりました。成田空港では、

APEC開催に伴う特別警戒中のため、多く

の警察官の姿を目にしましたが、大きなト

ラブルも無く約９時間のフライトでロサン

ゼルス空港に降り立ちました。ロサンゼル

スは、私にとって新婚旅行で12年前に訪

れた思い出の地でもあり、懐かしさも感じ

られました。

　到着した当日は、時差ボケの影響で眠

気を我慢しながらの行動でしたが、チャ

イニーズシアターや夜のディズニー・カ

リフォルニア・アドベンチャーのショーな

ど、眠気を忘れさせてくれるほどの感動が

ありました。

　２日目は、アナハイム市役所をはじめ、

エンゼル・スタジアム、コンベンションセ

ンターの視察や、アナハイム市民の方々と

のレセプションがありました。視察では、

エンゼル・スタジアムのグラウンドに立っ

たりロッカールームも見学することがで

きたことは、野球好きの私には最も印象に

残ったものとなりました。また、レセプ

ションではとても気さくに話しかけていた

だいたので楽しい時間を過ごすことができ

ただけでなく、地元アナハイムダックスの

アイスホッケー観戦でも、地元ファンの方

との交流もでき、アメリカ文化を感じた一

日になりました。

　そして、３日目は東海岸へのアメリカ

国内の移動です。約４時間のフライトです

が、３時間の時差があるので行程上は７

時間の移動となります。アメリカ国土のス

ケールを改めて実感しました。

　東海岸のオーランド、マイアミは、とに

かく日差しが強く、11月にもかかわらず

日中は暑さを感じるほどでした。日本のむ

し暑さとは異なるもので、気候でもアメリ

カを感じることができました。また、この

視察旅行では天候に恵まれ、雲一つない天

気が続いたことで、旅を満喫することがで

き、あっという間の８日間となりました。

　初めての親善訪問は、温かい交流を通

じてアメリカの文化に触れることができ、

感動や驚きなど素晴らしい体験となりまし

た。今後も、アナハイム市と水戸市の交流

が続くことを願わずにはいられません。

　最後になりましたが、福島団長並びに関



－ 29 －

係者各位、一緒に参加された団員の方々に

大変お世話になりましたことにお礼を申し

上げます。ありがとうございました。

初めてのアメリカ大陸
田山　恭司

　第29回国際親善姉妹都市アナハイム市
親善訪問は、私の人生で初めてのアメリカ
大陸上陸となりました。私の母親がアメリ
カ生まれとのこともあり、幼少のころから
本土がどの様なものなのか聞かされながら
育ち、40歳にしてやっと夢が叶い私の親
善訪問は始まりました。
　11月11日ロサンゼルス空港に降り立
ち、待望のアメリカ大陸を踏みしめたので
す。
　アナハイム市到着次第、市民の皆さんが
温かく出迎えてくださり、スケールの大き
いおもてなしをして頂きました。特にアイ
スホッケーの観戦は、初めてのことも手伝
いスタジアムの設備、照明の使い方など非
常に迫力満点で、地元チーム「ダックス」
が得点しようものなら大歓声が起こり、こ
れまたストレス発散には最高でした。

　また、アナハイム市民との交流会では、
エンゼル・スタジアムを貸切し、市民の皆
さんと片言の英語ではあったものの会話
し、意志の疎通を図り親睦を深めることが
できました。やはりアメリカ人は日本人に
比べ明るく紳士的で、大らかな方が多いの
ではと感じられました。常に会話しコミュ
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ニケーションを大切にすること、料理をお
皿に盛る際、ゲストに順番を譲るなど、常
に気配りを忘れず習慣（国民性）となって
いることを痛感しました。日常余裕のない
私にとって、このようなことが出来るかど
うか、自分を省みる良い機会であると自問
自答し、今回の親善訪問において日本人と
アメリカ人が違う点をさらに確認した様に
思います。
　次に、地をオーランド市に移し、ディズ
ニーワールドを見学。東京ディズニーラン
ドの250倍、山手線の1.5倍の面積を有す
るとの話を聞き、スケールの大きさに声も
出ず、ただ頷くだけでした。ウォルトディ
ズニーの「人間の想像力が続く限り、永
久に続く」の言葉のとおり想像力があれば
地球は進歩し続ける、その反面エコも必要
で、やはり温暖化にもっと目を向ける必要
があることを確認した場面でもありまし
た。

　アメリカという国は、とにかくスケール
の大きい国、世界を牽引する責任と自負を
持ち、公園、店などに星条旗がたなびき、
日本とは比べ様も無いくらい愛国心も強
い。私の４歳になる子どもが大人になった
時に、自分の国に自負を持てるかどうか、
私たち大人がこの日本を上手に導いてあげ
る事こそ責務と感じました。今回、一生記
憶に残る貴重な体験をさせて頂き誠にあり
がとうございました。子どもが大きくなっ
た時、思い出話をしてあげようと思いま
す。
　最後に、水戸市とアナハイム市が益々友
好な関係が築けます様にご祈念申し上げま
す。
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第29回アナハイム親善訪問に参加して
富田　幸一

　出発する前は少し不安な気持ちもありま
した。市役所前、幡谷理事長はじめ皆様に
見送られて出発しました。９時間弱のフラ
イト後、ロサンゼルス着、専用バスで市内
視察、アナハイムへ移動、シェラトンパー
クホテル着、砂漠の中に出来た都市という
説明からは想像もつかない、緑豊かな街、
道路の広さにも驚かされました。アメリカ
の人たちが、永い年月をかけて努力された
結果だと思います。ボランティアによる活
動も驚きでした。カート・プリングル市長
さんはボランティアだそうです。又、アイ
スホッケーの試合観戦、市長さんと一緒に
特別席で拝見させていただき、大変驚きま
した。市長さんの応援するダックスチー
ムが３対１で勝利し、大変な喜びでした。
アイスホッケーは、アメリカ四大スポーツ
の１つだそうです。他に、バスケット、野
球、アメフトがあります。その１つを生で
観戦させていただき、ありがとうございま
した。

　又、大リーグのエンゼルスのオフの球場
を見学させて頂き、案内人の女性の方は
800人の中から８人選ばれたうちの１人だそ
うです。松井選手のロッカーなどを拝見さ
せていただき、球場におりて自分の足で歩

いてみました。何ともいえない初体験でし
た。ここでの親善レセプション、私達のテー
ブルに日本語を教えている先生が入って、
通訳してもらいました。ホームステイに日本
に来られた２人の女性にも会いました。

　オーランドでは、テーマパーク、エプ
コットセンターを観光しました。アメリカ
トップ企業の最先端技術が集結されたテー
マパークで、「フューチャーワールド」と
「ワールドショーケース」のエリアから構
成されています。そしてマイアミへ。映画
やＣＭのシーンでもお馴染みの景観や町並
み、セブンマイルブリッジ－マリンブルー
の中に白い橋。百聞は一見にしかず。自
分の目で見た感動は素晴らしいにつきませ
ん。アメリカ最南端のキーウェストへ。ヘ
ミングウェイ－「老人と海」など有名な著
書があります－の家を見学。
　最後に、８日間青天に恵まれ、まさに夢
の世界でした。福島団長はじめ皆様方には
お世話になり、有難う御座いました。お蔭
様で一生の１ページができましたこと感謝
いたしますとともに、水戸市国際交流協会
の益々のご発展をご祈念申し上げます。
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アナハイム親善訪問に参加して
永井　信子

