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団長あいさつ

水戸市長　高橋　靖

　このたび、第31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、25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、アナハイム市のコンベンションセンターやロアラ高校をはじめ、「持続可能な

観光」を目指し、地域社会、官公庁、民間企業などが一丸となって観光政策を推進しているホノル

ル市などへの訪問を通じて、国籍を超えた人と人との交流や、現在のアメリカの風土や文化、先進

的な観光施策の事例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熱烈で友好的な歓迎

と、ホノルル市の皆様の温かで献身的なおもてなしにより、友好や親睦、そして国際人としての認

識が深まり、有意義な時間を過ごすことができました。さらに、今回の訪問では、水戸市国際交流

協会の幡谷祐一理事長の25年にわたるアナハイム市名誉市長としての功績を讃えた銘板の除幕式

が盛大に挙行され、幡谷理事長がアナハイム市において広く敬愛を集めていることに大変感激をい

たしました。

　平成28年には、アナハイム市と水戸市との国際親善姉妹都市盟約締結40周年を迎えます。幡谷

理事長をはじめ多くの先人たちが培い、築き上げてきた両市の絆を、この節目の年を契機に、さら

に強く、かけがえのないものとしてまいりたいと考えております。

　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

　このたび平成26年第31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

団の副団長として、団長の高橋市長や市民の皆さまとともにアナハイム市とハワイ州ホノルル市を

訪問し、所期の目的を達成して帰国できましたことは、ひとえに団員の皆さまのご協力の賜物と心

から感謝申し上げます。

　今回の訪問では、トム・テイト市長をはじめ、アナハイム市議会議員の皆さまや姉妹都市委員会

の関係者の皆さまから心温まる歓迎を受け、盛大に「25周年記念幡谷祐一アナハイム市名誉市長

銘板献呈式」を執り行うことができました。

　アナハイム市滞在中は、歓迎レセプションやロアラ高校への訪問で、アナハイム市の皆さまと大

いに交流を図ることができ、また、アナハイム・コンベンションセンター等の視察では、同市が抱

える行政課題の解決に向けた先進的な取り組みを、つぶさに学ぶことができました。

　このほか、今回は世界有数の観光地であるハワイ州ホノルル市を訪問し、さらなる観光振興や経

済効果をもたらす施策の推進事例、また、大規模な国際会議から少人数のビジネス・ミーティング

まで対応したハワイコンベンションセンターの充実した設備やサービス等についても、大いに学ぶ

ことができました。

　現在、水戸市においては、新たな市民会館の整備や、人、物、情報の交流を通した新たな活力、

賑わいの創出を目指し、観光交流人口450万人を目標に、新たな観光施策の推進に取り組んでいる

ところでありますが、今回の視察で学んだことは、大いに参考にすべきと強く感じたところであり

ます。

　このように、今回の親善訪問は大変有意義なものとなり、思い出深い８日間を過ごすことができ

ました。

　アナハイム市と水戸市は、今年で姉妹都市としての盟約を締結してから38年を迎えるわけでご

ざいますが、今後も、さまざまな交流活動が継続され、なお一層の両市の友好の絆が強まることを

願うものであります。

　最後に、今回お世話になりました団員の皆さまをはじめ、関係各位に心より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 幡　谷　信　勝 男 茨城県信用組合副理事長

4 団　員 秋　山　恒　典 男

5 団　員 安　藏　基　雄 男

6 団　員 飯　村　義　昭 男

7 団　員 飯　村　文　子 女

8 団　員 石　井　享　子 女

9 団　員 磯　野　謙　一 男

10 団　員 磯　野　良　子 女

11 団　員 小　野　栄　一 男

12 団　員 桂　木　功　雄 男

13 団　員 坂　場　賢　二 男

14 団　員 助　川　裕　一 男

15 団　員 武　石　紀　一 男

16 団　員 田　所　勝　三 男

17 団　員 矢　代　隆　將 男

18 団　員 矢　代　美智子 女

19 団　員 渡　邉　徹　也 男

20 団　員 安　藏　　栄　 男 水戸市議会議員

21 団　員 小　泉　康　二 男 水戸市議会議員

22 団　員 藤　田　精　治 男 水戸市議会議員

23 団　員 内　藤　丈　男 男 水戸市議会議員

24 団　員 永　井　誠　一 男 水戸市議会事務局　議事課長

25 随行員 王　　　偉　亜 男 水戸市国際交流協会事務局長

26 随行員 川　上　亜希子 女 水戸市国際交流協会国際交流係長

27 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
10/26
（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
ロ サ ン ゼ ル ス

ア ナ ハ イ ム

12:00
12:40
14:40
17:15

11:07
午後

夕刻

専用バス

DL284

成田空港へ

デルタ航空利用、ロサンゼルスへ

着後：ロサンゼルス市内視察
（ロデオドライブ、サンタモニカなど）

アナハイムへ移動
〈アナハイム泊〉

２
10/27
（月）

ア ナ ハ イ ム 終日 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）
　 ・アナハイム市内施設視察
　  （ロアラ高校、アナハイムコンベンション
　   センターなど）
　 ・ARTICに関するプレゼンテーション
　 ・記念式典
　 ・歓迎レセプション

〈アナハイム泊〉

３
10/28
（火）

ア ナ ハ イ ム

ア ナ ハ イ ム 発

ホ ノ ル ル 着

午前

14:25

17:07

専用バス

DL1559

アナハイム市内視察

デルタ航空利用、ホノルルへ
（直行便5時間45分）

着後、ホテルへ 〈ホノルル泊〉

４
10/29
（水）

ホ ノ ル ル 終日 専用バス 【午前】ホノルル市内行政・経済視察
　 ・ハワイ観光戦略に関するプレゼンテーション
　 ・ハワイコンベンションセンター
【午後】ホノルル市内文化施設視察
　 ・イオラニ宮殿
　 ・ヌアヌパリ展望台 など

