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団長あいさつ

水戸市長　高橋　靖

　このたび、第30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

長として、21名の団員の皆様とともにアナハイム市等を訪問し、相互理解と友好親善を深め、国

際的な視野に立った人材の育成を目指すとともに、市民相互の交流の促進に寄与するという所期の

目的を無事達成できましたことは大変喜ばしく、団員の皆様のご協力と関係者の皆様のご支援に深

く感謝申し上げます。

　今回の視察では、アナハイム市の消防署や警察など各施設をはじめ、経済・工業・観光の各産業

を中核に発展を遂げ、アメリカ西海岸の中心都市として特色ある文化と街並みを有するサンフラン

シスコや雄大な大自然を体感できる世界遺産であるヨセミテ国立公園などの訪問を通じて、現在の

アメリカの風土や文化を肌で感じることができたことと存じます。

　８日間という限られた時間の中ではありましたが、アナハイム市の皆様の温かで献身的な歓迎に

より、団員各位が友好と親睦を一層深め、有意義な時間を過ごすことができました。さらに、私も

水戸市民を代表して、東日本大震災後にアナハイム市からお届けいただいた3,275通もの励まし

や応援のメッセージ、ご支援に対し、感謝の意を表するとともに、水戸市の復興・振興の様子をお

伝えすることができました。

　今回が30回目の節目の訪問でありましたが、これまで先人が培い、築き上げてきた両市の絆が

いかに強く、かけがえのないものであるかを今回の訪問で改めて実感いたしました。

　結びに、誠実と信義に満ちた両市の友好親善関係がますます深められますとともに、両市のさら

なる発展を祈念いたしまして、あいさつといたします。
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副団長あいさつ

水戸市議会議員　村田　進洋

　平成24年度第30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

副団長という大役を仰せつかりましたが、団員の皆様方のご協力によりまして、無事役目を果たす

ことができました。心から感謝申し上げます。 

　今回のアナハイム市訪問では、トム・テイト市長をはじめ、姉妹都市委員会の関係者の皆様方か

ら心温まる歓迎を受けました。

　特に、表敬訪問及び歓迎レセプションでは、それぞれの立場を超えて意見交換を行うことができ、

相互理解と親善交流を深めるうえで大変意義あるものとなりました。

　アナハイム市滞在中は、消防署や警察署をはじめ、市内各施設を視察しましたが、同市の行政に

取り組む姿勢に接し、大いに学ぶところがあると感じるとともに、異文化の地に赴き、異なる価値

観や考え方を持つ人々と交流を図ることで、共通の考え方についても理解することができました。

　このほか、雄大な自然が体感できる世界遺産のヨセミテ国立公園やアメリカで最も美しい街とい

われるサンフランシスコ市の訪問など、大変有意義な８日間を過ごすことができ、すべて素晴らし

い思い出となりました。

　今回の親善訪問で、アナハイム市と水戸市の絆を一層深めることができたものと思っております。

　今後も、様々な交流活動が継続され、両市の友好親善が一層進展することを念願しております。

　結びに、訪問団にご参加をいただきました市民の皆様、アナハイム市の関係者の皆様、そして、

当事業の推進にご尽力下さいました関係各位に対しまして、心から敬意と感謝を申し上げまして、

ご挨拶といたします。
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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 高　橋　　靖　 男 水戸市長

2 副団長 村　田　進　洋 男 水戸市議会議員

3 団　員 大　内　義　次 男

4 団　員 桂　木　功　雄 男

5 団　員 菊　池　　誠　 男

6 団　員 菊　池　浩　子 女

7 団　員 郡　司　敏　枝 女

8 団　員 鹿　倉　よし江 女

9 団　員 篠　原　節　子 女

10 団　員 庄　野　　程　 男

11 団　員 菅　原　孝太郎 男

12 団　員 菅　原　芳　子 女

13 団　員 髙　木　恵　理 女

14 団　員 高　橋　明　子 女

15 団　員 高　安　義　孝 男

16 団　員 長　澤　征　次 男

17 団　員 矢　代　美智子 女

18 団　員 栗　原　文　隆 男 水戸市議会議員

19 団　員 関　谷　　勇　 男 水戸市議会事務局総務課長補佐

20 団　員 古　橋　賢　治 男 水戸市総合教育研究所指導主事

21 随行員 王　　　偉　亜 男 水戸市国際交流協会事務局長

22 随行員 杣　谷　麻　弓 女 水戸市国際交流協会

添乗員 松　井　きよみ 女 株式会社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
10/28
（日）

水 戸 市 役 所
水 戸 市 役 所 発
東　京（成　田）着
東　京（成　田）発

ロサンゼルス着

ア ナ ハ イ ム

12:45
12:55
14:55
17:35

11:10

貸切バス

NH006

専用バス

貸切バス利用、成田空港へ

全日空直行便利用、ロサンゼルスへ

着後:ロサンゼルス市内視察
（ゲティ・センター、サンタモニカ）
アナハイムへ移動

〈アナハイム泊〉

２
10/29
（月）

ア ナ ハ イ ム 終日：アナハイム市友好親善プログラム
　　　【公式行事】
○ディズニーリゾート視察
○ “World of Color”（噴水とレーザー
光技術を駆使したアートショー）鑑賞

〈アナハイム泊〉

３
10/30
（火）

ア ナ ハ イ ム 専用バス 終日：アナハイム市友好親善プログラム
　　　【公式行事】
○アナハイム西高校（日本語クラス）見学
○タイガーウッズ学習センター見学
○エクストロン　エレクトロニクス本社見学
○アナハイム市役所及び市長表敬訪問
○警察本部、消防署視察
○エンゼルスタジアム見学
○歓迎レセプション 〈アナハイム泊〉

４
10/31
（水）

ア ナ ハ イ ム
ロ サ ン ゼ ル ス

サンフランシスコ
ヨ セ ミ テ

07:05
17:00

18:45
23:00

専用バス
UA1118

専用バス

ロサンゼルスへ移動
ユナイテッド航空利用、サンフランシスコへ移動

専用バス利用、ヨセミテへ移動
（トイレ休憩１箇所、約４時間１５分）

〈ヨセミテ泊〉

５
11/1
（木）

ヨ セ ミ テ 08:30 専用バス 終日：ヨセミテ視察先
　　　エル・キャピタン
　　　ブライダルベール滝
　　　ハーフ・ドーム
　　　ヨセミテ・ビレッジ
　　　マセッド川 〈ヨセミテ泊〉

6
11/2
（金）

ヨ セ ミ テ
サンフランシスコ

07:55
12:30

専用バス 専用バス利用（約４時間３０分）
フィッシャーマンズ・ワーフ
ゴールデンゲート・ブリッジ
ツインピークス

〈サンフランシスコ泊〉

7
11/3
（土）

サンフランシスコ発 08:55
12:25

専用バス
NH007

空港へ
全日空直行便利用、成田空港へ

〈機中泊〉

８
11/4
（日）

東　京（成　田）着
東　京（成　田）発

水 戸 市 役 所 着

15:15
16:25

18:15

貸切バス 大型貸切バス利用、水戸市役所へ
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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）

ヨセミテ　　　　：YOSEMITE VIEW LODGE
　　　　　　　　 （ヨセミテ ビュー ロッジ）

サンフランシスコ：HILTON SAN FRANCISCO UNION SQUARE
　　　　　　　　 （ヒルトン サンフランシスコ ユニオンスクエア）

サンフランシスコ

東京（成田）へ

東京（成田）より

ヨセミテ国立公園

ロサンゼルス

アナハイム



行動の記録

ゲティ・センターにて
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12:45 水戸市役所　集合
12:55 水戸市役所　出発
14:55 成田国際空港　到着
17:35 成田国際空港　離陸（NH006便）
―――国際日付変更線通過―――
11:10 ロサンゼルス国際空港　到着
13:20 ロサンゼルス国際空港　出発
13:40 ゲティ・センター見学、各自昼食
16:15 サンタモニカ
17:25  ホテル　到着（シェラトンパークホテル・

アット・ザ・アナハイムリゾート）
19:00 夕食（ホテルのバンケットルーム）

　この日の天気予報は雨となっていたが、出発直前に少し降り出しただけで全員が無事に集合、水
戸まちなかフェスティバルが開かれているなか、多くの関係者の方々の見送りを受け、出発した。
　成田国際空港から9時間半のフライトを経てロサンゼルス国際空港に到着すると、複数の便の到着
が重なったため、とても混雑しており、入国審査に1時間半かかった。その後貸切バスに乗り込み、
20分ほどでゲティ・センターに到着。ここは丘の上に建つ巨大な施設で（入場料無料）、美術館や
造園、彫刻広場、ロサンゼルス市街を見渡すことができる展望台などがある。白が基調の明るいデ
ザインで、市民の憩いの場としても人気がある。ここで昼食をとったが、時差と長時間のフライト
から食欲がわかず、スナックやジュースなど軽食で済ませている団員も多かった。
　その後、サンタモニカに向かう際に使用した高速道路は6車線もあり、アメリカの土地の広さを感
じさせるものだった。車窓から見える様々な場所に関するエピソードを現地ガイドの日本人女性が
聞かせてくれ、一行は熱心に耳を傾けていた。
　サンタモニカでは、1960年代の人気テレビドラマ「ルート66」でもおなじみの旧国道66号線終
着地点で30分ほど降車し、カリフォルニアらしさを感じさせるヤシの並木通りで記念写真の撮影な
どを行った。
　ホテルに到着してチェックインを済ませた後、バンケットルームで山盛りのサラダやサーモン料
理を食べながら談笑し、初日を終えた。

10月28日日
水戸市⇒アナハイム市

ゲティ・センター

「ルート 66」の看板

1 日目
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08:30 ロビー集合、
 徒歩でディズニーランド・パークへ
09:00 入園
 昼食（各自園内レストラン）
13:30 カリフォルニア・アドベンチャーへ移動
15:00 解散
18:15 ホテルロビー集合、夕食（Tony Roma’s）
20:00 カリフォルニア・アドベンチャーにて
 ワールド・オブ・カラー鑑賞
21:20 ホテル戻り