　私にとって、３度目の親善訪問の参加で

した。ロサンゼルス空港に着いて市内の視

察後、夕方ホテルに落ちつき、次の日は、

アナハイム市との友好親善の催しがあり、

昼食を共にしながらの和やかな歓談のひと

ときを過しました。

　３日目、空路フロリダ州のオーランド

へ。

　４日目は、エプコット観光です。広大

な敷地に６つのテーマパークがあり、エプ

コットはその中の１つです。何日いても楽

しみが尽きない夢と魔法の王国といわれ、

海外からもたくさんの観光客が訪れていま

す。

　真っ赤なポインセチアに見とれ入口から

入ると、先ず目につくのがエプコットセン

ターのシンボルである巨大な銀色の球体で

す。キラキラ輝いているのは、約1,000枚

の三角形のプラスチックのパネルが、ぐる

りと張り巡らされているからです。

　アトラクションでは、タイムマシンに

乗って３万年間の人類の歴史を体験、ミッ

ションスペースでは宇宙体験に出発した

り、パビリオン全体を利用した巨大な水族

館では大きなマナティに出会い、ソアリン

での空中散歩やその他たくさんの体験を楽

しみました。

　湖のまわりには、世界11ヶ国の建物が

並び、各国の文化にふれ、夕食後の花火と

レーザー光線とのショーに感激し、オーラ

ンドでの一日が過ぎました。

　次の日、マイアミに飛ぶ。昨日と同じ夏

の服装です。

　６日目の16日、キーウェストに向けて

出発、右手にメキシコ湾、左手に大西洋を

見渡しながら、全長約11kmのセブン・マ

イル・ブリッジを走るドライブの素晴らし

い風景は、今でも目先にちらつきます。

　後に、ヘミングウェイの家を見学しまし

た。庭に私の大好きなブーゲンビリアが咲

いていました。通りの家々の垣根もみんな

ブーゲンビリアなのが印象に残っていま

す。

　次の日は空路、シカゴで国際線に乗りか

え、18日無事に帰国しました。関係者の

皆様、団員の方々には、大変お世話になり

ました。ありがとうございました。お礼申

し上げます。
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アナハイム親善訪問団に参加して
袴塚　敦

　平成22年11月11日福島団長他30名に
て、アナハイム市親善訪問に出発致しまし
た。アメリカ本土は新婚旅行以来２度目と
なりますが、今回は親善訪問団員として訪
問させて頂いたため、アナハイム市の施設
の見学、市民の方々との交流等、貴重な体
験をすることができました。
　まず、ロサンゼルス空港に降り立った瞬
間、アメリカの雄大な風景を目に致しまし
た。
　ハイウェイは片側５車線、車窓からは正
に広大な大地を縦横に走る道路整備に驚き
を感じました。住宅地は区画整理され、整
備された町並みは広々として美しいもので
した。
　アナハイム市役所の視察では、水戸市と
アナハイム市の友好を表す表示が正面玄関
口に掲げられ、国際親善姉妹都市としての
関係が構築されていることを感じました。
議会議場では、市職員から今後将来の都市
創りについての説明を受け、今後の発展性
を感じました。

　友好親善プログラムとして、エンゼル・
スタジアムにおいて行われたアナハイム市
姉妹都市委員とのレセプションでは、高校
の先生をなさっている方との親睦を図り、
思い出となりました。
　アナハイム・コンベンションセンターに
ついては、とにかく大きな施設でありなが
ら、ラスベガスのコンベンション施設同様
の利用率、収益率を誇っていて国際会議等
に広く役立っているとのこと、規模の大き
さを改めて認識いたしました。
　今回の訪問では、今までＴＶ、映画で見
た景色が目の前に開け、雄大なる景観は言
葉に言い表せないほどの衝撃を受けると共
に、通常の観光旅行では、経験できないこ
とが経験できた有意義な８日間となりまし
た。
　最後になりましたが、アナハイム市親善
訪問団に参加させて頂けた事を心から感謝
致しますと共に、水戸市国際交流協会のま
すますの御発展と団員の皆様の御多幸をお
祈り申し上げます。
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アナハイム市親善訪問に参加して
本田　勝則