〈ホノルル泊〉

５
10/30
（木）

ホ ノ ル ル 終日 専用バス 【午前】ホノルル市内歴史施設視察
　 ・パールハーバー、アリゾナ記念館
【午後】ホノルル市内歴史施設視察
　 ・ホノルル日本文化センター

〈ホノルル泊〉

6
10/31
（金）

ホ ノ ル ル 終日 － 自由行動
〈ホノルル泊〉

7
11/1

（土）

ホ ノ ル ル

ホ ノ ル ル 発

8:00頃

11:13

専用バス

DL579

朝食後、空港へ

デルタ航空利用、成田へ
（直行便11時間32分） 〈機中泊〉

８
11/2

（日）

東　京（成　田）着
東　京（成　田）発

水 戸 市 役 所 着

14:45

18:00

専用バス 水戸市役所へ

･･････････ 国際日付変更線通過 ･･････････
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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）

ホノルル　　　：HAWAII PRINCE HOTEL WAIKIKI
　　　　　　　 （ハワイ　プリンス　ホテル　ワイキキ）

ロサンゼルス

アナハイム

ハワイ州

東京（成田）へ

東京（成田）より

ホノルル

カリフォルニア州



行 動 の 記 録

アナハイムコンベンションセンターにて
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12:00	 水戸市役所　集合
12:10	 水戸市役所　出発
14:20	 成田国際空港　到着
17:00	 成田国際空港　離陸（DL284便）
	 ※フライト時間：約9時間45分
✈✈✈✈✈✈国際日付変更線通過✈✈✈✈✈✈
10:45	 ロサンゼルス国際空港　到着
12:30	 ロサンゼルス国際空港　出発
	 ロサンゼルス市内視察
13:15	 	昼食（ババガンプ・シュリンプにて：ハン

バーガー）
14:20	 ロサンゼルス市内視察
17:00	 	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）
18:30	 	夕食（ホテル内レストランにて：ニューヨー

クステーキ、チーズケーキ）
20:00	 解散

　平成26年度（第31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26年10月11日（土）に水戸市国際交流センターにおいて結団式を行い、10月26日に出発の日
を迎えた。出発当日、少し曇り空であったもののお天気に恵まれ、多くの関係者の方々の見送りを
受けながら出発した。
　成田国際空港から約9時間45分に及ぶ長いフライトを経て、無事ロサンゼルス空港に到着、ほっ
としたのもつかの間、厳しいセキュリティチェックと入国審査が待ち受けていた。空港内はとても
混雑しており、専用ターミナルを持つデルタ航空でさえ、手続を終え空港を出るまでに、2時間ほ
どかかった。空港を後にし、専用バスでロサンゼルス市内へと向かった。市内観光中、それぞれの
場所のエピソードについて現地ガイドの方が聞かせてくれ、団員は熱心に耳を傾けていた。途中サ
ンタモニカにある、アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたシーフードレスト
ランで昼食。日本では目にしない大きさのハンバーガーや、サイドメニューのボリュームの多さに
圧倒された。また、飲み物のリフィル（おかわり）が自由であること、アイス用のガムシロップがな
く顆粒状の砂糖を入れることなど、日本との習慣の違いにも驚かされたようであった。
　短い時間でロサンゼルス市内の名所を回り、ほど良く疲れが見えた頃、いよいよ一行はアナハイ
ム市へと向かった。長旅の疲れを洗い落とし休憩を取った後、ホテル内のレストランにおいて夕食
を取った。その際、アナハイム市姉妹都市委員会の委員長をはじめ、数名の委員がホテルを訪ね、
一行を歓迎してくれるサプライズがあった。夕食後は、長い一日の疲れなど忘れたかのように、ディ
ズニーリゾートにあるダウンタウン・ディズニーへ出かけていった。団員の皆さんのバイタリティ
とタフネスさに驚くばかりであった。

10月26日日
水戸市 ⇒ ロサンゼルス市 ⇒ アナハイム市

出発前、水戸市役所前にて

アナハイム市姉妹都市委員会の歓迎を受けて

1日
目
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08:30	 ホテル　出発
08:50	 ロアラ高校（Loara	High	School）視察
10:40	 	アナハイムコンベンションセンター

（Anaheim	Convention		Center）視察
12:00	 	昼食（コンベンションセンター外にて：
	 サンドイッチ、サラダ、フルーツ）
13:10	 アナハイムコンベンションセンター	出発
13:30	 アナハイム市役所　到着
	 	交流の誓い（壁面）、MUZEO（ミュゼオ）敷