　前日の疲れが心配されたが、早起きをしてホテル近辺を散歩する人もいるなど、皆元気な様子
だった。
　朝食はアメリカンブレックファーストで、大きな皿いっぱいにハッシュドポテトやソーセージ、
スクランブルエッグなどがよそってあり、「やはりアメリカの食事は量が多い」との感想が多く聞
かれた。
　この日は、ディズニーランドで1日を過ごすスケジュールとなっていた。ホテルから約30分歩い
て入園口に到着したところで、アナハイム市姉妹都市委員会の方2名と合流した。ディズニーラン
ドの近くに住んでいて1年に何度も足を運ぶというJamesさんを案内役に、午前中はディズニーラン
ド・パークでショーを中心に見学。天気が良く、空気が乾燥しているため、こまめに水分を補給し
ながらの行動となった。午後はパークの向かいにあるカリフォルニア・アドベンチャーへ移動し、
ショーを1つ見学したのち、各自でショッピングなどをして自由に行動した。
　夕食は、アメリカで人気があるバーベキュー・リブの専門店「トニーローマ」で、夜のメインイ
ベントに備えてしっかりとした食事をとった。その後20時からは、アナハイム市側の配慮で準備さ
れた特設スペースで、噴水とレーザー光技術を駆使したアートショー「ワールド・オブ・カラー」
を鑑賞した。迫力ある音楽に合わせ、噴水で作られた大きな水のカーテンにディズニーの物語の動
画が映し出されるなど、エンターテイメントが好きなアメリカの国民性を感じさせるものだった。
　この日、もう1つ「アメリカ」を感じる場面があった。ショーを終えてホテルに戻るまでに横断
歩道が2~3か所あったのだが、道路幅が広いため、渡る距離も日本に比べて長い。それにも関わら
ず、アメリカ人の歩幅に合わせているのか、信号機の切替わりが早く、横断時間が短く設定されて
いることに驚いた。こんな場面でも「アメリカンサイズ」を垣間見た夜だった。

10月29日月
ディズニーランド

ディズニーランド・パーク

ワールド・オブ・カラー

2 日目
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07:40 ロビー集合、出発
08:05 アナハイム西高校見学
09:20 タイガーウッズ学習センター見学
10:35 エクストロン　エレクトロニクス本社見学
11:35 昼食（Umami Burger）
13:15 市関連施設（交通管理センター）見学
13:35 市議会見学
14:10 市長表敬訪問
15:00 消防署見学
15:50 警察本部見学
17:10 ホテルに戻り、休憩
17:55 出発
18:10 エンゼルスタジアム見学
19:00 歓迎レセプション
21:30 ホテル戻り

　この日は、アナハイム市姉妹都市委員会の委員長および委員数名の案内を受けながら、バスで市
内を巡り、様々な公共施設を視察した。
　最初の訪問先であるアナハイム西高校では、授業開始前の生徒たちが「ようこそ!」と大きく書か
れた横断幕を掲げて出迎えてくれた。その後、記念品交換を行い、図書館や日本語クラスの授業な
ど教育現場を見学した。団員が教職員や生徒に積極的に話しかける場面も多く見られ、一行の関心
の高さを窺わせた。
　タイガーウッズ学習センターは、プロゴルファーのタイガーウッズが恵まれない子どもたちのた
めに2,500万円を投じて設立した学校で、バリアフリー仕様であるほか、授業用のゴルフレンジや
必要な教科書が完備された自習コーナーがあるなど、その学習環境には様々な工夫が凝らされてい
た。
　世界各地で事業展開しているA/V関連機器メーカー「エクストロン エレクトロニクス」の本社
では、法人向けの研修用機材やコールセンターについて案内を受けた。本社一階にあるレストラン
バーには、最新の音響設備や演奏ステージが完備されており、職場環境を重視する企業風土に感心
する声も聞かれた。
　昼食後は、アナハイム市内を徒歩で散策しながら交通管理センターへ向かい、交通管制室を見学
した。通常、交通管理は警察が行うが、街全体で大きなイベントが行われる際には、この管制室か
ら街の交通状況を把握し、警察と連携して街の交通網をコントロールするそうである。こうしたシ
ステムに感銘を受けながら、一行は市役所へ向かった。議員数5名から構成されるアナハイム市議会
の議場では、11月6日に大統領選挙の一般投票を控えていたこともあり、選挙制度に関する質問が
挙がる場面も見られた。

10月30日火
市内視察、歓迎レセプション

アナハイム西高校　日本語クラス

エクストロン社のレストランバーにて

3 日目



－ 10 －

　いよいよ迎えたトム・テイト市長表敬訪問では、両市長による談話の後、質疑応答の時間が設け
られ、団員から各々質問が挙がった。限られた時間の中で、いずれの問いに対しても丁寧でわかり
やすい説明に、「テイト市長の人柄がにじみ出ている表敬訪問だった」との感想を述べる団員が多
かった。
　その後は消防署を訪問し、一部の団員が実際に消防服を着用して消防車に乗るなど、現場の臨場
感を味わうことができた。この日は女性消防士が出勤しており、職業に対する考えを聞くなど、積
極的に交流を図る女性団員らの姿が見られた。
　警察本部では緊急通報ダイヤルのコールセンターへ入り、24時間体制の職務について説明を受け
たほか、少年留置施設や会議室などを見学した。セキュリティー管理が厳しい昨今、こうした内部
まで見ることができたのは非常に貴重な体験だった。また、建物内のあらゆる場所にハロウィンの
飾り付けがしてあり、日本の警察施設のような厳格な雰囲気とは異なる一面が印象的だった。
　夜は、「エンゼルスタジアム」見学後、トム・テイト市長やアナハイム市姉妹都市委員会の方々
による歓迎レセプションが開かれた。開会後1時間以上の歓談時間が設けられ、両市についての話題
等を通じてテーブル毎に親睦を深めた。その後、両市長挨拶や記念品贈呈、プレゼント交換等を行
い、宴たけなわのなか、一日の行程を終了した。

緊急通報ダイヤルコールセンター

アナハイム市消防署
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07:05 ロビー集合、出発
08:10 ロサンゼルス国際空港　到着
13:30 昼食（各自空港内レストラン）
17:00 ロサンゼルス国際空港　離陸（UA1118）
18:25 サンフランシスコ国際空港　到着
18:45 サンフランシスコ国際空港　出発
 夕食（幕の内弁当） 
20:45 休憩
23:00 ホテル　到着（ヨセミテ・ビュー・ロッジ）

　ヨセミテまで長距離の移動があるため、朝早く7時5分にホテルを出発した。空港に到着し、
チェックインを済ませると、予定していた11時1分発のフライトが遅延と表示された。この日は、
UA1118便に限らず、ユナイテッド航空のクルーは合併先のコンチネンタル航空より本部ヒュース
トンから飛行機で派遣されることになっていたとのことだが、天候の影響で大幅に到着が遅れ、パ
イロットとキャビンアテンダントが一切到着していないというフライトが続発していた。その後、
出発予定時刻は何度も遅延を重ね、空港内の店舗数も少ないなかで、長時間にわたる待ち時間は大
変なものであった。最終的にロサンゼルスを出発することができたのは17時ごろで、すでに団員の
疲れはピークに近づいていた。
　サンフランシスコ国際空港に到着し、貸切バスに乗ると、昼食で食べる予定だった幕の内弁当が
配られ、久しぶりに食べる日本食に安堵しながらヨセミテへと向かった。車窓からの景色はすっか
り暗闇に包まれてしまったため、眠りにつく団員もいれば、何も見えなくとも現地ガイドの説明に
熱心に耳を傾ける団員もいた。
　この日のうちにヨセミテへ到着できなかった場合は、翌日のヨセミテツアーをキャンセルしなけ
ればならない事態となってしまうため、23時ごろに到着できたことは不幸中の幸いであった。

10月31日水
移動：アナハイム⇒ヨセミテ

サンフランシスコ国際空港

4 日目
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08:30 バス集合、出発
09:00 エル・キャピタン
09:20 ブライダルベール滝
09:40 センチネル・ブリッジ近辺を散策
10:40 ヨセミテ・ビレッジ、先住民博物館を見学
12:20 ヨセミテ・ロッジから徒歩で近辺を散策
13:00 昼食（Yosemite Lodge at the Falls）、
 自由時間
14:45 断崖絶壁を望む
15:05 マセッド川のほとりを散策
15:30 ホテル戻り
19:00 ホテル敷地内レストラン集合、
 夕食（Yosemite View Dinner）

　ロサンゼルスやアナハイムとは違い、自然保護の聖地とも謳われるヨセミテ国立公園の朝は、厳
しい冷え込みであった。こうしたなか、早朝の食堂には、前日の移動の疲れなどものともせず、朝
食時間前に現れる団員も少なくなかった。ここでもおなじみのアメリカンスタイルの朝食であった
が、加えてフルーツやヨーグルトなどのさっぱりしたメニューもあり、団員も嬉しそうであった。
　この日は天気予報では雨となっていたが、幸いにもほぼ曇りであった。ヨセミテ国立公園は、カ
リフォルニア州中央部のマリポサ郡とトゥオルミ郡に位置する国立公園で、1984年に世界遺産に
登録されており、手つかずの雄大な自然があることで知られている。午前中は、世界最大の一枚岩
として知られるエル・キャピタンや、花嫁のベールを連想させることでその名がついたブライダル
ベール滝、かつての氷河が岩塊の半分を削り取って形成されたハーフ・ドームを望むセンチネル・
ブリッジを見学した後、園内シャトルバスに乗り換え、先住民博物館などを訪れた。大自然の中で
は会話や笑い声が自然に生まれる傾向にあり、団員の終始晴れやかな表情が印象的だった。
　昼食後は再び貸切バスに乗り、日本では見られないような規模の断崖絶壁や、氷河が造り出した
マセッド川のほとりなどで記念撮影を行い、少し早めにホテルへ戻った。ホテル敷地内での散策や
土産物探しなど、それぞれに過ごした後、19時に食堂へ集合した。食後に、レストラン従業員を交
えて、全員で「上を向いて歩こう」を歌う場面もあり、和やかな雰囲気に包まれた。

11月1日木
ヨセミテ

センチネル・ブリッジ周辺

先住民博物館

5 日目
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07:55 バス集合、出発
12:30 サンフランシスコ　到着
 フィッシャーマンズ・ワーフ
 昼食（Swiss Louis）、自由時間
14:35 ゴールデンゲート・ブリッジ
15:35 中華街散策
16:30  ホテル　到着（ヒルトンサンフランシスコ・