　第29回アナハイム市親善訪問及びアメ

リカ文化・行政視察団に初めて参加させて

頂き有難うございました。

　水戸市とアナハイム市との国際親善とい

う重責に不安を抱きながら、集合場所の水

戸市役所に向かいましたが、出発にあたり

加藤水戸市長並びに幡谷理事長の力強いお

言葉を頂き、安心して旅立つことができまし

た。

　成田空港から約９時間のフライトでロサ

ンゼルス空港へ無事到着。早速バスに乗り

込み市内視察へ。テレビ等でしか見た事が

ないハリウッドの文字、そしてムービース

ターの手形とサインが有るチャイニーズシ

アターを視察、ホテルへ向かうバスの中の

説明で、アナハイムがあるカリフォルニア

州方面は金融関係の就業時間をニューヨー

クを基準にしているため、時差（＋４時

間）の関係で午後１時には仕事が終了して

しまうとお聞きしました。改めてアメリカ

大陸の大きさに驚きました。

　ホテルにて小休止、夕食の後、本場ロサ

ンゼルスのディズニー・カリフォルニア・ア

ドベンチャーで、日本には無いワールドカ

ラーのウォーターショーを見て、その素晴ら

しさに感動をしながらホテルに帰りました。

　２日目にアナハイム市庁舎、議場等を視

察後、歓迎レセプションが行われるエンゼ

ル・スタジアムへ向かいました。ランチを

頂きながらレセプションが始まり、通訳の

方を通して、アナハイム市の方々と楽しく

歓談することができました。市の計らい

で、普段は入ることが出来ないスタジアム

のロッカールーム等を見ることが出来まし

た。夕食後、プロホッケーアナハイムダッ

クスの試合を観戦、翌日は朝早く出発する

のに興奮してなかなか眠れませんでした。

　３日目、改めてアメリカの大きさに驚き

です。西海岸側から東海岸側へ移動をする

のに飛行機で４時間のフライト。時差があ

るので、フロリダ空港に着いたのは午後４

時になりました。

　４日目は、終日エプコットセンター視察

です。日本をはじめ世界11カ国の文化に

触れ、一日中歩いていたのに感動と楽しさ

で疲れも感じませんでした。

　５日目、オーランド空港からマイアミ空

港まで、またもや飛行機で移動です。昼食

後、マイアミビーチで休息、さすがフロリ

ダ半島はまだビーチで泳いでいる人がたく

さんいました。
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　６日目、キーウェスト。ここはアメリ

カ大陸最南端の地点があり、キューバまで

90マイルほどで今でも亡命する人がいる

そうです。やはりアメリカは、あこがれの

自由の国なのですね。

　７日目、早朝マイアミ空港からシカゴ経

由で一路成田空港へ。水戸市役所に着いた

のが翌日の午後８時で、加藤市長をはじめ

大勢の方々に、寒い中で迎えていただきま

した。

　最後になりましたが、団長をはじめ団員

の皆様、関係者の皆様には大変お世話にな

り、本当に有難う御座いました。そして、

今後も水戸市・アナハイム市の友好が更に

深まっていくことを御祈念申し上げます。

アナハイム市親善訪問団に参加して
松本　伸章 

　今回の親善訪問団に参加が決定した時、
高校生のころの記憶が蘇ってきました。と
言いますのは、私が通っていた県立水戸桜
ノ牧高校近くにある水戸市総合運動公園沿
いの市道が「アナハイム通り」となってお
り、昭和58年アナハイム市の使節団が来
水し同校を訪問された際に当時学生であっ
た私は、交流をさせていただいたことが
あったからです。27年の時を経て、今度
は私自身がアナハイム市を訪れることと
なったことに、何か運命的なものを感じま
した。
　11月11日ロサンゼルス空港に到着し、
テレビ等でしか見たことがなかったチャ
イニーズシアターや移動する際の高速道路
の車線の多さ等、アメリカの雰囲気が眼
前に広がってきて、期待が尚一層高まり
ました。夜には友好親善プログラムの一環
である水と光による迫力あるディズニーの
ショーを見ることができ大変感動いたしま
した。

　２日目は市庁舎訪問時に議会場にて、プ
ロジェクターを利用しながら、今後のアナ
ハイム市の交通機関整備や都市整備構想の
話を聞き、スケールの大きさに驚かされま
した。
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　昼にはエンゼル・スタジアムの中で、ア
ナハイム市民の方々と昼食をとりながら交
流を深めることができ、改めて水戸市とア
ナハイム市との交流の深さ、歴史を感じる
ことができました。その後見学したアナハ
イム・コンベンションセンターは、とても
大きな建物であり、いくつものホール、会
議場が存在しているのにも関わらず、説明
の中で利用率が非常に高いということを聞
いて、これだけの施設を利用できるのはア
メリカという巨大な国であるからだと感じ
ました。

　夕食後、地元のアイスホッケーチームで
あるアナハイムダックスの試合を観ること
ができました。試合の迫力と声援の大きさ
とで、試合を見ているうちに会場内は寒い
はずなのに、興奮して寒さも感じないほど
でした。
　３日目以降、オーランド、マイアミと移
動しましたが、同じ国内で時差があること
も経験することができ、再びアメリカの広
大さを感じました。
　オーランドでは東京の山手線の約1.5倍
の大きさのウォルト・ディズニー・ワール
ド・リゾートの一部であるエプコットセン

ターを楽しむことができ、またマイアミで
は、アナハイムやオーランドとはまた違っ
た中南米のラテン的雰囲気を経験すること
もできました。
　この８日間で経験したことは、私の人生
の中で貴重な記憶の１ページとして残すこ
とができました。加えて、いつかまたアメ
リカを訪れてみたいとの強い気持ちでいっ
ぱいです。
　最後になりましたが、貴重な経験の時間
を与えて頂いたことに感謝すると共に、福
島団長並びに団員の皆様、水戸市国際交流
協会の皆様等大変お世話になったことに心
より厚く御礼申し上げます。
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第29回アナハイム親善訪問に参加して
山口　孝宏

　今回初めて参加させていただき大変あ
りがとうございました。出発前には不安で
いっぱいでした。出発日の11月11日11時
半市役所集合、幡谷理事長ならびに加藤市
長、又関係者等多くの皆様が見送りに来て
くださり、市長よりアナハイムと水戸の親
善、文化行政視察団として、交流を深めて
きてくださいと、力強い激励をいただき心
強く感じました。12時出発、見送りの皆
様を後に一路成田空港へ。

　16時35分発でロサンゼルスへ、ロサン
ゼルス着11日午前９時15分、マイナス時
差15時間くらいあり、昼間が２日続いた
感じでした。空港よりバスでアナハイム市
へ。

　アナハイム市姉妹都市委員会のご招待
で、アイスホッケー場見学、プロの試合を
見学させていただきました。指定席が用
意してあり、入場すると、先客が数名いま
した。挨拶したらビックリ、実はアナハ
イム市長とそのご家族の皆様でした。初め
て参加して市長さんと対面でき、大変感激
しました。後日、アナハイム市姉妹都市委
員会による、友好親善の懇親会。数グルー
プに別れて、文化、行政など、身近なお話
を聞かせていただき、大変感動しました。
特に水の再利用、１日４万ガロン使用する
水を再利用し、市庁舎の樹木や芝に散布し
ています。又、人の集まる所には、ゴミ箱
が必ず設置してあるので、街にゴミが落ち
ていません。街路樹等もよく管理され、街
全体が整理整頓され感動しました。街を歩
いても、会う人が必ず笑顔で挨拶してくれ
ます。とても素晴らしく感じました。市に
は、ディズニーランド、野球場、ホッケー
場などが多くあり驚きました。全世界から
観光客が集まって来ます。アナハイム市の
収入源は観光が半数以上であるとのことで
す。すばらしいと思いました。
　ロサンゼルス空港からオーランドへは約
４時間かかり、夕方着。後日、テーマパー
ク「エプコットセンター」の観光、驚いた
のは、規模の大きさ、日本のディズニーの
数十倍あるとのことでした。
　マイアミでは、映画やＣＭでも有名な、
フロリダキーズ、セブンマイルブリッジ、
キーウェスト、ヘミングウェイの家、マイ
アミビーチと観光させていただきました。
アメリカ最南端のサザンモストポイントに
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も行って来ました。
　今回初めて参加して、自分の目で体で体
験できたこと、大変嬉しく思い、一生の思
い出になりました。又、私の職場の近くに
も、アナハイム通りや記念碑があり、その
つど思い出します。団員の皆様のおかげ
様で楽しく、８日間を無事過ごせましたこ
と、本当にありがとうございました。

アナハイム親善訪問に参加して
渡邊　庸弘

 
　第29回国際親善姉妹都市アナハイム親
善訪問視察団の派遣団員として今回の視察
に参加させていただき、アメリカ到着２日
目、アナハイム市民の方々との交流会が行
われる日となりました。
　緊張の面持ちの中で宿泊先であるシェラ
トンアナハイムを出発、最初にアナハイム
市庁舎を訪問、都合により市長とは面談さ
せていただくことは出来ませんでしたが、
市職員より、アナハイム市の現況や新たな
交通機関の開通を含めた都市開発計画等の
説明を受けて、スケールの大きさに驚きな
がら市庁舎を見学し、次に視察した歯科技
工専門施設の最新設備に感嘆した後に、昨
シーズンまで松井秀喜選手が所属していた
メジャーリーグのアナハイムエンゼルスの
本拠地であるエンゼル・スタジアムに到着
しました。