地内「水戸の泉」見学
14:00	 	ARTIC：アナハイム地域交通複合輸送セン

ターに関するプレゼンテーション（市議場）
15:40	 	25周年記念	幡谷祐一アナハイム市名誉市

長銘板献呈式（アナハイム市庁舎前にて）
16:50	 歓迎レセプション（Anaheim	Breweryにて）

　前日の疲れが心配されたが、寝不足など無かったかのように、早起きをしてホテル周辺を散歩す
る人もいるなど、皆元気な様子であった。
　本日は、アナハイム市及び同市姉妹都市委員会による友好親善プログラムが予定されており、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、アナハイム市立ロアラ高校であった。「ようこそ!」と日本語で大きく書かれた
横断幕に出迎えられ、通された部屋にはコーヒーやドーナツなどが用意されており、学校関係者と
生徒が一行を温かく迎えてくれた。記念品の交換、学校の概要について説明を受けた後、小グルー
プに分かれ、それぞれ授業を見学した。その際、各グループには日本語ができる生徒が引率として
付いてくれており、授業クラスの説明や一行の質問に丁寧に答えてくれた。引率してくれた生徒は、
学習して4年とは思えないほどの習熟度で、どうやったらそんなに話せるようになるかと尋ねると、
先生がネイティブであること、会話などの反復練習や状況に合わせたロールプレイングが多いこと
などが挙げられた。そのほか、アメリカと日本の教育制度の違いについて尋ねるなど、団員が教職
員や生徒に積極的に話しかける場面が多く見られ、青少年の教育・育成に対する一行の関心の高さ
が窺えた。
　次に訪れたのは、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アナハイムコ
ンベンションセンターである。日頃から、多種多様な会議や催し物が頻繁に開かれており、施設の
広さと多様性に驚くばかりであった。特に、施設内から出されるごみのリサイクル法や、太陽光パ
ネルによる電力の確保のほか、施設の管理運営に関して、団員の関心は高かった。
　その後、アナハイム市庁舎を訪問し、南カリフォルニア最大の交通拠点「アナハイム地域交通複合

10月27日月
アナハイム市：学校訪問、市内視察、記念式典、歓迎レセプション

ロアラ高校にて

アナハイム市庁舎前にて

2日
目
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輸送センター（ARTIC）」につい
て説明を受けた。現在、カリフォ
ルニア州では、サンフランシス
コ－アナハイム－ラスベガスを
結ぶ主要高速鉄道計画が進んで
おり、ARTICはそれら路線バス
や高速鉄道など10種類の輸送手
段の玄関口となり、娯楽やビジ
ネスで訪れる人々の移動に欠か
せない役割を担うこととなる。
2012年に建設を開始し、今年
（2014年）12月にグランドオー
プンする予定である。そのほか、
ARTICと並行して行われている

プロジェクトとして、路面電車の整備（Anaheim	Rapid	Connection）やARTICセンター周辺地域
の再開発計画などが推し進められており、観光・商業分野での集客のみならず、住民にとっても住
みやすい街づくりを目指した計画が進められていることが印象的であった。また、自家用車から公
共交通機関の利用へシフトしていく上での問題・課題について、水戸市の再開発の参考にするべく
活発な質疑がなされた。
　休憩を挟み、いよいよ今回の訪問団最大の公式行事である「25周年記念　幡谷祐一アナハイム市
名誉市長銘板献呈式」が、訪問団一行並びにアナハイム市民・関係者に見守られる中、アナハイム市
庁舎前にあるミト・スクエアにて執り行われた。カリフォルニア独特のカラッとした気候と青空の下、
アナハイム市長の歓迎の辞から始まり、これまでの幡谷名誉市長の功績が読み上げられ、高橋靖水
戸市長の挨拶、幡谷名誉市長からのメッセージと続き、最後に銘板の除幕が行われた。
　その後、市庁舎近くにあるアナハイム・ブルワリーにて、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。会食中も互いに会話が弾み、テーブルごと
に親睦を深めるとともに、両市長挨拶や記念品贈呈、プレゼント交換などを行い、宴もたけなわの
なか、一日の行程を終了した。
目まぐるしいスケジュールで
あったが、それぞれ充実した時
間を過ごすことができたように
思う。

幡谷祐一アナハイム市名誉市長銘板献呈式

アナハイムコンベンションセンターにて
施設内で出るゴミのリサイクル法について学ぶ
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09:35	 ホテル　出発
09:50	 エンゼルスタジアム（Angels	Stadium）見学
10:35	 ARTIC駅（建設中）見学
10:45	 ロサンゼルス国際空港へ
11:15	 ロサンゼルス国際空港　到着
	 ※昼食：ランチボックス（サンドイッチ）
14:25	 ロサンゼルス国際空港　離陸	（DL1559便）
	 ※フライト時間：約4時間15分
16:40	 ホノルル国際空港　到着
17:30	 ホノルル国際空港　出発
17:50	 	ホテル　到着（ハワイ・プリンス・ホテル・

ワイキキ）
19:00	 夕食	（ホテル内にて：バイキング）
　前日の余韻が残りつつも、この日も朝から精力的なスケ
ジュールであった。一行は、大リーグエンゼルスの本拠地で
ある	「エンゼルスタジアム」	と、建設中のARTIC	駅を見学
した。エンゼルスタジアムは、試合がない日であったため閑散としていたが、通常、人で混み合っ
てゆっくり見ることができないメインゲートをじっくりと見ることができた。正面には、人気選手
の大きなポートレートがあり、よく見ると地面にはレンガタイルで球場のフィールドが再現されて
おり、寄付者のほか、開幕スタメンに入った選手の名前などが刻まれている。団員は、それぞれを
興味深げに見入っていた。次に訪れたのは、昨日、詳細な説明を受けたARTIC駅である。エンゼル
スタジアムと屋内競技場のホンダセンターの目の前にあり、12月オープンということで、工事が急
ピッチで進められていた。工事中であったことから、残念ながら中に入っての見学は叶わなかった
が、見たところ外観はほぼ出来上がっており、内装と外構の工事が急がれているようであった。次
回の訪問では、じっくりと見学できるのではないかと、今から楽しみである。
　名残惜しい気持ちを残しつつ、アナハイム市を後にし、ロサンゼルス空港へ。途中、片道4車線も
ある道路の真ん中を電車が走っていく様子が見られ、これらの交通網がゆくゆくはARTICに集約さ
れていくのかと思うと、その計画の壮大さに感銘を受けた。アメリカには、車社会ならではの「Car	
Pool	（カープール）」	という制度がある。「自動車を相乗りする」	という意味で、フリーウェイ
において1台の車に2人以上が同乗していれば、優先レーンを運転できるというものである。ガソ
リン代の節約と環境問題に配慮した制度で、違反した者にはかなりの金額の罰金が科せられるとい
う。この制度の利用で、訪問団一行は、ひどい渋滞に巻き込まれることなく、短時間でロサンゼル
ス空港に到着した。
　ロサンゼルスから約4時間のフライトで、常夏の島ハワイへ到着。今回の訪問では、水戸市の掲
げる目標・課題に照らし合わせて、先進的な取組みを実施するハワイの観光戦略・観光行政を中心
に、地域の取組みなどについて視察することとなっている。明日からの視察に備え、夕食後は一行
それぞれがゆっくりとした時間を過ごした。