ユニオンスクエア）
17:05 ロビー集合、出発
17:25 ツインピークス
18:20 ロビー集合、出発
 夕食（Tian Sing Chinese Restaurant）

　アメリカ滞在最終日は、ロサンゼルスと並ぶ西海岸の経済の中心地、サンフランシスコへ移動し
た。昼食を兼ねて最初に訪れた「フィッシャーマンズ・ワーフ」は、サンフランシスコ湾沿いにあ
る観光名所で、レストランから見晴らせる港ではたくさんのアシカが昼寝をしているなど、珍しい
光景に遭遇した。
　昼食後は敷地内の土産物店などを各自自由に巡り、再びバスに乗って「ゴールデンゲート・ブ
リッジ」に向かった。道中に様々な露店が見られたが、ほとんどの露店でクレジットカードが使え
るという説明には、一行から驚きの声が上がった。
　ゴールデンゲート・ブリッジは全長約2.7キロメートルの赤い色をした橋で、その周辺は海流の影
響で気温の変化が激しいために霧が発生することも多いと言われるが、この日は見事な晴天に恵ま
れ、多くの団員が景色をカメラに収めていた。
　続いて見学した中華街は、坂道に無数の商店が建ち並んでアジア特有の活気があり、陽気で開放
的な雰囲気の港周辺とは異なる一面を見ることができた。
　ホテルにチェックインした後は、希望者のみツインピークスへ向かい、水戸市の面積の３倍弱あ
るサンフランシスコを丘の上から一望した。
　アメリカ滞在中最後の夕食では、高橋市長、村田議員、栗原議員より今回の訪問を締めくくる挨
拶があった後、団員同士で訪問の感想や今後の水戸市のあり方について述べあう場面が見られた。

11月2日金
移動：ヨセミテ⇒サンフランシスコ

ゴールデンゲート・ブリッジ

夕食会場での歓談

6 日目
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08:55 ロビー集合、出発
10:00 サンフランシスコ国際空港　到着
12:25 サンフランシスコ国際空港　離陸（NH007）
―――国際日付変更線通過―――

15:15 成田国際空港　到着
16:25 成田国際空港　出発
18:15 水戸市役所　到着

　予定通りホテルを出発し、10時ごろサンフランシスコ国際空港に到着した。飛行機の離発着に大
きな乱れはなく、往路よりも長い11時間ほどのフライトを経て、成田国際空港に到着した。その後
の諸手続きが順調に進み、すぐに出発することができたため、水戸市役所へは予定より45分早く帰
着し、多くの関係者の方々の出迎えを受けて帰路についた。

　全行程を通して、大きなトラブルやけがもなく、団員全員が無事に帰国することができた。行程
は1時間刻みで予定が組まれており、非常にハードなスケジュールではあったが、団員は各地の訪問
先で積極的に現地市民と交流を図るなど目的意識が高く、それぞれに有意義な８日間を過ごしたこ
とと思われる。

11月3日土
帰国日：サンフランシスコ⇒水戸市

サンフランシスコ国際空港までの道のり

水戸市役所に到着

7 日目

11月4日日8 日目
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市長表敬訪問
日　時／ 10月30日（火）14：10～
会　場／アナハイム市役所
出席者／水戸市：高橋靖市長を含む訪問団員22名
　　　　アナハイム市：トム・テイト市長、姉妹都市委員会委員長および委員数名、
　　　　元学生親善大使Danielle Vargasさんほか

市長談話　要旨

高橋靖市長
本日はお忙しいなか、このような場を設けていただきまして、ありがとうございます。加藤
前市長の後に水戸市長に就任いたしました、高橋靖でございます。2011年３月に東日本大
震災が発生いたしましたが、その直後に、元学生親善大使のダニエルさんが呼びかけてくだ
さったことがきっかけで、アナハイム市民の皆様から3,275通もの心温まる励ましの手紙を
いただきました。改めまして心より感謝申し上げます。手紙は、市内の小中学校に届けると
ともに、国際交流センターで市民の皆様へ展示公開させていただきましたことをご報告いた
します。このたびの震災では、市内の道路や建物が破損するなど非常に大きな被害がありま
した。おかげをもちましてだいぶ復興いたしましたが、市庁舎は現在も使えない状態が続い
ております。引き続き温かく見守ってくださいますようお願い申し上げますとともに、今後
も様々な交流活動を通してアナハイム市との親善友好を深めていければ幸いです。

トム・テイト市長
水戸市の皆様、アナハイムへようこそおいでくださいました。震災の時は大変つらかったこ
とと思います。あの時は、いてもたってもいられず、すぐにでも水戸へ駆けつけたいという
思いに駆られました。テレビを通じて日本の様子を知ることができましたが、連日映し出さ
れる光景に大変胸が痛みました。それと同時に、市民の皆さんが互いに助け合いながら苦し
い時を乗り越える姿に、心から感銘を受けました。この精神を私たちも見習いたいと思い、
アナハイム市ではコミュニティーのつながりを重視した政策（Hi Neighbor）を打ち出しま
した。カリフォルニアには巨大な地震の断層があり、いつどんな災害があるかもわかりませ
んので、弾力性のある対応をとれるようにしたいと思っております。

高橋靖市長
地域のコミュニティーづくりの重要性については、まったく同感でございます。水戸市では、
高齢者や障害者、子どもを見守るために、民間の力を活用した見守り活動を行う取り組みが
あります。民間企業と協定を結び、見守る相手を特定せず、日常の業務に支障のない範囲で
気づいた「異変」を市に伝えてもらうものです。今後、さらに協力の輪を広げ、また多くの
市町村と協定が結べるよう進めていく予定です。震災の時に互いに助け合った精神を思い出
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しながら、これからも隣近所で助け合っていけるような地域社会づくりを目指したいと思い
ます。

トム・テイト市長
大変素晴らしい取り組みだと思います。私たちアナハイム市でも、今後、地域の安全を一層
高めていきたいと考えておりますので、参考にさせていただきたいと思います。貴重なお話
をありがとうございました。

質疑応答　要旨
Q市役所には市民の姿がありませんが、なぜですか。
A 日常の手続き等はオンラインシステムや支所で済むので、基本的には市役所に来る必要が
ないのです。ここに市民が来るのは、何か問題があった時などです。

Qアナハイム市で抱える問題や課題は何ですか。
A 疎遠近所になりつつあり、人々の絆が弱まってきていることです。何か問題が起きた
時にそれでは対応できないので、コミュニティーのつながりを深めるスローガン “Hi 
Neighbor”（こんにちは、ご近所さん）を軸に政策を立てています。

Q “Hi Neighbor” の趣旨はどういったものですか。
A アナハイムは新しい都市で、50年間で大型化しました。人種的にも多様性に富んでおり、
最近では、隣に住む人が何をしているか知らない家庭が多いのです。緊急事態発生時等に
互いを助け合うためには、相手を知ることが大事です。ですから、日ごろから価値観の同
じ人を確認して周りの人に親切にしていきましょうと呼びかけています。他人を助けるこ
とで、自分も幸せになれるのだと思います。

Q日本の行政には女性管理職が少ないですが、アナハイム市ではどうですか。
A アナハイム市では女性管理職は多いです。例えば市議５名のうち、３名が女性です。いつ
か少なくとも「男女平等」になりたいですね。

元学生親善大使のダニエルさん市長表敬訪問
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歓迎レセプション
日　時／ 10月30日（火）19：00～
会　場／エンゼルスタジアム
出席者／水戸市：高橋靖市長を含む訪問団員22名
　　　　アナハイム市：トム・テイト市長
　　　　姉妹都市委員会委員長および委員８名
　　　　市議会議員２名ほか

次　第／姉妹都市委員会グウェン委員長　挨拶
　　　　出席者紹介
　　　　歓談、会食
　　　　テイト市長 挨拶
　　　　ギャロウェイ市議会議員　挨拶
　　　　セドゥー市議会議員　挨拶
　　　　高橋市長　挨拶
　　　　村田市議会議員　挨拶
　　　　栗原市議会議員　挨拶
　　　　記念品交換

姉妹都市委員会グウェン委員長　挨拶要旨
両市の関係は36年間にわたって築き上げられ、これまでに様々な成果がありました。個人
的な話としては、10年前にアナハイム市の学生親善大使として水戸市を訪れた時に水戸市
国際交流協会の王事務局長と知り合い、現在のような親しい関係に発展いたしました。今後
も姉妹都市交流に関わる活動を続け、みなさんと交流を深めていきたいと思っております。

テイト市長　挨拶要旨
本日はエンゼルスタジアムにようこそいらっしゃいました。東日本大震災が起きた時、何か
をしたいと思っていましたが、何をしたら良いのかわからずにいました。そこで元学生親善
大使の女性が私のところに来て、「私たちの心配する心を伝えるために、アナハイムの子ど
もたちに手紙を書いてもらいましょう」と提案してきたのです。このキャンペーンを通じて、
水戸市の皆さんの心に寄り添うことができただけでなく、アナハイムの子どもたちの優しい
心を育むこともできました。私たち姉妹都市は常に活発な交流を続けており、互いに学び合
える関係であります。水戸市は非常に柔軟性のある都市で、震災時にみなさんが助け合う姿
には、大変感銘を受けました。将来、アナハイムも大きな災害に見舞われることがあるかも
しれません。水戸市が、都市としていかに災害に対応したのか、今回、たくさん学びました。
心より感謝申し上げます。

トム・テイト市長挨拶

記念品交換
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ギャロウェイ市議会議員　挨拶要旨
私はこれまでに２回も水戸市を訪問する機会がありました。大変名誉なことだと思っており
ます。また、今晩このような席を設け、皆様とお会いできたことを光栄に思います。ありが
とうございます。

セドゥー市議会議員　挨拶要旨
今夜のような機会がありますことを大変嬉しく思います。両市の交流は36年にわたるもので、
これ以上求めても求めきれない関係です。昨年の震災は非常に心痛なことでした。命を失わ
れた方々に、心よりご冥福申し上げます。そしてみなさんはアナハイムに戻ってきたのです。
夢にまで見た日と言っても過言ではありません。私たちの友好関係は、年々深まっており、
大変光栄に思っております。今後もますます両市の関係が深まっていくことを願っておりま
す。アナハイムでの残りの時間をぜひ楽しんでいただき、ご無事に帰国され、水戸市のみな
さんに我々の気持ちと友情を持ち帰ってください。