　エンゼル・スタジアムの中に入ると、既
に歓迎レセプションの準備がされており、
アナハイム市と水戸市の姉妹都市としての
関係が34年に渡り続いていることや、親
善訪問が今回も含め29回にもなるといっ
たことから、自分がアナハイム市親善訪問
視察団の派遣団員であることに、改めて身
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の引き締まる思いになりました。
　その様な中で、いよいよレセプション
が開始され、英語が得意ではなくコミュニ
ケーションをとることや会話においてはど
うしたらいいのだろうと不安になっている
と、大阪にて２年間に渡り日本語を勉強し
ており、現在はアナハイム市内の学校にて
日本語を指導しているという先生が席に着
いてくれたおかげで、同席のアナハイム市
内にて宝石関係の店舗を経営している方等
との会話もスムーズに行われ、心配してい
たコミュニケーションもとれたことにホッ
と一安心したのと同時に、楽しい一時を過
ごすことが出来て、僅かながらもアナハイ
ム市と水戸市の更なる友好親善の一部が担
えたかなと思いました。

　最後となりましたが、福島団長並びに団
員の皆様には大変お世話になりありがとう
ございました。貴重な経験をさせて頂いた
ことに感激すると共に、今後も水戸市とア
ナハイム市の交流が更に深まることを祈念
しております。

アナハイム市視察訪問に参加して
水戸市議会議員　小松﨑　常則

　今回のアメリカ、アナハイム市訪問は、
私にとって大変興味と、大きな期待をした
訪問でありました。
　それは今回は３回目の訪問であります
が、前回は10年位前であり、体の都合
や、日程等の調整等もあり延びのびとなり
今回漸く訪問が実現出来た訳であります。
そして今回は総勢30名の訪問団の一員と
して参加をさせて頂き、すばらしく発展し
たアナハイム市を始め、オーランド市、マ
イアミ市等各市を視察させて頂きました。

　特にアナハイム市は、懸案であったハイ
スピードトレイン、いわゆる日本流で表現
すれば、新幹線の計画が現実的に進められ
るとのお話をお伺いし、アメリカとして
は、初めての試みの様であります。この事
は、広大な国土の移動を航空機オンリーの
社会から一般市民側とすれば、極めて利用
し易い安易な移動機関となり、大きな期待
があるのではないでしょうか。この事は勿
論アメリカ国土全体計画ではなく、拠点都
市内、或いは各州間の機関交通の範囲だろ
うと推測をして居りますが…。
　いずれにしても、一定範囲のアメリカ国
民に、ある意味での交通変化があるのでは
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と思わされました。
　フロリダ州のオーランド市は私にとって
は初めてでありましたが、フロリダ半島の
ほぼ中間位にあり、観光を主体とした地域
であり、夜はエプコットセンターのワール
ドショーケースで、アメリカ人気質といい
ましょうか、想像を絶する様な最先端技術
の結集といわれる水と光のファンタジーと
申しましょうか、筆舌に絶するすばらしい
光景の演出でありました。
　最後の日は、唄にもあります「白砂のマイ
アミビーチ」は南国の情緒を満喫出来る、こ
れまたすばらしい海辺であり、海と海岸は
若者の楽園にふさわしい所でありました。
　以上雑感をまとめましたが、アメリカの
すばらしい発展は目を見張るものがあり、
私どもと致しましても今後益々交流を深
め、相互の発展と親交を深めて参りたいと
思っております。
　最後にアメリカアナハイム市親善訪問団
の一員として参加させて頂きました事に感
謝し、参加されました皆様方や、企画運営
をされた関係の方々に感謝を申し上げ、両
市の益々の親善交流が進展されます事を祈
念致します。

親善訪問団に参加して
水戸市議会議員　内藤　丈男

　親善訪問団の一員として３度目の訪問と
なった今回も新たな発見の連続であり、ア
メリカという国の広さと豊かさを改めて感
じるものとなりました。

　昭和51年に国際親善姉妹都市の盟約を
締結し、以来、様々な交流を続けてきたア
ナハイム市訪問においては、市議会議場や
市内の各施設において丁寧な説明を受け、
さらに交流レセプションでは、温かくか
つ盛大な歓迎を受け、心のこもった様々な
催し物に感激するとともに、姉妹都市委員
会はじめ市関係者の皆様の御苦労を思い大
変感動いたしました。また、今回の交流レ
セプションの会場となったのは、あの松井
秀喜選手が今シーズンまで所属していたア
ナハイム・エンゼルスのホーム球場でもあ
り、アナハイム市の粋な計らいにより、思
いがけず松井選手がプレイしたグラウンド
に立てたことも良い思い出となりました。
　その後訪問したオーランド市、マイアミ
市では、いずれも豊かな風土を生かした観
光産業をメイン産業としたまちであること
から、「いかに集客していくのか」、その
まちづくりを見てまいりました。オーラン
ド市においては、各施設の規模の大きさや
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そのエンターテイメント性、アトラクショ
ンのクオリティーの高さに驚き、またマイ
アミ市においては、アメリカのダイナミッ
クな風土、豊かで美しい自然環境、明るく
おおらかな人々の気質に触れ、大いに感動
いたしました。
　前段にも書きましたが、今回の訪問も新
たな発見の連続でありました。
　また、各都市を訪問し、新たなアメリカ
の魅力を発見しながらも、我が水戸市の魅
力にも気付くことができたという嬉しい訪
問にもなりました。
　最後に、今回大変お世話になりました訪
問団の皆様はじめ関係各位に感謝するとと
もに、今後ますますアナハイム市との交流
が深められ、お互いに発展されますよう心
から御祈念申し上げます。ありがとうござ
いました。

アナハイム親善訪問に参加して
村田　進洋

　私にとってアナハイム市への訪問は今回
で10回目となり、昭和62年から始まった
交流で培ってきた、アナハイム市の姉妹都
市委員会の皆様をはじめ、市長、市議会議
員、そして市民の方々とお会いできること
を出発前から楽しみにしておりました。
　今回の訪問日程では、最初にアナハイム
市を訪れましたが、団員の皆様は空路の疲
れも見せず、当初から精力的に交流の推進
に努めておりました。
　アナハイム市と本市は、昭和51年に政
治、経済、教育、文化など各方面の交流を
通じて、両市の市民間の友情と相互理解
を深めると共に、将来にわたる発展を願っ
て、国際親善姉妹都市の盟約を結び、今回
で29回目の訪問を迎えました。
　この間、両市の様々な交流により着実に
大きな成果を収めており、友情の輪が大き
く広がっているところでございます。
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アナハイム市親善視察団としての雑感
水戸市議会議員　川﨑　篤之

　私にとって５年ぶり２度目のアナハイム
市訪問は、都市の変化と発展や強い地域ア
イデンティティの醸成を強く感じさせてく
れる機会となった。また、地域の方々との
交流会はもちろんのこと、アイスホッケー
の観戦を通じて市長のご家族との交流を
もったことは、貴重な経験となった。ここ
ではいくつかのトピックを取り上げてまと
めとしたい。