10月28日火
アナハイム市：市内視察、移動：アナハイム市 ⇒ ホノルル市

エンゼルスタジアムにて

ARTIC 駅

3日
目
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09:30	 ホテル　出発
09:35	 ハワイコンベンションセンター　到着
09:40	 ハワイ観光戦略に関するプレゼンテーション
10:40	 ハワイコンベンションセンター　視察
12:00	 	昼食（ジェイド・ダイナスティ・アラモア

ナにて：中国飲茶）
13:00	 	ホノルル市内視察（ヌアヌパリ展望台、イ

オラニ宮殿、カメハメハ王像）
15:00	 自由行動
18:00	 	夕食（田中オブ東京ウエストにて：鉄板焼き、ステーキ）
19:30	 解散
　今日は、今回の視察の中でも関心の高い、コンベンションセンターとハワイの観光産業に関する
視察だ。ハワイが1959年にアメリカ合衆国50番目の州となって以降、ハワイの集客産業は、これま
でに飛躍的な成長を遂げており、世界でも有数の観光産業の地として挙げられる。1990年代に入っ
てからグローバル市場における競争は激化し、ハワイ州では	「持続可能な観光」を目指し、観光産
業のみに視点を向けるのではなく、居住・雇用・観光を総体的に捉え、地域社会、官公庁、民間企
業などが一丸となって観光戦略に取り組む計画を打ち出している。「観光集客力アッププロジェク
ト」と題し、観光拠点の創出や戦略的観光PR活動の促進、観光特産品の魅力向上などを目指す水戸
市にとって、ハワイの観光戦略は優れたモデルケースであることから、今回の視察への期待度と関
心の高さは大きかった。ハワイ州観光局の方から1時間に及ぶ詳細な説明を受け、最後には多くの質
疑と活発な意見が交わされた。
　白熱するプレゼンテーションを終え、ハワイの観光戦略政策とともに欠かせない経済面で多くの
日系企業や団体を支える日系人商工会議所の方々にお会いする予定であったが、相手方の諸事情に
より、懇談が叶わなかった。現地の方々の生の声を聞けることを楽しみにしていただけに、非常に
残念であった。
　その後、プレゼンテーションの会場でもあったハワイコンベンションセンター内を視察した。
「ハワイを感じられる場所」というコンセプトのもと、総4階建のオープンエア構造となっており、
天井が高く総ガラス張りのユニークな建物で、世界で最も美しいコンベンションセンターとして知
られている。大小47の会議場と2つのシアター、展示会場、屋上ガーデンなどを持ち、総面積10万
㎡を超す広さの同コンベンションセンターは、国際会議をはじめ、様々な催事や展示、研修などに
利用されている。会議に必要とされる設備はもちろんのこと、利用者の多岐にわたる要望に応えら
れるよう、多様なサービスが用意されている。例えば、様々な嗜好に合わせた飲食サービスができ
るよう広大な厨房設備を備えており、会議用の飲み物サービスからパーティー用の食事まで対応す
ることが可能である。また、最新のテクノロジー環境が整備されているほか、イベント進行に必要
なサポートからホテルや施設・アトラクション視察の手配など、会場で行われる会議等だけでな
く、ハワイ滞在のトータルコーディネートをするサービスに驚かされた。
　ハワイ流の「おもてなし」	とスケールの大きさに感銘を受けた一行は、午後の市内視察も無事終
え、夕食は久々の日本食に舌鼓を打ちながら、一日を終えた。

10月29日水
ホノルル市：市内視察

ハワイコンベンションセンターにて
ハワイ観光戦略について学ぶ

4日
目
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07:00	 ホテル　出発
07:30	 パールハーバー／
	 アリゾナ記念館ビジターセンター　到着
08:00	 	映画　視聴（第2次世界大戦　真珠湾攻撃に

ついて）
09:35	 展示資料館　見学
09:00	 ボートに乗船し、アリゾナ記念館へ
10:15	 	ビジターセンター周辺散策（アメリカ海軍

船の鐘、錨、司令塔など）
11:00	 	昼食（スクーナーズにて：白身魚のシーザー

サラダ）
12:00	 出発
12:20	 日本文化センター　視察
13:00	 パンチボウル（国立太平洋記念墓地）見学
13:50	 ホテル　到着、自由行動
18:30	 	夕食（チャートハウスワイキキにて：シー