高橋市長　挨拶要旨
アメリカに来て３日間、市長や委員長を始めとする姉妹都市委員会のみなさまに、本当に心
温まる歓迎をしていただいて感謝しております。アナハイム市と水戸市は、これまで36年間、
色々な行事を通して交流を深めてきました。そういった活動の成果が今、こうして実を結ん
でいるのだと改めて実感いたしました。その証として、昨年の大地震の時、3,200通を超え
る手紙を通じて励ましていただき、重ねて感謝をいたしております。手紙は、水戸市内の小
学校や中学校に届け、皆様に読んでいただきました。また、国際交流センターという施設に
掲示させていただいております。多くの市民が感動して、勇気をもらいました。このご恩に
お応えするには、水戸市が一刻も早く元気な姿に戻ることが一番だと思います。一時は道路・
下水道・公共施設200か所以上が被害を受けて使えなくなりましたが、今ではほとんどが直
り、今年中にすべての復旧作業が終わる予定です。元気に戻った水戸市に、多くの人に来て
もらえるように、これからイメージアップを図っていきたいと思いますので、アナハイムの
皆さんも水戸市にお越しいただければと思います。また、これからも両市の友好親善がどん
どん深まるように、積極的に色々な活動をしていきたいと思いますので、ぜひご協力をお願
いいたします。最後に一つだけ報告があります。私たちがこうしてアナハイムに来て交流を
深められるのは、国際交流協会の理事長である幡谷祐一氏の大変大きな支援があります。幡
谷祐一氏は、アナハイム市の名誉市長でもあります。日本人としては最高齢の86歳で、博
士号を取得しました。今は90歳で、とても元気です。今までの交流の偉業を讃えて、ぜひ
アナハイム市に幡谷氏を顕彰するモニュメントをつくりたいということで、テイト市長と話
をさせていただいたところです。ぜひこの事業にもアナハイムの皆さんのご理解とご協力を
お願いいたします。
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村田市議会議員　挨拶要旨
私は26年間市議会議員を務めさせていただいております、村田進洋です。私はこれまでに
12回アナハイムに来て、５人のアナハイム市長とお会いしております。また、この２日間、
私の子どもといっても過言ではない、高校時代に水戸市に来てくれた姉妹都市委員会の委員
長、そして姉妹都市委員会のみなさまに心から感謝申し上げます。これからアナハイム市は、
水戸市とともにますます栄えて、水戸市といつまでも仲良く、そしてお互いに勉強しあって
伸びていくことを願いまして私の挨拶とさせていただきます。

栗原市議会議員　挨拶要旨
水戸市議会議員、文教福祉委員副委員長の栗原です。今回アナハイムに初めて参加させてい
ただきました。市議会議員を６年務めております。私の家は農業をしていて、ブルーベリー
の栽培をしています。水戸に来たらぜひ農場に寄って、おいしいブルーベリーを食べてくだ
さい。今後ともアナハイム市と水戸市の永久の友情を希望しまして私の挨拶とさせていただ
きます。



団員報告

ヨセミテ・ビレッジ―先住民博物館前にて
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絆の深さを実感したアナハイム訪問

水戸市長　高橋　靖

　第30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文化・行政視察団に、団長として参加

してまいりました。アナハイム市では姉妹都市委員会の方々がきめ細やかな段取りをしていただき、滞在

中は様々なご配慮をいただきました。アナハイム市姉妹都市委員会の皆さんは大変若い方々が多く、前回

訪問したときのメンバーはほとんどいらっしゃいませんでした。しかしグウェン委員長をはじめ、アナハ

イム市民の皆さんには熱烈な歓迎を受け、昭和51年の姉妹都市締結以来、様々な交流事業を通して深め

てきた絆が脈々と受け継がれてきていることを肌で実感しました。

　アナハイムのトム・テイト市長を交えての懇談会では、アナハイム市や水戸市が取り組んでいる政策な

どについて意見交換を行いました。その中でアナハイム市が現在力を入れている “Hi Neighbor”（こんに

ちは、ご近所さん）という事業についてご説明を受けました。東日本大震災の時にみんなが助け合い、支

え合う日本人の姿を見て、常日頃から地域の交流を深めていくことの重要性を感じたそうです。

　そこで日本のような町内会組織が存在しない中でも、地域コミュニティーを醸成して災害などが発生し

た時に、地域内で助け合う「共助」の文化を育もうという取り組みだそうです。日本では当たり前のよう

に行われている事業ですが、アメリカ社会でこのような価値観を高めていくことは難しいかもしれません。

実現に向けてトム・テイト市長の政治手腕に期待したいと思います。また水戸市で始めようとしている民

間団体等と連携した「高齢者等の見守りネットワーク」事業についてご説明申し上げたところ、大変興味

を示していただき、アナハイムでも取り入れてみたいと述べてくださいました。

　東日本大震災時には、アナハイム市民より3,200通を超える激励の手紙をいただきました。その発案者

である元アナハイム市学生親善大使のダニエルさんにもお会いすることができました。現在はUCLA（カ

リフォルニア大学ロサンゼルス校）の学生で、大変聡明な女性という印象を受けました。手紙の御礼を団

員みんなで申し上げたところ、「一日も早く水戸が震災から復興を成し遂げ、皆さんが元気になりますよ

うに」という温かいメッセージをいただきました。

　水戸市とアナハイム市の36年にわたる深い絆が、このような人間性豊かな関係を生み出しました。こ

れからも諸先輩方が築き上げてきたアナハイム市との絆をより一層深め、次世代にしっかり受け継ぎ、そ

のことが世界平和の一助になるように努力して

いきたいと思います。



－ 22 －

　第30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・行政視察団の訪問に際し、団員の

皆様のご協力によりまして、当初の目的を達することができ、意味深い交流ができましたことに感謝して

おります。

　30回という歴史の深い、アナハイム市との友好の輪が、ますます良好な関係であることを改めて確認

できましたことは、誠に喜ばしいことと感じております。

　私事になりますが、アナハイム市への訪問は、私費を含め、今回の訪問で12回を数えます。その間、

１回目の訪問から、私は、水戸市の幼稚園、小学校及び中学校の英語教育問題を取り上げ、これまでの歴

史の中でそれなりの成果を上げることができたと思っております。 

　アナハイム市の協力もあり、現在では、水戸市内の各幼稚園、小学校及び中学校にアメリカ人の英語指

導助手が配置され、水戸市の児童・生徒達が楽しく英語の勉強ができ、そして、その成果が現在では、全

国でトップクラスまでレベルアップができましたことは喜びに耐えません。私ども日本人は、アジアの中

でも、英語を話すことが上手いとは言えない民族と言われております。これからのグローバル社会に、遅

れることのないような教育、それは英語を自由に話せる水戸の学生達が私の想いでありました。

　そのことが、アナハイム市との友好の意義であり、今回の訪問で、アナハイム市へ教師、そして関係者

の方々に私どもの教育の場に来ていただければとお願いをして参りました。  

まさに、そうなることが、私がかねてより念願いたしておりました、教育の友好の意義であると考えるも

のであります。

　今回の訪問で、特筆すべきは、我が水戸市の誇りである公益財団法人水戸市国際交流協会理事長並びに

アナハイム市名誉市長である幡谷祐一翁の胸像について、団長の高橋靖市長とアナハイムのトム・テイト

市長のご尽力により、また、アナハイム市議会の議員の皆様の同意を得ることができ、この度、アナハイ

ム市内の日本庭園に建立されることが決定しましたことは、私ども水戸市民の誇りと誠に喜びに耐えませ

ん。幡谷祐一アナハイム市名誉市長並びに公益財団法人水戸市国際交流協会理事長には、これからも水戸

市とアナハイム市の友好にますますの絶大なるご尽力をお願いいたしたいと思います。

　結びに、水戸市とアナハイム市の友好

の輪が、未来永劫続きますことを願い、

閉じたいと思います。

水戸市議会議員　村田　進洋

アナハイム市訪問団に副団長として参加をして
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第30回アナハイム親善訪問に参加して

大内　義次

　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再度の参加となりましたが、ロサン

ゼルス空港に到着すると、いつものことですがどことなく南国の雰囲気を感じます。

　またラテン系の人を多く見かけるのでアメリカはいかに多くの移民を受け入れている国であるかを感じ

させられます。

　アナハイム親善訪問の２日目にアナハイム西高校の相原先生

の教える日本語クラスを見学しました。レベル１～４までの学

生達で、レベル１の生徒さん達は日本語を習い始めたてでした

がしっかりと自己紹介をして頂きその笑顔がとても印象に残り

ました。ここの生徒達が住む地域は割合黒人の方が多いとの話

で、生徒の中にも黒人の生徒が多く見受けられました。

　５日目はサンフランシスコより東へ約300kmはなれたヨセ

ミテを観光しました。1890年に国立公園に指定されたとのこ

とで、カリフォルニア州の東側に沿ったシエラ・ネバダ山脈の

高い山々に囲まれた場所に位置している国立公園です。面積は

3,000㎢以上あり、海抜600mから4,000mの所にあります。

公園は、ヨセミテ・ヴァレー、巨木セコイア樹林、高山エコシ

ステムなどを含めた多様な景色の特徴を持っています。公園内

には延べ315km以上にも及ぶ道路が走り、無料のシャトル・

バスが走っていて、園内の様々な場所に行くことが出来ます。

　氷河の浸食によってできた巨大な岩峰とＵ字谷に落ちる無数

の滝と渓流、セコイアの巨木の森が見事に溶け合って絶景をつ

くり出していて壮大な景観でした。キャンプ場、ハイキング道

路、登山、釣り、乗馬などと数多く利用者が訪れているようで

すが環境の保護には十分な配慮がされており、さすがアメリカ

ならではと痛感させられました。

　建国わずか200年そこそこの国アメリカですが、つねに夢

と理想と憧れを国民のため与え続けるアメリカはこれから先も

大いに参考にしたいと思いました。

　「百聞は一見に如かず」のとおり見聞を広めた貴重な経験と

なりました。

　最後になりましたが、団長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。
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１．アメリカ国家の強大さ