○高速鉄道計画と都市再開発
　カリフォルニア州ではサンフランシスコ
とロサンゼルスを２時間30分で結ぶ高速
鉄道建設計画が推進されており、2011年
よりいよいよ着工することとなっている。
アナハイム市についてはこの計画の進捗に
合わせた500億円規模の都市再開発が計画
され、観光・コンベンション・アミューズ
メントを中心とした都市交通基盤整備と大
規模な再開発が予定されている。この事業
は民間の資本投資のみならず、合衆国政府
や州政府による大規模な資本投下も予定さ
れているものであることが、プロジェクト
としての重要性の高さを物語っている。交
通網の変化や発展が都市構造を大きく変化
させるきっかけ、要素となることの事例で
あると強く認識した。同時に、そのような
大きな転機において、都市の目指すべき方

　今回の視察で私が改めて感じたことは、
アナハイム市では委員会の皆様が中心と
なって、われわれ訪問団を受け入れてい
ただいております。水戸市においても今後
は、民間レベルでの組織的な受け入れ態勢
が必要であると痛感いたしました。
　また、行政間では、先進都市であるアナ
ハイム市の消防や英語教育の観点から、本
市の消防・教育の関係者や職員が行政単位
で交流を深めることにより、安心安全な街
づくりの推進や子どもたちの国際社会に対
応した語学力の向上が図られ、さらなる水
戸市の発展があるものと、今回の訪問であ
らためて実感いたしました。
　最後に、参加された市民の皆様、市議会
議員、またこの視察に際しご尽力をいただ
きました、水戸市国際交流協会及び関係者
の皆様方に心から感謝を申し上げます。
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向性を明確なビジョン（コンベンション都
市的性格）として打ち出すことの重要性を
示すものであった。
○ MLBエンゼルス、NHLダックス、ディ
ズニーと地域アイデンティティ
　アナハイム市のシティアイデンティティ
は、エンゼルス、ダックス、ディズニーの
３要素によって構成されているように感じ
られた。２つのプロスポーツチームについ
ては、街のいたる所にこれらのフラッグや
タペストリーなどが掲出され、街全体で
応援している雰囲気を醸し出している。エ
ンゼルスタジアムは市民の誇りとして堂々
とそびえたっており、HONDAセンターに
おけるダックスの試合に至っては、市長も
市民も一緒になった熱狂的な盛り上がりに
「街」としての一体感を強く感じ、その姿
は私にとってうらやましくさえ見えた。Ｊ
リーグチームを有する本市こそ、地域密着
のクラブチームをどのように街のアイデ
ンティティを育むキーコンテンツとして活
かしていくか、その取り組みを大いに研究
すべきものと改めて感じた。また、ディズ
ニーは、これらのクラブチームについては
もちろん、バスケットボールの大学リーグ
をはじめとした数々の地域プロジェクト
に、積極的な支援を行っている。地域に根
差した企業として、地域アイデンティティ
の醸成に貢献している重要な事例であると
いえる。プロスポーツクラブ、地元企業、
自治体の連携の構図のあり方を大いに参考
にしたい。
○福祉と都市バリアフリー
　アナハイム市のみならず、アメリカ滞在
中には電動車いすの利用者の多さに驚かさ

れた。そのため、アミューズメント施設や
公共施設においては、車いす対応のバリア
フリー化や、スタッフの細やかな心遣いが
徹底されている様子を見ることができた
ことは大変参考になった。一方、車椅子を
利用されている方や足を悪くしておられる
方の多くは、体型的にかなり大柄な方が多
く、このことが足腰の弱体化に強く影響し
ていることを感じざるを得ない。オバマ政
権が掲げる高騰する医療費の抑制や国民皆
保険の確立については、非常に困難な道の
りであることを強く感じさせられた。
　今回の交流会においては今夏、水戸を訪
れてくれた２人の女子高校生と会話を交わ
すことができた。彼女たちは水戸でのもて
なしについて熱く語ってくれ、また水戸を
訪れることを約束してくれた。今後とも、
特に若者や学生層を中心とした交流をより
積極的に行うことこそが、より充実した都
市間協力を構築するうえでも重要であると
考える。そのためには現行の短期間の相互
派遣のみならず、短期交換留学などのプロ
グラムをつくることも一案である。また、
アナハイム市で毎年冬に行われていれる楽
器の祭典「WinterNamm」と水戸芸術館
との交流など、新たな取り組みも有効なア
イデアとして今後検討したいと思う。
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『アナハイム市議会に驚嘆！』
水戸市議会議員　安藏　栄

　11月11日、市庁舎前で加藤市長、幡谷

理事長の力強い壮途の言葉をいただき、そ

の責務への緊張感と感謝の念を胸に、団員

の一員として、９時間におよぶ機上の人と

なりました。

　水戸市とアナハイム市との交流は、昭和

49年に始まり、アメリカ合衆国建国200

年祭に当たる昭和51年12月21日、両市は

「国際親善姉妹都市」盟約の締結に至り、

今年で姉妹都市34年となるとのことであ

り、あらためて、その歴史の重さに感慨深

く想いを巡らすところでございます。

　アナハイム市の親善訪問の際には、市庁

舎を初め、最先端の歯科医療技術を学ぶた

めの施設「サイブロン・デンタル・ラーニ

ング・センター」、数々の会議や催し物が

開催されている巨大な多目的ホール「アナ

ハイム・コンベンション・センター」等の

施設を視察し、担当者から素晴らしい再開

発の計画が示されました。

　その中で、特に注目いたしましたのは、

アナハイム市の議会制度についてでありま

した。その議会制度は、「シティ・マネー

ジャー制」という、市長を行政の主体とす

る大統領制とは違い、市議会がシティ・マ

ネージャーを任命し行政を任せるという

制度で、この制度のもとでは、市議会は

政策の決定、条例の制定、予算の認定、シ

ティ・マネージャーの任命を行い、市長は

儀礼的な仕事や市議会の議長的な行為を行

うとのことでありました。議会には、議決

権・立法権・執行権が委ねられ、またその

市議会が４人の議員で構成されていること

に大変驚き、今後とも行財政改革が目的と

するところの勉強を重ねていきたいと強く

思うと共に、是非とも、インターネットに

よる傍聴をしてみたいところです。

　その後、松井秀喜選手が活躍していたエ

ンゼル・スタジアムにおいての歓迎レセプ

ションでは、アナハイム市姉妹都市委員会

の方々より、アットホーム的な大変温かい

おもてなしを受け、感激をしつつ、これま

で友好を深めるために御尽力いただいた多

くの方々に、敬意と感謝を申し上げたいと

思います。

　アナハイムを後にしてからは、オーラン

ド市、マイアミ市を訪問し、アメリカ大陸

の豊かで広大な自然環境やアメリカの高い

技術力、優れたエンターテイメント性にも

触れることができました。私にとって初め
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てのアメリカ大陸・・・非常に有意義で貴