フード）
19:45	 解散

　来年、戦後70周年の節目を迎えるにあたり、戦争の悲惨さや世界的平和の重要性を再認識すると
ともに、一層の平和意識の向上を目指すため、戦地となったハワイ州の歴史的建造物を視察した。
まず、最初に訪れた視察先は、太平洋戦争の火蓋を切ることとなった歴史的な場所―パールハー
バーである。アリゾナ記念館へは、米海軍の運航するボートのみでしか渡ることができず、1日に入
場できる人数を制限している。入場するためには、ボートの出発時刻が記載された整理券を並んで
取得しなければならず、予約はできない。混雑する日も多く、現地へ行っても入場できないことが
あるため、一行は朝早く出発することとした。記念館はセキュリティーが厳重で、財布・カメラ・
携帯電話以外、バック類の持ち込みが禁止されていた。
　早くから列に並んだ甲斐もあり、チケットを無事入手することができた。アリゾナ記念館は、
パールハーバーの海上に建設された白亜の慰霊施設で、1941年に日本による真珠湾攻撃で沈没した
戦艦アリゾナとその乗組員を追悼するとともに、先の大戦の悲惨さを忘れないための記念館となっ
ている。まず、訪れた人々は、ビジターセンターで約20分程度の真珠湾攻撃に関するドキュメン
タリー映像を見る。当時の貴重な映像で、世界が大戦へ向かって進んでいく過程がよく説明されて
いた。フィルム上映が終わると、専用ボートに乗船し、アリゾナ記念館へと向かった。記念館は、
沈没した戦艦アリゾナの真上に建設されており、その場所に立つとすぐ下の海の中に、巨大な戦艦
が水没しているのをはっきり見ることができる。日本軍の奇襲により戦死した人々が、今も戦艦と
共に水の下に沈んでいることを思うと、日本人としてその真上に立つことはとても勇気の要ること
で、戦争の悲惨さや二度と戦争を起こしてはならないことを伝えなければならない使命があるのだ

10月30日木
ホノルル市：市内視察

アリゾナ記念館ビジターセンターにて
大戦当時の様子が分かる世界地図を眺めながら

白亜の慰霊施設　アリゾナ記念館

5日
目
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ということを、まざまざと考えさせられた。
　それぞれの思いを胸に、アリゾナ記念館を後にし、一行は記念館近くにあるレストランへ。「ス
クーナーズ（Schooners）」は、元々軍関係者しか入れなかったレストランだが、現在では一般市民
にも開放されている。周りに米軍基地関係の施設がたくさんあるだけに，レストラン内にも軍の制
服を着た人たちの姿が目立つ。オープンテラスでマリーナの眺めを楽しみながら，昼食をいただい
た。	
　その後，一行は日本文化センターを訪れ、ハワイに移民した日系人の歴史についてお話を伺うと
ともに、センター内を見学した。
　ホテルへの帰る途中、パンチボウル（国立太平洋記念墓地）	に立ち寄ることができた。10万年前
の火山活動によって形成された広大なクレーター内に、第一次・第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベト
ナム戦争などで戦死した兵士らが眠っている。記念墓地正面には、国の歴史的建造物に指定された
高さ30フィートの女神像があり、両側の石版には戦没者の名前が刻まれている。バスからの下車が
許されず、車窓からの見学となったが、とても厳粛な気持ちにさせられた。この地からダイヤモン
ドヘッドとホノルル市内を一望することができ、景色も素晴らしかった。
　この日の視察は大変感慨深く、それぞれに平和を求めることへの意義について考えさせられるも
のとなった。

ハワイ日本文化センター

パンチボウルにて
戦没者の魂を見守る女神像

アリゾナ記念館内

ハワイ日本文化センター内日本庭園
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（終日）　自由行動

08:00	 ホテル　出発
08:30	 ホノルル国際空港　到着
11:45	 ホノルル国際空港　離陸	（DL579便）
	 ※フライト時間：約8時間15分

✈✈✈✈✈✈ 国際日付変更線通過	✈✈✈✈✈✈
15:00	 成田国際空港　到着
16:15	 成田国際空港　出発
18:20	 水戸市役所　到着

　いよいよ日本への帰国の日がやってきた。予定通りホテルを出発し、一路ホノルル空港へ。少し
蒸し暑いくらいの気候から肌寒い気候へ戻らなければならないかと思うと、少し残念な気がする。
予定より30分遅れての搭乗となり、8時間ほどのフライトを経て、成田国際空港に到着した。成田
空港での諸手続きが順調に進み、それほど遅れることなく水戸市役所へ帰着、多くの関係者の方々
の出迎えを受け帰路についた。
　今回の親善訪問は、飛行機による長距離移動に加え、非常にハードなスケジュールであったが、
大きなトラブルやけがもなく友好親善プログラムを終え、団員全員が無事に帰国することができ
た。団員は目的意識が高く、それぞれ有意義に過ごすことができたと思う。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の場で尽力していただけたら幸いである。

10月31日金
ホノルル市：自由行動

11月1日土・2日日
ホノルル市：自由行動7・8

6日
目

日
目
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25 周年記念
幡谷祐一アナハイム市名誉市長　銘板献呈式

日　時／平成 26年（2014）10 月 27 日（月）　午後 3時 40 分～午後 4時 40 分
会　場／アナハイム市役所前　ミト・スクエア
出席者／水戸市：高橋靖市長を含む訪問団員 26名
　　　　アナハイム市：	トム・テイト市長、アナハイム市議会議員、市役所関係者、

姉妹都市委員会委員長及び委員、一般市民
　　　　	その他：	萬

まで の こ う じ

里小路	友梨氏（幡谷祐一氏ご令孫）、在ロサンゼルス日本国総領事
館 2名　ほか

　　歓迎の辞　　　　　　　　　　　トム・テイト市長
　　両市の姉妹都市交流史紹介　　　ジョン・グエン姉妹都市委員会委員長
　　アナハイム市長挨拶　　　　　　トム・テイト市長
　　水戸市長挨拶　　　　　　　　　高橋　靖市長
　　幡谷祐一氏からのメッセージ　　萬里小路　友梨	氏
　　銘板除幕