　アナハイム市と水戸市の交流を通して、アメリカ国家の強大さを思い知らされた。縦横に走るハイウェ

イと車の流れは、世界の原油を支配するが故に可能であると思う。そのための世界戦略をオバマ大統領の

もとでアメリカ国民は、突き進んでいる。また広大なカリフォルニア平野を高速バスの車窓から眺めてい

ると、まだアメリカは開拓途中でないかと錯覚にとらわれてしまう。

２．インターネット社会

　インターネットを通しても、アメリカは世界をリードしている。各空港待合室では、多数のビジネスマ

ンが、携帯やパソコンを駆使して世界ビジネスを、男女の区別なく展開している姿があった。アナハイム

市視察のタイガーウッズ学習センターでは、子ども達への課外授業が行なわれ、その内容は、パソコン・

インターネットの楽しい習熟であった。ウッズの寄付金は、子ども達が、これから生きていくためのツー

ルを身に付けるための教育に使用されていた。そこにいつでも、どこでも、誰もが情報を共有するアメリ

カ版ユビキタス社会の将来を見る。

３．民族の多様性

　アナハイム市高校視察では、人種・民族の多様性に圧

倒された。アナハイム西高校の日本語授業参観であった

が、教室は、アジア系、ヒスパニック系、黒人、白人な

どの生徒で構成され、アメリカの民族のるつぼを具現し

たものであった。そして学びの精神を通じて、民族融和

をめざす力強い意気込みを、黒人監督官に感じた。

　エクストロン社の電子部品工場見学では案内役のス

タッフの中に日本人２名が居られて男性は鹿児島出身の

２世とか。自然体で他の白人のスタッフと共に仕事をこ

なしているのに感銘を受けた。

４．民主主義とキリスト教

　アナハイム市長表敬訪問・市議会見学は、あまり知られてないアメリカと日本の地方自治制度の類似と

相違点を、考えさせられた。そしてアナハイム市消防署・

警察本部訪問では、アメリカ社会が持つ何でもお客に見

せるオープンさと世界に広がるプライバシーの権利をい

かに兼ね合わせるのかと疑念が浮かんで来た。

　テイト市長の掲げる “Hi Neighbor”（こんにちは、ご

近所さん）は、すばらしい事業である。また、それは欧

米社会を貫くキリスト教精神からの言葉であるのも確か

であろう。

菊池　誠

強烈なアメリカ ― 2012年
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第30回　アナハイム市親善訪問団に参加して

菊池　浩子

　この度のアメリカへの視察は、主人に誘われて参加させていただきましたが、６年ぶりの海外であり、

初めてのアメリカ本土の旅でした。

　アナハイム市は、温暖で、なんといっても青い空が印象的でした。そして南国でみられるパームツリー

の街路樹や花々はまるでハワイを思わせるようでした。

　滞在期間は８日間でしたが、特に印象深かったのは３日目のアナハイム市訪問で、盛りだくさんのスケ

ジュールの一日でした。

　午前中、アナハイム西高校を訪問しました。まず、歓迎

を受け校内を見学させていただきましたが、とても生徒さ

んたちがにこやかでのびやかな感じがしました。つづいて

日本語クラスの授業参観をさせていただきました。何人か

の生徒さんが日本語で自己紹介をしましたが、一生懸命の

姿がとてもよかったです。あのタイガーウッズもこの高校

で勉強をしていたとのことです。次に訪問したのは、タイ

ガーウッズ学習センターです。ここは貧困で学校に行けな

い子どもを教育する施設で、タイガーが資金を提供しているという学校でした。成功者が生まれ育った地

域に貢献し、社会的弱者を支えるシステムは素晴らしいなと感じました。

　午後はアナハイム市役所およびアナハイム市長への表敬訪問が行われました。市長さんが掲げている言

葉、“Hi Neighbor” に感動しました。直訳すると「こんにちは、ご近所さん」ですが、これはまさに震災

後の日本でも、お互いに助け合う大切さを再確認しただけに、改めてその言葉に感銘を受けました。ロビー

には水戸市から贈られたたくさんの飾り物が陳列されており、また、外には日本庭園があり、これまでの

友好関係を重ねてきた歴史が記されていました。その後、アナハイム市警察本部、消防署をも視察しました。

　夕方は、今回のメイン行事であるエンゼルスタジアムで行われた歓迎レセプションです。両市の市長さ

んのご挨拶から始まり、一般市民との交流が行われました。私の隣の席には市役所を案内してくださった

女性の方が座られたので、私のつたない英語で話しかけました。水戸にはまだ来たことがないそうです。

主にお互いの趣味などについて話しました。今まで数年間英会話を勉強してきましたが、いざとなったら

あまり話せずじまいでしたが、それなりに充実感を感じました。

　この度の訪問では、この他にディズニーランド、ヨセ

ミテ国立公園、サンフランシスコを訪れました。

　今回はアナハイム訪問団の一員として夫婦で参加させ

ていただき、同行の皆様には本当にお世話になりました。

心よりお礼を申し上げます。おかげさまで、貴重な経験

をたくさんさせていただくことができました。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

郡司　敏枝

≪始めに≫

水戸市の人口27万余人の中のたった22名の人たちとご縁があって、このたび、水戸市の姉妹都市アナハ

イム市を親善訪問した。水戸市に長年居住し、市政の恩恵を受けてきた私は機会があったら、姉妹都市を

訪問してみたいと思っていた。海外旅行は若いうち、年を重ねたら国内旅行とポリシーを持つ私は、毎年

海外へ出かけていたが、いつもヨーロッパ方面で、米国は初めてのチャレンジであった。市の広報で目にし、

ルームメイトもいない参加であったが、「まあ、いいか。長い人生の中で新しい出会いもまた楽しいものだ。」

と踏ん切り、締切りギリギリの申し込みであった。勿論、いつものことながら夫の快諾を得たのは言うま

でもない。結団式では、懐かしい友人、友だちのご主人、娘の恩師と知り合いの方もいて、心強くホッと

した。高橋市長を団長に、副団長の村田議員、初めてお会いした人たち、事務局長と総勢22名の訪問団

が結成された。新しい出会いの一員として、二国間の親善相互理解を深めるとともに、自然環境、文化、

政策をとおして国際的視野を培おうと、期待と夢の実現に胸を膨らませた。私は、いつものとおり「スリー

Ｓ（Study・Sightseeing・Shopping）」を念頭におき、出発した。

≪Study≫

私は、友好親善交流の際、日頃の自分の活動に関係のある次のことについて、質問した。

　アナハイム市における

　（１）男女平等参画に対する姿勢の取り組み

　（２）職場における女性の登用

　（３）政策決定の場への女性の進出状況

　忙しいにもかかわらず、テイト市長はていねいに答えて下さった。時間が許せばもっと詳しくお聞きし

たかったのだが、なにしろ時の流れが早くて…。

≪Sightseeing≫

ディズニーランド・リゾートは、ハロウィンの装いをした若者や小さな紳士淑女、仲良く手をつなぎ老年

を楽しんでいる夫婦、多勢の多国籍の旅行者等で溢れていた。そちこちにイベントの催し物があり、軽快

なミッキーの音楽は、我々を歓迎し賑やかで華やかで、

我々の気分を若返らせてくれた。ナイトショーの噴水

を利用した幻想的でダイナミックで巨大なウォーター

ショーや日本的な花火は、圧巻であった。サンフランシ

スコのシンボル、ゴールデンゲート・ブリッジは、自然

の恵みと人間の創り上げた都市景観が見事に融合して

いて、大きな感動を与えてくれた。あの風景を忘れるこ

とはないであろう。それにもまして、美しさと迫力と雄
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大な景観を見せてくれたヨセミテ国立公園は、筆舌に尽くし難い大きな感激と感動であった。大自然の造

形物のダイナミックさ、偉大さ、優美華麗さ、それでいながら力強さ、豪快さ、広大な数々の名所、大小

無数の滝々…。観光客を魅了する巨大な自然の宝庫であった。

≪Shopping≫

どこの国へ行っても、その国の思い出となるものを買い求めてくるが、それらは種々雑多。ショッピング

は、私の不得意とする分野だから…。しかし、今回は、どうしても連れて帰りたいものがあった。それは、

ヨセミテ国立公園で出会った、車に乗った熊の一木彫りの素朴な置物だった。あの雄大な大自然、偉大さ

を思いおこすのには、ちょっと物足りなさも感じるが、つぶらな瞳で「私も日本へ行きた～い」と言って

いるような気がして、連れて帰国した。今では、わが家で存在感のあるものとなっている。

≪終わりに≫

全米一の人口を有する西海岸の中心地、サンフランシスコ、ロサンゼルス、アナハイム市を垣間見たわけ

であるが、ファッション、グルメ、エンターテイメントはもちろん、語り尽くせない大自然の魅力ある宝

庫のこの地を、機会があったら再度訪れてみたいと思った。

 お世話になった関係者の皆々さまに感謝申し上げます。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及び
アメリカ文化・行政視察団に参加して

鹿倉　よし江
　今回、アナハイム市親善訪問に参加することができました。

　訪問３日目の日程は、午前８時にアナハイム西高校視察に始まり、タイガーウッズ学習センター視察、

エクストロン社見学、午後はアナハイム市役所及び市議会表敬訪問、アナハイム市消防署視察と続き、最

後の日程エンゼルスタジアムを見学する頃は夕日が沈む頃になってしまいました。

　アナハイム西高校では、日本語を学ぶクラスへの訪問

があると聞き、友達と『兜』を折って持って行きました。

新聞の興味のありそうな紙面や、チラシで折りました。

それを見た生徒たちは「わぁ」と声をあげて喜んでくれ

ました。日本語で自己紹介をしてくれたり、日本に興味

を持って学んでくれているのを見てとてもうれしく、短

い時間でしたが良い交流が出来たと思います。

　市庁舎市議会議場はシアターホールのように入りやす

く、公聴席はゆったりしていて、市民が来やすくなって

いました。夕方５時から案件を話し合うということでし

た。人口約35万人で議員は５議席（内女性３人）、11

月の選挙に向けて今回２議席のところ９名の立候補が

あったそうです。

　市庁舎の窓口に市民があまりいないのは、家庭と市と

の連絡はオンラインになっているので、現金でガスや電

気代を払う時以外は来庁しないということでした。

　アナハイム市は多様な人種の人が暮らしていますが、

市長さんは「人と人のつながり」を大切にし、親切にすれば、人々は助け合って幸福感は得られると、力

強く話されました。

　エンゼルスタジアムでの歓迎レセプションも、終始和やかに楽しく過ごすことが出来ました。

“Halloween” の時季と重なり、パンプキンがテーブルコーディネイトされていました。

　地元国際交流のスタッフの方々からは、心配りのこもったおもてなしを受け、とても楽しい時間を過ご

すことが出来ました。感謝です。

　東海岸で起きたハリケーンの影響で、半日近くも飛行場で足止めされたハプニング以外は、無事予定通

り日程を終えることが出来ました。出発時には堅い蕾を持っていた菊の花が、家に帰った時はきれいに咲

いて迎えてくれ、ほっとした幸せな気持ちになりました。８日間の旅はとても大切な経験になりました。

　お世話になりましたアナハイム市関係者の皆様、水戸市関係者の皆様、そして国際交流協会の皆様に心

からお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
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第30回アナハイム親善訪問に参加して