重な見聞と体験ができた８日間となりまし

たが、日本とアメリカ・水戸市とアナハイ

ム市との友好の輪が更に深まり、信頼の絆

で強く結ばれ両市が益々発展されるよう祈

らずにはいられません。

　最後になりましたが、今回大変お世話に

なりました、福島団長並びに団員の皆様、

そして水戸市国際交流協会の皆様に心から

御礼申し上げます。ありがとうございまし

た。

アナハイム市訪問で
初めてアメリカの地を踏む

水戸市議会議員　飯田　正美
 
　第29回国際親善都市姉妹都市アナハイ
ム市親善訪問及びアメリカ文化・行政視察
団に参加し、初めてアメリカの地を踏みま
した。
　国際親善都市姉妹都市アナハイム市は、
アナハイムリゾートと言われているほどの
都市で、ディズニーランドを中心とする疑
似ユートピアとホテル群が立ち並ぶ他、巨
大なコンベンションセンターや大リーグの
エンゼル・スタジアムがそびえ、その規模
の大きさに圧倒されました。
　エンゼル・スタジアムで開催されました
アナハイム市姉妹都市委員会による友好親
善プログラムのなかで、同じテーブルの女
性市議会議員から昨年水戸市制120周年記
念行事に両親などとともに水戸市を訪れた
時、一般の多くの方からも大変心のこもっ
たおもてなしを受け感激しました、と何度
も言われ、こちらが恐縮するほどでした。

　とにかくアメリカの印象は、①全てが
大きいということです。日本人より体格の
良い人が多い、ジュースのサイズも大き
く食べ物もボリュームがある、トラックや
バスも大きい（普通車はそれほどでもな
かった）、道路は広い等々です。②セキュ
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リティが厳しく徹底している。入国審査は
いざ知らず、航空機での国内線移動でも搭
乗チェックでは靴を脱がねばならず、また
ペットボトルの飲み物は捨てなければな
らない等があり、緊張しました。③細かな
サービスは今一つで、日本の方が優れてい
るとの印象を持ちました。ホテルではカー
ドキーの作成ミスがあったこと、シャワー
は固定式でノズルがなく不便、お湯もすぐ
に出て来ず困惑しました。お店のレジでは
長く待たされるなどです。
　今回はアナハイム市のほか、東海岸のフ
ロリダ州オーランド市とマイアミ市も訪問
しました。オーランド市のディズニーは日
本のディズニーランドの二百数十倍の面積
があり、園内をモノレールで移動するほど
の規模でびっくりしました。日本ではこん
なに大きなものを造るという発想自体が浮
かんでこないのではないでしょうか。また、
マイアミ市はアメリカを代表するリゾート
ですが、アメリカ最南端のキーウエストと
いう島まで行くことができました。ここは文
豪へミングウェイが愛した島としても知ら
れ、生活したその家を訪れることができ、
ここで「老人と海」を執筆していたのかと
思うと何か不思議な感じがしました。

　最後になりますが、今回ご縁があって一
緒に行動させていただきました団員・随行
の皆様、本当にありがとうございました。
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国際親善姉妹都市アナハイム市親善訪問
水戸市市長公室長　田尻　充 

　アナハイム市への使節団への参加が決ま
り、日程や内容など確認しながら、これま
でどのような交流があったのか、あらため
てその経過をたどって準備を進めました。
アナハイム市からの学生親善大使と会う機
会はあったものの、現地を訪問するのは初
めてのことで、記録やインターネットから
の情報に頼るものでした。実際足を踏み入
れると、情報や想像をはるかに超えるもの
があり、まさに百聞は一見に如かず…。
　１日目、ロサンゼルスに到着し、アナ
ハイム市に向けてバスの車窓から市内を視
察。
　まず、目に飛び込んできたものは、片側
４～６車線の道路…日本では高速道路でも
あまり見かけることのないスケール…料金
所手前のスペースを想像していただくこと
で、理解していただけるとは思いますが、
まずは道路の広さに驚かされました。
　その後、多くの日本車が走る中で、ハ
リウッドの風景を車窓に置きながら、アナ
ハイム市に到着。早速、ホテル周辺を散策
し、夕食をとり休む間もなく、夜遅く出向
いたディズニーのイベントに、驚くばかり
で、疲れを忘れていました。
　２日目は、今回のメインとなるアナハイ
ム市との公式交流。市庁舎を訪問すると、
庁舎前面に水戸市の庭園があることに感動
を覚え、親善姉妹都市の歴史の重さに、な
んとも言えない嬉しさが湧いてきました。
　その後、アナハイム市のまちづくりにつ
いて、日本の新幹線にたとえられる国・州
政府、民間などとの共同プロジェクトの説
明を受け、その壮大さに驚かされました。

特に、ディズニーという観光資源が、広大
なアメリカ西部においても、まちづくりの
プライオリティーを高めている点で、民間
事業者との共同による構想の重要性を感じ
られました。
　続いて、松井秀喜選手が活躍したロサ
ンゼルス・エンゼルスが本拠地とする球場
（エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイ
ム）を訪問し、そこで、アナハイム市の親
善委員会の方々とのレセプションが開催さ
れました。日本で行われるような公式行事
の式次第のイメージではなく、自由な流れ
に少し戸惑いながらも、これが文化の違い
かと感じられました。プレゼント交換にお
いても、日本にはないフリーな感覚が気分
を楽にしてくれたところに、一昨年、ア
ナハイム市の学生親善大使として水戸市を
訪れていた二人が私を覚えてくれていたこ
と、私も二人の面影を思い出し、とても楽
にコミュニケーションが図れ、リラックス
できたことが印象に残っています。委員会
の皆さんのおもてなしの気持ちは、その雰
囲気からしっかり伝わってきましたが、言
葉の壁は如何ともしがたく、共通言語の必
要性を思い知らされたことで、水戸市が特
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区として進めてきた英会話教育が、これか
らも、より以上に必要であることを痛感さ
せられました。
　それ以降、オーランド市、マイアミ市を
駆け足で巡り、それぞれ、広大なアメリカ
の個性ある都市の景観と自然を目の当たり
にし、驚きの連続だった体験を、私なりに
栄養にしたいと思っています。

「アナハイム市親善訪問団に参加して」
水戸市議会事務局　三宅　陽子

　11月11日から11月18日までの８日間の
日程で、第29回国際親善姉妹都市アナハ
イム市親善訪問及びアメリカ文化・行政視
察団に参加させていただきました。私に
とってアナハイム市は勿論、初めて足を踏
み入れるアメリカ大陸でありましたので、
その広大さにとても驚き、そしてとても感
動いたしました。
　訪問２日目、アナハイム市議会議場にお
いて、アメリカ初となるプロジェクトを盛り
込んだ総合計画、市の議会制度やその運営
等について説明を受けられたことは、市議
会運営に携わっている私にとりまして非常
に興味深く、大変参考になりました。その
後、アナハイム・エンゼル・スタジアムにて
歓迎レセプションが開催され、市関係者を
はじめ姉妹都市委員会の皆様から温かい歓
迎を受けました。英会話は大の苦手の私で
ありましたが、通訳の方の助けをお借りし
て、たくさんの笑顔と出会うことができ、大
変思い出深いひとときとなりました。