歓迎の辞 － トム・テイト市長
　皆さん、こんにちは。本日、こうして皆様のご列席を賜り、姉妹都市を結ぶアナハイム市と水戸
市にとって、大変意味のある記念式典を挙行できますことは、誠に喜びに堪え得ません。本日、こ
の式典において、水戸市がアナハイム市にとって初めての姉妹都市となった1976年以来、姉妹都
市関係にご尽力いただいた幡谷祐一氏の功績を讃えたいと思います。
　式典を始める前に、アナハイム市関係者をご紹介申し上げます。議会からは、クリス・マーレイ
議員、ゲイル・イーストマン議員、ジョーダン・ブランドマン議員、ルシール・クリング議員が出
席しております。また、市執行部からは、ポール・エミリー氏、クリスティン・リッジ氏、グレッ
グ・ガルシア氏が出席しております。
　続きまして、アナハイム市姉妹都市委員会役員をご紹介いたします。委員長のジョン・グエン氏、
副委員長のケンドル・トーソン氏、財務担当のローリー・レオナード氏、委員のアンソニー・アル
ジェイミー氏、ジェームズ・ディンウィディ氏、ローリー・ファロー氏、ジャッキー・フィルベッ
ク氏、アン・ギャラガー氏、デビー・ジュリアーニ氏、マーク・ロペス氏、ブライアン・オニール
氏、アナ・ピアシー氏、ジニー・トラン氏です。
　最後に、はるばる日本から本日のためにお越しくださった高橋水戸市市長をはじめとする親善訪
問団の皆様、幡谷祐一氏のご令孫の萬里小路友梨氏に感謝申し上げます。

1 次　第

2 概　要
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　続きまして、両市の姉妹都市交流史についてご紹介いたします。両市交流の歴史についてのご紹
介は、アナハイム市姉妹都市委員会のジョン・グエン委員長にお願いしたいと思います。

両市の姉妹都市交流史の紹介 － ジョン・グエン姉妹都市委員長
　市長ありがとうございます。皆さん、こんにちは。両市交流の歴史について、ご紹介したいと思
います。こうして皆様の前で両市の軌跡についてご紹介できることを光栄に思っています。水戸市
とアナハイム市は1976年に姉妹都市の盟約を締結しました。私は、その恩恵に浴し、2001年に
アナハイム市学生親善大使として水戸市を訪問いたしました。水戸市とアナハイム市の友好関係が
今後ますます、発展するよう心より祈念しております。
　さて、水戸市とアナハイム市は1976年12月21日に姉妹都市の盟約を締結したわけですが、水
戸市にとってもアナハイム市にとっても初めての姉妹都市締結となりました。以来、4,000人以上
の水戸市民がアナハイム市を訪れています。
　1983年、水戸市は両市の友好関係のしるしとして、水戸市内にある大通りを「アナハイム通り」
と命名いたしました。
　1982年8月2日、幡谷祐一氏はアナハイム市から「No.1フレンド賞」　を授与されました。
　続いて1988年10月11日には、幡谷氏は両市の友好関係に尽力したその功績を讃え、アナハイ
ム市より、アナハイム市名誉市長の称号を送られました。
　1985年7月1日、青少年育成の観点から、両市の若者を学生親善大使として派遣するプログラ
ムが始まりました。以来、アナハイム市からは90名以上の学生を水戸市に派遣し、水戸市民の家
庭にホームステイしております。
　1988年8月3日には、水戸市からもアナハイム市に学生親善大使を派遣するプログラムが開始
されました。以来、今日まで、400名を超す水戸市の学生がアナハイム市を訪れています。今年も、
12名の学生親善大使がアナハイム市を訪れました。
　今日は、両市の友好関係にとって記念すべき日であり、本日、ここで幡谷祐一アナハイム市名誉
市長25周年記念銘板を除幕いたします。

アナハイム市長挨拶 － トム・テイト市長
　グエン氏、ありがとうございました。約40年間に渡り、アナハイム市では姉妹都市交流を通じて、
互いの文化を理解し合い、そして文化的にも経済的にも互いに高め合えるよう努力して参りました。
私たちは理想に向かって邁進し、素晴らしい友好関係を築き上げてきました。水戸市をアナハイム
市の国際的なパートナーとして迎え、青少年の人材育成を目的とした学生親善大使の交換派遣プロ
グラムを通じて、他では経験できない素晴らしい文化的交流の機会を与えられてきました。
　本日、贈呈する銘板は、1976年に水戸市とアナハイム市初の姉妹都市締結に尽力された幡谷祐
一氏に贈ります。姉妹都市交流に懸ける想いとたゆまぬ努力の足跡と功績に対し、心からの敬意と
感謝の気持ちを持って贈るものであります。
　幡谷氏は、1975年に設立された茨城県国際文化交流協会の会長に就任し、1976年に水戸市とア
ナハイム市との間に国際親善姉妹都市の盟約が締結されると、同年第1回使節団として同市を訪問、
その後、両市の橋渡しに尽力した功績を讃え、1988年にアナハイム市より「名誉市長」の称号を贈
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られました。1995年に、水戸市国際交流協会の理事長として、両市間の文化交流、人材交流、青
少年育成に貢献するなど、40年もの長きに渡り、両市の姉妹都市交流を支え続けています。
　2014年10月27日、本日ここに、水戸市並びに幡谷祐一氏に対し、記念銘板を贈るものであります。
　それではここで、高橋靖水戸市長よりご挨拶を賜りたいと思います。高橋市長、よろしくお願い
いたします。