篠原　節子

♪I left my heart in San Francisco~の旋律を脳裏に浮かべながら3日、サンフランシスコ空港を後にし、

4日、帰国の途に着いた。亡母が第6回アナハイム親善訪問に参加した。私も訪問できて嬉しかった。8

日間の旅を通してアメリカの一端を理解することができた。

　28日　朝、ロサンゼルスの山、美しい海岸線の地形、住居が上空から見えた。１階建てが多いのは土

地が広いから２階は必要ないのだそうである。ゲティ・センター見学。ゴッホの絵等、有名画家の本物の

絵を無料で見られる。昼食にサラダの小を注文。それでも大盛りで閉口した。サンタモニカ海岸には懐か

しいルート66の看板があった。

　29日　ディズニーランド見学はアナハイム市姉妹都市委員会委員のジムさんの案内でショーと乗り物

を効率的に楽しめた。企業努力が伺える夜の噴水ショーは観客動員を促し盛況、私たちを魅惑した。

　30日　公式訪問日　①タイガーウッズが卒業したアナハイ

ム西高校を訪ねた。様々な人種が日本語を選択し、一緒に授業

を受けていた。選択動機はアニメとの事。タイガーウッズ学習

センターはタイガーが恵まれない若者のために創設。子どもの

意欲や個性を伸ばすことの大切さを実感。西高校とも提携して

いてコースは４つあり、Ⅰ―学校が終わってからの学習、Ⅱ―

土曜日コース、Ⅲ―日曜日コース、Ⅳ―夏のコースである。そ

の日も小学生が生体の授業を受けていて顕微鏡を覗いていた。

②エクストロン社見学（電気部品）―あらゆる製品の問い合わ

せに人が対応し、その内容は全部本社へ報告するとの事。企

業ポリシーを感じる。会社内に社長趣味のウエスタン風ダン

スホールを経営。 ③市関連施設・市役所訪問―コンピューター

で交通規制を市でもコントロールして渋滞を緩和していた。④

消防署―消防員は命がけの仕事であるが人気職業であるとのこ

と。女性消防員もいた。主に運転をすると言っていた。⑤警察

本部―パトカーの前頭部に追突しても壊れないガードの鉄骨が

あった。⑥夕方、エンゼルスタジアムで歓迎レセプションがありアナハイム市民と親睦を深めた。通訳は

いたが英会話ができたら話が弾み楽しいだろうと、英語の重要性を強く感じた。

　31日　アナハイム→ロサンゼルス→サンフランシスコ→ヨセミテへ―１日がかりの移動となった。

　１日　スケールが違うヨセミテの美しい山々。酋長の山を見上げるのに首が痛くなる。絶壁を登る登山

者の姿も説明なしでは探せない。土砂くずれも見る。偉大な山に畏敬の念を抱く。ヨセミテの意味は熊の

ことである。

　２日　ヨセミテからサンフランシスコまで広大な土地を眺めながらのバス移動。そして到達地の美しい

ゴールデンゲート・ブリッジを見て旅は終わる。

　以上、このたびの経験を皆様に伝え親善訪問できた御礼としたい。最後にお世話になった関係者の方々

並びに国際交流協会の皆様に厚く御礼申し上げたい。ありがとうございました。
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　私にとっては初めての渡米となりました。

　英語が飛び交う世界は、非日常的な空間でしたが、普段の生活では味わえない刺激的な体験ができまし

た。水戸市としても国際社会に対応する人材の育成を目的に、アナハイム市から水戸市の子供たちを教え

てくれるネイティブスピーカーの派遣を推し進めているように、これからは英語を話すことは必要条件で

あります。私も語学の必要性を痛感し、今からでも、英語を日常に取り入れたいと思いました。

　また、アナハイム市の市長夫妻や水戸市に3,000通以上の励ましの手紙を送る発起人になってくださっ

たUCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）の学生さんも姉妹都市委員会の委員長さんも、たくさん

の方々が大変魅力的で、言葉が通じなくても素敵な人柄を感じ取ることができましたので、再会したいと

思うと同時に、ますます英語を習得したいと思いました。

　最後に市民として、自然保護の観点から、ヨセミテ国立公園・街づくりの観点からロサンゼルスやサン

フランシスコを視察できたことも、これからの日常の視点を変えることにつながると思いました。

同行していただいた皆様に感謝したします。

　皆様の今後のご健勝をお祈りいたします。ありがとうございました。

庄野　程

アナハイム市を訪問して
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アナハイム親善訪問団に参加して

菅原　孝太郎
芳　子

　平成24年度第30回国際親善訪問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。

　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見た時、これがアメリカかと只々驚

きを感じました。そして、ハイウェイは片側６車線で、ノンストップで走行する姿はまさにアメリカだと

思いました。つい日本の場合は、と思ってしまいました。農地は、どこまでも続き整然として素晴らしく、

その生産量の違いを知りました。

　そして、アナハイム市役所に行って、入口に水戸市との親善姉妹都市の文字を観た時、永年にわたって

よくぞここまでと感無量になり、先人達の努力の証と感激いたしました。市議会議場等も見学し、有意義

でした。消防署、警察本部等も見学し、その充実した様は正に第一線で活躍する勇姿そのものです。夕刻

エンゼルスタジアムでの交流会では、はからずも奥様が日本人で、生まれは大阪とのこと、結婚した時の

お話を聞かせてもらい、大変な苦労をされた様子を涙ながらにお話し下さいました。大変な思いをしなが

ら今日を迎えていますとのお話を聞き、異国にての生活がどんなに辛い事だったかと思うとつい涙ほろ

り!!有意義な交流会だったと感じました。

　そして10月30日ディズニーランド見学。町全体がディズニーランドとは、これまたびっくりいたしま

した。スケールの大きさは東京のディズニーランドの11倍とか。さすが大国アメリカだと思いました。

老若男女問わず、そして身体障がい者に対する配慮の充実さには感動いたしました。

　そしてロサンゼルスより空路サンフランシスコ、専用バ

スにてヨセミテへ。その道のりの長いこと、大国アメリカ

だと痛感いたしました。ヨセミテの自然の雄大な姿を見た

時、大昔の姿がそのまま残っていたのかと、神秘的な思い

がいたしました。

　11月２日（金）バスでサンフランシスコへ。サンフラン

シスコ～ヨセミテに入る時は夜になったので外は真っ暗

で、何も判らずに来たが、サンフランシスコに戻る道中は

その広漠な様に只々圧倒される思いでした。果てしなく続く牧場!!

　サンフランシスコのゴールデンゲート・ブリッジ。只々見入っていました。海と空の色とのバランスの

取れた風景は、見事な姿を見せていました。

　このたび私と家内２人で参加させていただきまし

たが、家内は少し足が不自由なので皆様方に大変な

ご迷惑と御心配をお掛けした事を心からお詫び申し

上げ感謝申し上げます。

　最後に水戸市国際交流協会の方々に大変お世話に

なり厚く感謝申し上げます。同協会の益々のご発展

を心からお祈り申し上げます。ありがとうございま

した。
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アナハイム訪問使節団に参加して

髙木　恵理

　今回、素晴らしくも30回目を迎える訪問使節団に参加できたことを心から光栄に思う所存であります。

初めてアナハイム市を訪ねることはもちろん、姉妹都市への親善交流という貴重な機会を頂けたことに深

く感謝いたします。

　訪問では、個人旅行や団体旅行、留学でも滅多に経験できないことをさせていただきました。エクスト

ロン社への訪問、アナハイム市役所、警察本部、消防署への表敬訪問がそれらに当たります。特に市役所

の表敬訪問では、同市の市長たちが交流するのを目にし、それぞれの市がこの交流を心から大切に思い、

ともに歩んできた歴史を垣間見たような気がいたしました。警察本部、消防署とも貴重な施設を見学させ

ていただき、このように自分の命に代えてでも市民を守る方々のお蔭で市民は安全に暮らすことができて

いるということを再確認しました。このことは水戸市を初め、全世界に共通することだと思います。夜の

アナハイム市民との交流でも、皆さんがとても温かく迎えてくださり、楽しい時間を過ごすことができま

した。このような大変素晴らしい交流が永遠に続くことを切望しました。

　ヨセミテ国立公園では、雄大でダイナミックな自然に只々圧倒されっぱなしでしたが、水戸の自然を懐

かしく想う瞬間でもありました。水戸市にはここまで雄大な自然はありませんが、情緒深い佇まいと自然

を持つ、弘道館という歴史的に素晴らしい藩校があり、ここのことを思い出しました。ヨセミテの自然を

守るように、水戸市の自然や、歴史的な建築物も守っていきたいと考えた所存でございます。

　今回の訪問団に参加して、水戸市の魅力を増々感じることができました。水戸市民としての自覚を持ち、

水戸市の発展や国際交流等に寄与できる人間となれるよう、今後も精進して参ります。
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　久しぶりに水戸市の姉妹都市・アナハイム訪問団に加わることになり、今回は四度目で大よその流れは