　訪問３日目、アナハイムから４時間の
フライトを経てオーランドへ。テーマパー
クのまちの名のとおり、市内には数多くの
テーマパークがあり、そのひとつひとつの
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完成度と訪れる人々を魅了するエンターテ
イメント性、そして高度な表現を可能にす
る高い技術力にアメリカのすごさ、大きさ
を感じました。

　訪問５日目、オーランドからマイアミ
へ。まぶしく輝く太陽と、果てしなく続
く碧い海岸線は言葉にできないくらい美
しく、いつまでも心に残るものとなりまし
た。
　初めて訪れたアメリカ、この親善訪問
は、心温まる交流を通して、その豊かな文
化や気候風土に触れ、出発前の予想を大き
く上回る発見と感動を私にもたらしてくれ
ました。とても貴重な体験ができ、忘れら
れない充実した８日間でした。
　このような有意義な機会をいただいたこ
とに感謝するとともに、アナハイム市と水
戸市との今後さらなる交流の発展がなされ
ますよう微力ながら協力していきたいと
思っております。
　最後に、今回大変お世話になりました訪
問団の皆様はじめアナハイム市関係者の皆
様、そして大変御苦労いただきました国際
交流協会の皆様に心から御礼申し上げま
す。本当にありがとうございました。



資　料　編

アナハイム市からのプレゼント
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国際親善姉妹都市アナハイム市との交流　　　　　　　  （平成22年 12月現在）