水戸市長挨拶 － 高橋靖市長
　こんにちは。水戸市長の高橋靖です。今日は、このような素晴らしい除幕式にお招きいただき、
本当にありがとうございます。このような素晴らしい除幕式が実現できたのも、テイト市長並びに
アナハイム市議会議員の皆様、さらには姉妹都市委員会の皆様のおかげです。改めて、深く感謝を
申し上げます。
　実は、2年前にアナハイム市を訪問した際、幡谷祐一氏を記念するモニュメントを作製したいと
の申し入れを、私からテイト市長にさせていただきました。快くお引き受けいただいて、実現でき
たことを本当に嬉しく思っております。今日は、水戸市議会からも5名の議員が来ておりますので、
ご紹介させていただきます。村田進洋議員、内藤丈男議員、藤田精治議員、小泉康二議員です。ま
た、本日は、幡谷氏の甥御さんにあたり、同じく茨城県信用組合で副理事長を務めていらっしゃる
幡谷信勝様をご紹介します。
　幡谷祐一氏は、アナハイム市と水戸市の姉妹都市交流は間もなく40年を迎えますが、こうして
お互いの発展そして交流に尽くされた正に第一人者といっても過言ではありません。毎年、アナハ
イム市に水戸市の学生を親善大使として送らせていただいております。また、2年に1度、私たち
がこのように訪問団としてアナハイム市を訪れさせていただいております。これも偏に、幡谷氏の
後押しがあってのことと認識しております。
　本日、幡谷氏も皆様方にお会いしてご挨拶させていただきたいということでありましたが、何分
にも90歳を超えておりまして、身体の方が少し心配であるということで、代わりにアナハイムへ
行って欲しいとの指示を受けて参りました。皆様方には、くれぐれもよろしくお伝えくださいと申
しつかっております。
　幡谷氏は、86歳の時に大学院を修了いたしまして、博士号を取得いたしました。これは、日本
の最高齢での博士号取得となります。大変教育に熱心で、自らも学び続ける努力というのをされて
いて、今では、市内の小中学校の道徳の教科書で紹介されております。
　前回から、アナハイム市を訪れる際、必ず市内の高校を訪問させて頂いているのですが、アナハ
イム市の子どもたちと交流を深めることも非常に意義のあることだと提案していただいたのも、幡
谷氏でありました。そのほかにも、大変教育熱心で、様々な教育に関する社会貢献をされておりま
すが、これからも、ずっと幡谷氏は教育の発展のために力を尽くされるということで期待をしてお
ります。さらに幡谷氏は、国際交流にも力を入れておりまして、特にアナハイム市との親善交流は
一層発展をさせていきたいとしております。
　その幡谷氏の考えを私たちも受け止め、これから行政としても、そして市民レベルでもアナハイ
ム市の人々としっかり交流が深められるよう、この姉妹都市の行事を積極的に進めていきたいと考
えております。



－ 18 －

　再来年には、水戸市とアナハイム市が姉妹都市を締結して40年を迎えます。この40年を契機と
して、さらにこの交流が深まるように、また新しい取組みも考えていきたいと思っております。2
年後に、またできれば私もアナハイム市を訪れ、40周年記念の行事ができたらいいなと願ってい
るところです。これからも、アナハイム市の皆さんに様々なご協力をいただいて、両市の親善交流
が更に深まり、そしてそのことが両国の発展、平和に繋がっていくことを願っております。
　最後に、トム・テイト市長をはじめとします議員の皆様、そして姉妹都市委員会の皆様方のご健
勝とアナハイム市の益々の発展をお祈り申し上げて、私からの御礼のご挨拶とさせていただきたい
と思います。ありがとうございました。

テイト市長：
　続きまして、幡谷祐一氏のご令孫であります萬里小路	友梨氏をご紹介いたします。
　萬里小路様、お願いいたします。

幡谷祐一氏からのメッセージ － 萬里小路　友梨氏
　皆さん、こんにちは。本日、このような素晴らしい式典を執り行っていただき、トム・テイト市
長を始めとする議員の皆様、姉妹都市委員会の皆様方のご尽力に深く感謝し、祖父・幡谷祐一に代
わりまして一言ご挨拶申し上げます。
　祖父も本日の式典に出席したい意向を示しておりましたが、何分にも高齢により、日本からの長
旅は難しいことから、祖父に代わりまして私が出席させていただくこととなりました。
　祖父が姉妹都市交流に深く関わっていたおかげで、幼い頃より、この素晴らしい街・アナハイム
市へ頻繁に訪れる機会に恵まれました。アナハイム市は、素晴らしい思い出を与えてくれただけで
はなく、私に大きな夢を抱かせてくれました。いつの日か、アメリカで暮らしたいという夢を・・・。
その願いは叶い、2007年から2011年の4年間、ジョージア州アトランタ市にあるエモリー大学で
学ぶことができました。そして、現在、カリフォルニア州にある大学院に願書を提出しており、合
格した暁には、再びこの素晴らしい街に戻ってきて暮らすことが叶うことになります。
　今の自分があるのも、素晴らしい友好関係を築き上げてきたアナハイム市と祖父のおかげである
と感謝しています。
　それでは、ここで祖父からのメッセージを代読させていただきます。
　トム・テイト市長並びにアナハイム市議会議員の皆様、そしてご臨席の皆様とともに、こうして
本日、水戸市とアナハイム市との友好関係において、非常に大きな意義のある記念すべき日を迎え
られることを嬉しく思います。そして、このたび、アナハイム市庁舎前にあるミト・スクエア内に、
私の名前を記した銘板を設置されますことは、私にとってこの上ない名誉であり喜びであります。
両市の友好関係の歴史に名を刻むことができることを本当に嬉しく思います。また、今後もこうし
た行事を通して、両市の友好関係が何世代にも渡って続くことを願っております。本日は、皆様お
集まりくださり本当にありがとうございました。皆様のご健康とご多幸を心からお祈りして、私の
挨拶といたします。ありがとうございました。
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銘板除幕 － トム・テイト市長
　高橋市長、萬里小路様、ありがとうございました。皆様のご支援に深く感謝いたします。願わく
は、2年後もこうしてこの舞台に立ち、皆様と一緒に姉妹都市交流40周年を祝うことができるよ
う期待します。
　さて、いよいよ、銘板の除幕式を執り行いたいと思います。アナハイム市及び水戸市の議員は、
壇上にお越しください。