分かっているつもりでも、旅立ち前は俄に気ぜわしい日々でした。

　過去の記録では、参加者が40名を超す年もあったようですが、最近はなかなか人数がまとまらないと

聞いております。わたしが初めて参加した92年ころは、バブル期終焉の直前で活気がありました。しか

し昨今は姉妹都市交流が市民の意識から薄れているのでは…等と考えてしまいます。

　旅程の３日目が今回の主目的・公式行事の日で、早朝に立ち寄ったアナハイム西高校の生徒達が一斉に

声をそろえて「おはようございます」と迎えてくれて、清々しい気持ちになったことは今も忘れません。

教室内で足元にとてつもない大きなバッグを置いた男子生徒に、何が入っているか訊ねた際「ポロのユニ

フォームと道具です」と日本語で答えがあり、さらに隣席の生徒がすかさず “He is a good player” と付

け加えてくれました。思うに、日本語を学ぼうとしている彼らにとっては、自己紹介パフォーマンスよりも、

こうした何げない会話の方が有効だったのではないでしょうか。はるか昔、中学校でThis is a pen、とか

I am a girlなどとやっていたのを思い浮かべておりました。

　昼間の表敬訪問に続いて、夕方開かれた歓迎レセプションは、以前とは全く雰囲気が異なり、アナハイ

ム側の顔触れもすっかり代替わりしてしまったようでした。隣の席に座ったレディのパトリシアさんは日

本へ行ってみたいと言い、そして盛んにお孫さんの話をしてくれましたが、とても80才とは思えない愉

快でチャーミングな方で、さらにお若いエリンさんも席を交え、しばしおしゃべりを楽しみました。生憎

とカメラの電池切れで映像を残せなかったのは大変残念です。わたしからは水戸藩のお殿様、黄門さまに

ついての簡単な手書きメモを添え、旅姿の黄門さまが透けて見える印籠の根付けを何人かの方々に差し上

げ、気に入っていただけたようでした。

　さて、公式行事を終えておたのしみのヨセミテですが、86年に個人旅行で来た時は世界自然遺産に登

録されたばかりで、道路事情もまだ充分に整わず、バスは大揺れ、しばし砂利道を歩いてはセコイアの巨

木を６～７人で手をつないで囲み、記念撮影をした記憶があります。今回は予想とは違い、フィヨルド地

形と言ってもいいような道路の両側にそそり立つ岩山に目を奪われ、また別なヨセミテの自然を愛でるこ

とができました。

　他にも大都会、ロサンゼルスとサンフランシス

コも巡りましたが、丁度訪米中は４年に一度の大

統領選挙の真っ只中にもかかわらず、立ち寄った

カリフォルニアのいずれの地でも全く静かで、む

しろ我が国内のTVや新聞の方が多くを報道して

いるように見受けられました。日本に負けず劣ら

ず国の財政難にあえいでいるアメリカではありま

すが、やることなすこと何もかもスケールが大き

いのには敬服いたします。特に、食事の量の多さ

高橋　明子

アナハイム市との交流で感じたこと…
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には驚きです。わたしたち日本人はみな持て余しておりましたが、これが大国の証でしょうか。

　最後にこの旅の準備段階から終わりまでお世話いただき、また休日や夜間を押して市役所でのお見送り

とお出迎え下さった方々に心から感謝の意とお伝えすると同時に、旅行中の諸々の失言や不躾をお詫びい

たします。
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　この伝統ある視察団の参加決定の通知があった日から、私は、心が躍る反面、多少の不安を抱きながら

出発までの日を過ごしてきました。

　10月12日の結団式には、集まった全ての方々が初対面であり、年がいもなく緊張しました。また、し

ばらくの間、海外旅行もしていなかったので、服装のことや食事、長時間の飛行等、果たして体力面で耐

えられるかの心配もありましたが、この視察を体験したことにより、色々な面での視野も広くなり、体力

の面でも自信を持つことが出来ました。

　以下、視察について私が特に印象に残ったところを述べさせていただきます。

・ 最初に訪れたゲティ・センターは、豪華な建物の中には日本では見ることのできないであろう価値のあ

る絵画等が展示され、驚きました。また、展望台からは広大な敷地、その緑の中には色々な建物が建ち

並び、さすが大国アメリカであるなあと思いました。

・ ディズニーランドにおける夜のワールド・オブ・カラーは、レーザー技術を駆使したアートショー、そ

の豪華絢爛さには誰もが驚嘆したと思います。

・ アナハイム西高校では、施設や日本語クラスを見学しましたが、真剣な態度で授業を受けており、この

生徒たちが早く日本語をマスターし、日本に対する友好親善が一層高まればと思いました。

・ アナハイム市役所訪問については、テイト市長から温かい歓迎を受ける中で、高橋市長が昨年の大震

災被害についてアナハイム市民から心暖まる励ましの言葉や支援をいただいたことについてお礼の言葉

を述べられました。その後、テイト市長から市政運営等についての親切丁寧な説明がありました。“Hi 

Neighbor” をモットーに、今後も更に地域との連携を密にしながら市政を続けていきたいとの強いメッ

セージがありました。市議会においては、市議会議員５名、しかも無報酬であると聞き驚きました。話

はオーバーになるかもしれませんが、とかく、日本でも前々から議論されているところですが、あらゆ

る政治家の方々等が、高い志を持って取り組まなければならない問題であると、強く感じました。

・ 夕方の歓迎レセプションについては、終始和やかな雰囲気で親善が図られました。私は、お土産の一つ

に、「山水拓土」と書かれた扇子（当時の内閣総理大臣橋本龍太郎氏のサイン入り）を警察署長に贈っ

たところ、大変喜ばれ、何回となくサインの意味を尋ねられたのが印象に残っています。

・ ヨセミテ国立公園については、立ち並ぶ岩峰、そ

のスケールの凄さ、雄大な景色全てが圧巻でし

た。水を満たしている滝や川などの渓谷が見られ

れば、もっと素晴らしい風景に出会えたのではな

いかと想像してしまいました。

・ サンフランシスコは、「桑港のチャイナ街」（歌手 

渡辺はま子）の歌を子どものころから良く聞かさ

れた私は、憧れの場所でもありました。黄金門湾

に跨るゴールデンゲート・ブリッジ、ユニオン・

第30回アナハイム親善訪問に参加して

高安　義孝
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スクエア、そしてチャイナタウン等、霧の街と言われるこの場所をこの目で見ることができ、満足感で

一杯になりました。

・ 最後になりましたが、８日間にわたり、高橋市長を始め、関係者の皆様方には大変お世話様になりまし

た。水戸市国際交流協会の益々のご発展を祈念しております。
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アナハイム親善訪問、雑感

長澤　征次

　“気まま、手づくり一人旅” が私の海外旅行の定番なので、「姉妹都市アナハイム市親善訪問及びアメリ

カ文化・行政視察旅行」は、万般にわたり、“至れり尽くせり、おんぶに抱っこ” の旅で、オドロキでし

た。以前に、つくばエクスプレス関連の欧州鉄道及び沿線開発の調査ミッションに参加した際と比べて

も、今回は断然安楽でしたが、参加者各自がいろいろ経験するには少々過保護？ではないかとさえ感じま

した。とはいえ、団長は若い圧倒的行動力の高橋市長、副団長は今回でアナハイム訪問12回の、まさし

く両市の友情の懸け橋の尖兵となられている市議会の村田議員とあって、アナハイムとの交流及び視察ス

ケジュールは極めて濃密、意欲的なものでした。市民団員も本ミッションの意義を踏まえ、事前準備はも

とより、旺盛な知識欲で行動されている姿が印象深く感動を受けました。

　こうした思いは以心伝心、アナハイム市の市長はじめ関係者に伝わり、いずれの会合でも受け入れ準備

も行き届き説明などにも真剣に対応していただいていることが強く感じられました。レセプションなどに

も心温まるホスピタリティーが伝わってきて、とても心地よい思いでした。

　今年は、水戸市とアナハイム市が国際親善姉妹都市の盟約締結から36年が経ち、今回の親善訪問が30

回を数えるとのこと、そして自ら一市民団員として参加し、親善友好の深まりを肌で感じて、あらためて

アナハイム市名誉市長の称号を授与された幡谷水戸市国際交流協会理事長のご尽力の偉大さに、敬意の念

を深める旅でもありました。
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　「一緒にアナハイムに行かない？」突然のお誘い。他の海外視察研修に比べ、今回の友好都市との親善・

交流は市民対象で、緩やかな気持ちだった。訪問先それぞれに特徴があり、地元の人々と小さな触れ合い。

最初の訪問地、ゲティ氏設立の美術館の敷地は一山全部。ロサンゼルスを見下ろす眺望は圧巻。入場料無

料の美術館は富豪の富が、社会還元・社会貢献として深く根付いているアメリカで、こうして私達が恩恵

に浴していることを実感した。

　公式訪問の日程は、早朝から盛りだくさん。通訳の方の的確な表現は、感動と学びの満足を十分に感じ

させてくれた一因だった。

　タイガーウッズの学習センターでは、児童の早期専門教育が多くの賛同企業の支援のもと、正規の授業

としても認定され、将来に向けた専門性の高い人材育成が行われていた。我が国でも今後は早期の専門教

育システムが検討されるだろうか。エクストロン社は、プロ用音響機器等の製造会社。社内には、なんと

立派な音楽やダンスのホールの設備、従業員の福祉も大事にする会社。特に技術トレーニングに重点を置

き、また、顧客対応のコールセンターシステムは、さすが全世界展開の企業と、強い関心と感心を。

　市役所・市議会の訪問は、一番の関心事だった。スクリーンから飛び出したような素敵な市長との会見

は印象的。“Hi Neighbor” は日本では聞き慣れない言葉。市長の話では、TVの映像で日本の津波を見た時、

人々が協力し助け合っていた。災害の時には政府の出来ることは限りがあるが、隣人・近所の繋がりがそ

れを十分に補う、その精神を “Hi Neighbor（こんにちは、ご近所さん）” と表すことであるという。アナ

ハイムは、50年間で大型化した新しい都市で人種的にも多様性に富む。人々の幸福感は自分が他人を助

けることで自分も幸せになれると…。団長から、水戸市民も同じ精神で震災時は助け合ったことや、今後

も地域・近所の力が大きいことを話された。

　市議会議場は議席がたったの５席。驚いた。「どうぞ議長席と議員席に」と促され、団員女性３人が着席。

私は議長席に。「矢代さん、似合うよ」との声に恥ずかしさ。議席の直ぐ前の傍聴席は、議席の30倍はあ

ろうか。議員のうち３人が女性とのこと。「選挙で選ばれましたよ」との説明には、水戸より多い人口で

５人の議員活動の実態はどうなのか、５時から議会？と、素朴な疑問が。大統領選挙の今年は日本でも多

くの報道があるが、この地の市議会議員はどんな選挙活動をしているのだろう。「アナハイムでは女性の

リーダーは多いですよ」の話に、市役所や消防署や警察本部、交流会で出会った女性達の、強靭な意思に

裏打ちされたしなやかで片意地の張らない笑み・凛とした姿から、なるほどと納得する私。

　エンジェルスの球場見学は、スコアボードの脇に黄金色の満月の演出。水戸黒のような闇の中、照明

に輝き見上げた観客席。誰もいない。が、脳裏には観客の声が響く。選手のベンチに座ってみる。選手

が全速力でグラウンドの緑の芝を目指し駈けて行く。声援を受け、白球は満身の力を込めた場外ホーム

ラン。映画の一場面を共有しているかの様な錯覚に襲われた。エンジェルスの赤は、記念品の袋とＴシャ

ツと共に、我家に存在感。余禄―SFジャイアンツ今年の優勝ロゴ入の帽子をＳさんとお揃いでゲット、

ラッキー。

　最後に、団長・副団長・議員の方々のさりげない心遣い、そして適切な援助と配慮の交流協会の方に心

矢代　美智子

第30回親善・友好訪問及び
アメリカ文化・行政視察団に参加して
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から感謝します。更に、参加団員の方々の素晴らしいお人柄に触れた楽しさ。この訪問で私はたくさんの