【国際親善姉妹都市盟約締結までの経緯】
　水戸市とアナハイム市との交流は、昭和49年（1974）アナハイム市在住の水戸市出身の実業家が、

中学時代の恩師をアナハイム市に招待したことに始まる。

　その後、アナハイム市のキワニスクラブの会員を中心とするグループと、幡谷祐一氏を中心とし

て組織された茨城県国際文化交流協会の会員とによる活動が実を結び、教育視察団の派遣やアナハ

イム市のビル・ソーム市長を団長とする使節団の来水などを経て、アメリカ合衆国建国200年祭に

当たる昭和51年（1976）12月 21日、両市は「国際親善姉妹都市」盟約の締結に至った。

【水戸・アナハイム  交流の足跡】
　姉妹都市となった両市は、親善友好関係を深めるため、様々な交流活動を重ね今日に至っている。

その交流は、定期的な相互訪問を中心に、様々な主体、多様な内容で展開されている。

（相互訪問）

○水戸市使節団の派遣

　 　水戸市使節団のアナハイム市への派遣は、昭和51年（1976）の姉妹都市調印式使節団派遣を

第1回として、これまで29回行われ、延べ866人がアナハイム市を訪問している。

○アナハイム市使節団の来水

　 　アナハイム市使節団の来水は昭和51年（1976）を第１回として、これまで15回あり、延べ

415人が水戸市を訪問している。

○水戸市学生親善大使の派遣

　 　水戸市学生親善大使のアナハイム市への派遣は、昭和63年（1988）の第１回以来、これまで

21回実施され、合計420人（学生389人）がアナハイム市を訪問している。

○アナハイム市学生親善大使の来水

　 　アナハイム市学生親善大使の来水は、昭和60年（1985）の第１回以来、これまで26回実施され、

合計94人（学生86人）が水戸市を訪問している。

（モニュメント）

○「水戸橋」（アナハイム市）

　 　姉妹都市盟約締結を記念して、アナハイム市は「水戸橋」を建設し、昭和52年（1977）に、

その渡り初めが行われた。

○「アナハイム通り」（水戸市）

　 　昭和58年（1983）、水戸市総合運動公園沿いの市道が「アナハイム通り（Anaheim Way）」と

命名され、記念碑の除幕に続き、「アメリカハナミズキ」の記念植樹が行われた。

○「ミト・スクエア」（アナハイム市）

　 　姉妹都市10周年を記念して、昭和61年（1986）、アナハイム市庁舎前に「ミト・スクエア」

が建設された。
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○「であい像」（水戸市）

　　姉妹都市15周年を記念して、平成3年（1991）、水戸総合運動公園内に「であい像」が建立された。

○「アナハイム橋」（水戸市）

　 　姉妹都市30周年を記念して、平成18年（2006）、千波公園内に「アナハイム橋」及び記念碑

が建立された。

（功労者への表彰）

○アナハイム市からの表彰

　 　両市の友好親善に尽力したとして、昭和54年（1979）、和田祐之介市長が「アナハイム市名誉

市民」の称号を授与された。また、昭和57年（1982）には、幡谷祐一国際親善都市交流促進協

議会会長が「No.1 フレンド賞」を受賞した。幡谷氏は、昭和63年（1988）には「アナハイム市

名誉市長」にも認定されている。

○水戸市からの表彰

　 　両市の友好親善に尽力したとして、平成18年（2006）、財団法人水戸市国際交流協会、アナハ

イム市姉妹都市協会、チエコ・デューティー様が表彰された。

（その他の交流）

○石川小学校とサンキスト小学校の姉妹都市の提携

　　昭和54年 (1979)、両校は姉妹校を提携し、絵画作品や手紙の交換などをして交流を深めている。

○ミッキーマウス 60歳記念祭への出席

　 　昭和 63年（1988）、ミッキーマウスの60歳記念祭に水戸市の児童11人が招待され、世界中

の子供たちと親善を深めた。

○児童絵画展

　 　平成 18年（2006）、姉妹都市30周年を記念して、市内の幼稚園、小・中学校、特殊教育諸学

校及びアナハイム市サンキスト小学校の児童生徒による絵画展が開催された。

○アナハイムフェスティバル

　 　平成 18年（2006）、姉妹都市30周年を記念して、交流の歴史、アナハイム市の紹介等を中心

としたイベントが水戸市国際交流センターにおいて開催された。

○国際姉妹都市交流シンポジウム

　 　平成 21年（2009）、水戸市市制施行120周年を記念して、水戸市・アナハイム市・重慶市の

関係者を迎え、これからの姉妹都市交流のありかたについてディスカッションが行われた。

　 　また、シンポジウムに合わせ、姉妹都市の紹介などを中心とした交流の歴史パネル展が水戸市

国際交流センターにおいて開催された。

○アナハイム市との教育交流事業

　 　平成21年（2009）、英語指導助手のアナハイム市からの受入（採用）に向けて、水戸市教育委

員会と連携しながら、アナハイム市関係機関と各種調整、協議を行った。

　　採用者：１名（平成22年６月）
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（出版物）

○「アナハイムにかける橋」の発刊（茨城県国際文化交流協会（代表：幡谷祐一）著）

　　教育視察団の視察成果をまとめたものが昭和51年（1976）に刊行された。

○「アナハイムへの道」の発刊（和田祐之介、茨城県国際文化交流協会著）

　　盟約締結までの経緯をまとめたものが昭和53年（1978）に刊行された。 

○「20年のあゆみ」の発行

　 　姉妹都市 20周年を記念して、20年間の交流事業をまとめた記念誌が平成9年（1997）に発

行された。

○「友情の懸け橋」の発行

　 　姉妹都市30周年を記念して、30年間の交流事業をまとめた記念誌が平成19年（2007）に発

行された。

― 両市のプロフィール ―

水戸市 アナハイム市

人　 口 266,670 人
（2010 年 11月現在）

345,317 人
（2005 年 1月現在）

面　 積 217.43 ㎢ 128.7 ㎢

緯　 度 北緯 36度 21分 57秒 北緯 33度 49分 58秒

経　 度 東経 140度 28分 17秒 西経 117度 54分 57秒

気　 候
平均気温：摂氏 14.2℃
年間降水量：1,461mm
温暖湿潤気候

平均気温：摂氏 21℃
年間降水量：249mm
地中海性気候

市 の 花 ハギ キンセンカ（Calendula）

市 の 木 梅 マグノリア（Magnolia）

市制施行 1889 年（明治 22年） 1857 年
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1　目　　的　国際交流推進事業の一つとして，国際親善姉妹都市であるアナハイム市及びアメリカ
の主要都市へ訪問団を派遣し，相互理解と友好親善を深め，国際的視野にたった人材
の育成を目指すとともに，市民相互の交流を促進する。

2　主　　催　財団法人水戸市国際交流協会
3　期　　間　平成22年11月11日（木）～11月18日（木）　（8日間）
4　訪 問 先　・アナハイム市（カリフォルニア州）

・オーランド市（フロリダ州）
・マイアミ市（フロリダ州）

5　派遣人員　40人（うち一般市民は30人，先着順）
6　主な活動　・アナハイム市及び主要都市の文化・行政視察並びに施設見学

・アナハイム市，姉妹都市委員会への表敬訪問及び歓迎行事等参加
・市民間の交流活動など

7　事前研修（結団式）　10月29日（金）10：00～12：00　水戸市国際交流センター
8　事後研修（解団式）　11月26日（金）18：00～19：30　水戸市国際交流センター
9　応募資格　（1） 本人または家族が，応募時点で水戸市に居住している方（その他協会が必要と認

める方）
　 　　　　　　　（2）国際交流に関心を持ち，友好親善に努めたい方
　 　　　　　　　（3）健康で協調性に富み，実施計画に従って規律ある団体行動ができる方
　 　　　　　　　（4）事前・事後研修を含めて全日程参加できる方
　 　　　　　　　（5） 帰国後もこの経験を生かし，本市の実施する国際交流推進事業に積極的に参加で

きる方
10 応募方法　募集要項と参加申込書を切り離し，参加申込書に必要事項を記入のうえ，証明写真（パ

スポートサイズ4.5× 3.5cm）及びパスポートコピー（ある方のみA4サイズで）を
添えて9月 17日（金）から10月 10日（日）までに水戸市国際交流協会まで持参又は
郵送でお申し込みください（FAX不可）。期間内でも定員になり次第締め切ります。
参加申込書は協会ホームページからもダウンロードできます。
　水戸市国際交流協会（午前9時～午後9時）
　※9/20（月）・21（火）・23（木）・27（月）・10/4（月）は休館
〒310-0024　水戸市備前町6-59　水戸市国際交流センター内
電話：029-221-1800　　URL:http://www.mitoic.or.jp

11 参加費用　315,000円（うち30,000円を協会が補助します）
　　　　　　　　・参加費用に含まれる主なもの

航空運賃（エコノミークラス）及びバスなどの運賃料金，観光料金，宿泊料金日
程記載の食事料金，傷害死亡・後遺傷害保険など

　　　　　　　　・参加費用に含まれない主なもの
渡航手続関係諸費用，オプショナルツアー代金，個人的性質の諸費用，超過手荷
物運搬料金，一人部屋追加料金（60,000円），ビジネスクラス追加料金（434,800
円），海外旅行保険 (個人用任意保険 )など

平成 22年度　第 29回国際親善姉妹都市アナハイム市
親善訪問及びアメリカ文化・行政視察団派遣

募　集　要　項
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　　　　　　　　・ お一人でのお申し込みで相部屋希望の方は，調整が付けば相部屋となりますが，
できない場合はシングル利用となり追加代金（60,000円）をいただきます。

12 派遣者の取り消し　・ 派遣決定後であっても，応募資格の虚偽報告及び不適格と認められる行為や事実
があった場合は資格を取り消すことがあります。その場合に発生するキャンセル
料は本人負担となります。

　　　　　　　　・ 出発後の取り消しは団長が行ないます。この場合における損害等の賠償責任は，
一切取り消された該当者本人となります。

13 取消し料　10月 12日（火）以降の参加取消しについては，旅行約款に基づき該当者本人に相応
　　　　　　　の取消し料負担が生じます。
14 そ の 他　・申込書に記入いただいた個人情報（氏名，住所，電話番号など）は，申込者間と  
　　　　　　　　の連絡や本事業における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続
　　　　　　　　きに必要な範囲内で利用いたします。
　　　　　　　　・ 本事業は，参加者の安全を最優先としますので，今後の国際情勢によっては，参

加決定後でも変更または中止する場合があります。

※利用航空会社：アメリカン航空（AA）
　利用ホテル：ヒルトン　アナハイム
　　　　　　　 ヒルトン　オーランドリゾート　レイクブエナビスタ
　　　　　　　 マイアミビーチ　リゾート&スパ
※日程や航空会社、ホテル等は変更になる場合があります。

日次 月日（曜） 地 名 （現地時間） 交通機関 行　　　　　程

１ 11/11
（木）

水戸市役所発（12:00）
成田空港発（16:35）
ロサンゼルス着（9:15）
アナハイム市

専用バス
AA170便
専用バス 着後：ロサンゼルス市内視察後

　　　アナハイム市へ移動
〈アナハイム泊〉

２ 11/12
（金） アナハイム市内 専用バス 終日：アナハイム市内視察

〈アナハイム泊〉

３ 11/13
（土）

アナハイム発（早朝）
ロサンゼルス発（8:30）
オーランド着（16:20）

専用バス
AA244便 終日：オーランド市へ移動

〈オーランド泊〉

４ 11/14
（日） オーランド市内 専用バス 終日：オーランド市内視察

〈オーランド泊〉

５
11/15
（月）

オーランド発（朝）（11:55）
マイアミ着（13:00）

専用バス
AA1593便

着後：マイアミ市内観光
〈マイアミ泊〉

６
11/16
（火）

マイアミ 専用バス マイアミ視察
〈マイアミ泊〉

７
11/17
（水）

マイアミ発（7:25）
シカゴ着（9:30）
シカゴ発（11:15）

AA643便

AA153便 〈機中泊〉

８
11/18
（木）

成田空港着 (15:15)
水戸市役所着

専用バス



－ 56 －



第29回国際親善姉妹都市アナハイム市親善訪問
及びアメリカ文化・行政視察団報告書

　　　　　　　編集　財団法人水戸市国際交流協会
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