宝物を得ることができた。ありがとう皆様　Thanks!
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　第30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・行政視察団に参加し、初めてアナ

ハイム市を訪問いたしました。 

　水戸市とアナハイム市は、昭和51年12月に国際親善姉妹都市の盟約締結以降、これまで様々な交流を

続け、相互の発展と親交を深めてきたところですが、実際現地を訪れ、アナハイム市庁舎の壁に刻まれた

「永遠の友情を誓って」の文字を見たとき、改めてその歴史の重さを実感しました。

　滞在３日目のアナハイム市訪問においては、午前中、アナハイム西高校ほか２施設の視察を行い、午後、

市役所及び市議会議場の見学を行った後、トム・テイト市長を表敬訪問し、約30分間懇談しました。ト

ム・テイト市長は、数々取り組まれている施策の中でも、特に地域コミュニティづくりに力を注がれてお

り、“Hi Neighbor” という事業を考案され、近隣同士の顔が見えるコミュニティづくりを掲げ推進されて

いることに、深く感銘いたしました。

　表敬訪問の後、再び市内の各施設を視察し、懇切丁寧な説明をいただいた後、以前、松井選手が在籍し

ていたエンジェルスのスタジアムを見学しました。迫力あるスタンドデザインとフィールド内の美しい芝

生のデザインがとても印象的な球場で、実際にエンジェルス側のベンチやロッカールームも見学すること

ができたことは、野球ファンの方にとっては良い思い出となったのではないでしょうか。

　その後、引き続き同球場内で開催された歓迎レセプションでは、アナハイム市の皆様から心温まる歓迎

を受け、感激するとともに、姉妹都市委員会の関係者の皆様のご苦労に敬意と感謝を表するものです。ま

た、歓迎レセプションの冒頭、これまで水戸市とアナハイム市の姉妹都市締結時から長年ご尽力をいただ

いている幡谷理事長の銅像をアナハイム市に建てることについて、高橋市長とトム・テイト市長との間で

話し合い、その発表があったことは、大変喜ばしいことと感じました。

　アナハイム市を後にしてからは、アメリカ有数のリゾート地であり、広大な山岳公園であるヨセミテ国

立公園、さらに、アメリカで最も美しい街と言われるサンフランシスコ市を訪問し、アメリカの個性ある

都市景観と自然環境を十分体験しました。

　最後になりますが、今回お世話になりました訪問団の皆様を初め関係各位に感謝するとともに、両市の

ますますの交流が進展されますことをご祈念申し上げます。

水戸市議会議員　栗原　文隆

アナハイム市親善訪問に参加して
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アナハイム市親善訪問団に参加して

水戸市議会事務局　関谷　勇

　成田空港から、約8,300kmのフライトを経てロサンゼルス空港へ到着し、初めてアメリカの地を踏み

ました。その後、バスに乗り市内視察へと出発。初めに、ゲティ・センター。石油王Ｊ・ポール・ゲティ

が残した基金によって設立運営されているアートセンターで、小高い丘の上に美術館、庭園などがあり、

建築物自体や周囲の景観が美しい所でした。続いて、サンタモニカ。カリフォルニアで人気ナンバー１の

ビーチリゾートで、パームツリーが並び、海を眺めながら散歩を楽しむ人やジョギングをする人が行き来

する町、かなり古いですが、ママ・アンド・パパスの「夢のカリフォルニア」を思い出しました。

　２日目は、ディズニーランド・リゾートを体験。1955年に誕生した世界初のディズニーランド・パー

クとカリフォルニアがテーマのカリフォルニア・アドベンチャー・パークで構成。まずは、ミッキー・

マウスの生みの親で創設者であるウォルト・ディズニー氏の銅像の前で、記念写真。さらに、夜の部の

World of Colorは、とても幻想的でした。

　３日目は、アナハイム市訪問です。午前中、アナハイム西高校、タイガーウッズ学習センター及びエク

ストロン社の視察を行い、午後は、アナハイム市役所及び市議会を訪問した後、トム・テイト市長を表敬

訪問しました。市長は、“Hi Neighbor” と名付けた政策により、近隣同士の顔が見えるコミュニティづく

りを積極的に推進しているとのことでした。

　この後、市の施設となる消防署及び警察本部を視察しましたが、フレンドリーな対応に、アメリカらし

さを感じました。その後は、かつて長谷川選手や松井選手が在籍していたエンジェルスのスタジアムを視

察。エンジェルスがホームランを打つとレフトスタンドから花火が上がり、ピンチになるとラリーモンキー

がスコアボードの大画面に映し出されることで有名な球

場で、感動しました。引き続き、球場内にて歓迎レセプ

ションが開催され、市関係者を初め姉妹都市委員会の皆

様から温かい歓迎を頂き、思い出深い一日となりました。

　４日目は、アナハイムからヨセミテへ移動。５日目に、

世界遺産に指定されているヨセミテ国立公園を視察しま

した。東京都の約1.5倍の広さがあり、すべてを満喫す

るには１週間あっても足りない広大な公園です。

　そして６日目、サンフランシスコ市において、観光名

所であるフィッシャーマンズ・ワーフ、そしてこの街の

シンボル、ゴールデンゲート・ブリッジを視察し、全日

程が終了しました。この６日間、雄大なアメリカの街並

みや自然を目の当たりにし、数々の驚きや感動を体験さ

せていただきました。本当にありがとうございました。



資料編

アナハイム市庁舎前
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国際親善姉妹都市アナハイム市との交流　　　　　　　  （平成24年 11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30回行われ、延べ888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16回あり、延べ
416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
22回実施され、合計433人（学生399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。
○「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。
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○「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、協議を行っている。
　　採用者：延べ９名（平成24年４月現在）
○「ガンバレ！MITO！～アナハイムからの応援メッセージ展～」
　 　平成23年（2011）、過去に水戸市を訪れたアナハイム市学生親善大使の呼びかけにより、東日
本大震災の被害を受けた水戸市へ励ましの手紙を贈るキャンペーンが行われ、アナハイム市民よ
り寄せられた3,275通の手紙を市内の幼稚園や小中学校へ届けるとともに、水戸市国際交流セン
ターにおいて展示した。
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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 266,026人
（2013年1月現在）

343,793人
（2012年現在）

面　 積 217.43 ㎢ 130.7㎢

緯　 度 北緯36度21分57秒 北緯33度50分10秒

経　 度 東経140度28分17秒 西経117度53分23秒

気　 候
平均気温：摂氏14.1℃
年間降水量：1,498.5mm
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　公益財団法人水戸市国際交流協会
3　期　　間　平成24年10月28日（日）～11月4日（日）　（8日間）
4　訪 問 先　 ・アナハイム市（カリフォルニア州） 

・ヨセミテ（カリフォルニア州） 
・サンフランシスコ（カリフォルニア州）

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12日（金）13：30～15：30　水戸市国際交流センター（渡航説明会含）
8　事後研修（解団式）　11月16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８月21日（火）から９月21日（金）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）
　※毎週月曜日は休館
　〒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　318,000円（うち30,000円を協会が補助します）
　　　　　　  ※燃油サーチャージなどにより費用が多少異なることがあります。
　　　　　　　　・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（550,000
円），海外旅行保険（個人用任意保険）など

平成 24年度　第 30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



－ 47 －

　　　　　　　　・ 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 　 ９月28日（金）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：全日空（NH），ユナイテッド航空（UA）
　利用ホテル：シェラトン パーク ホテル アット ザ アナハイム リゾート
　　　　　　　 ヨセミテ ビュー ロッジ
　　　　　　　 ヒルトン サンフランシスコ ユニオン スクエア
※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 10/28
（日）

水戸市役所発（13:00）
成田空港発（17:05）
ロサンゼルス着（10:45）
アナハイム着

専用バス
NH006便
専用バス

着後：ロサンゼルス視察後
アナハイムへ移動

〈アナハイム泊〉

２ 10/29
（月） アナハイム 専用バス

終日：アナハイム【公式行事】

〈アナハイム泊〉

３ 10/30
（火） アナハイム 専用バス

終日：アナハイム【公式行事】

〈アナハイム泊〉

４ 10/31
（水）

アナハイム発（朝）
ロサンゼルス発（11:30）
サンフランシスコ着（12:54）
ヨセミテ着（夕刻）

専用バス
UA318便
専用バス

ヨセミテへ移動

〈ヨセミテ泊〉

５
11/1
（木）

ヨセミテ 専用バス
終日：ヨセミテ視察

〈ヨセミテ泊〉

６
11/2
（金）

ヨセミテ発（朝）
サンフランシスコ着

専用バス
サンフランシスコへ移動
着後：サンフランシスコ視察

〈サンフランシスコ泊〉

７
11/3
（土）

サンフランシスコ発（12:10） NH007便
〈機中泊〉

８
11/4
（日）

成田空港着（15:25）
水戸市役所着（19:00）

専用バス







第30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

　　  発行日　平成25年２月

　　　　　　　公益財団法人水戸市国際交流協会
  　　水戸市備前町6-59　電話029-221-1800
※今回の報告書に関するお問合せはこちらへ