－ 銘 板 除 幕 －

　壇上において、銘板のレプリカの除幕式を執り行った後、実際に銘板が設
置されているミト・スクエアに全員で移動した。それぞれが記念撮影を行い、
銘板献呈式を終えた。その後、場所を変えて、アナハイム市及び姉妹都市委員
会による歓迎レセプションが催された。アナハイム市関係者と訪問団員は、会
食中も会話が弾み、互いに親睦を深めるとともに、記念品贈呈、プレゼント交
換などを行い、宴もたけなわの中、一日の行程を終了した。
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（1） 観光局の仕組み
　	　ハワイ州観光局（ハワイ・ツーリズム・ジャパン）は、ハワイ州政府の「ハワイ・ツーリズム・
オーソリティ」（以下、「HTA」）から、民間企業（主にマーケティング会社）が委託を請け、「ハ
ワイ州観光局」の名前を借りて、日本市場におけるハワイの観光促進活動を実施している。

（2） 主な事業
　	　日本旅行者のハワイへの誘致活動を目的とし、旅行業界向けのセールス活動、起業や修学旅行
などのグループ旅行のMICE 事業促進（※1）、広告、広報、イベントプロモーションなどの日本市
場におけるマーケティング活動などの業務を行っており、ハワイ州政府やハワイの関連企業と協
力してハワイの交流を深める活動も担っている。

　　※1）MICE とは・・・	Meeting（会議、研修）、Incentive	tour（報奨・研修旅行）、Convention/
Conference（学会、国際会議）、Exhibition/Event（展示会、見本市）の頭文
字をとった造語で、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントの総称。

　ハワイの 3大産業は、「軍需」、「観光」、「農業」が挙げられ、近年では観光業が軍需に並ぶ最大
労働雇用創出産業となっており、17万 5,000 人の雇用数を創出している。
　観光業は、ハワイにとって重要な労働市場であるとともに、訪問者による支出や観光関連の資本
投資という形で、ハワイの主な収入源ともなっている。2013 年の統計によると、ハワイ全旅行者
の消費額は、１日あたり 4,200 万ドル（約 42億円）であり、これによる税収入は 1日あたり 460
万ドル（約 4.6 億円）、年間総額に換算すると、17億ドル（約 1,679 億円）にも及ぶ。

　観光業については、ハワイ州政府機関であるHTAの指針のもと、各マーケティング市場で戦略
を展開しており、マーケティング市場は、北米・日本・中国・韓国・台湾・オセアニア・ヨーロッ
パ・南米に分かれている。
　組織体制として、HTAはハワイ州議会及びハワイ州知事・州部局（産業経済部）の管理監督を受け、
旅行・観光業におけるマーケティング戦略計画を策定している。

1 ハワイ州観光局とは

2 ハワイとその観光産業

3 ハワイ州政府関連機関組織について

ハワイ観光戦略について
（プレゼンテーション）

日　時／平成 26年（2014）10 月 29 日（水）　午前 9時 40 分～ 10時 40 分
会　場／ハワイコンベンションセンター
出席者／高橋靖市長を含む訪問団員 26名
発表者／ハワイ州観光局（ハワイ・ツーリズム・ジャパン）
内　容／ハワイ観光業の仕組みとマーケティング戦略活動について
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（1）HTA の主な活動
　	　ハワイ固有の文化や 100 年以上続くハワイの持つブランド・魅力をどのように観光客に伝え
るのか、エリア（市場）によってはまだまだその魅力を伝えきれていないという現状を踏まえ、
マーケティング戦略に取り組んでいる。

　　①観光戦略プランの策定と施行
　　　　統一したハワイのイメージを打ち出すブランド・マネージメントを行う
　　②観光特定財源の管理及び運営
　　　　ホテル税（TAT）の一部を観光促進財源（マーケティング）に還元
　　③ハワイコンベンションセンターの管理及び運営
　　　　MICE 事業促進の一環として、センターの管理運営及び戦略構想を担う
　　④年次レポートの作成

（2）HTA の使命
　　①	ハワイ州観光業の品質向上、観光商品の開発
　　②労働雇用の創出及び確保
　　③自然資源、文化の継承維持
　　④ハワイ州民の生活水準向上への貢献
　　⑤項目ごとに設定される目標数値の達成
　　　　→航空座席の維持及び増進／観光税収入／観光客の消費高／訪問数／滞在日数

　州政府機関であるHTAを中心に、HTAからマーケティング委託を受ける「ハワイ・ツーリズ
ム、ホテルやアトラクションなどの「業界パートナー」、航空会社、旅行会社、地域社会、ハワイ州、
そして各島の政府機関が協働で、「ハワイ」というブランドを売り出している。そのほか、ハワイ
6島のイメージを各マーケット市場において PRするため、商品開発を積極的に行っている。

（1）ハワイの歴史
　	　ハワイは太平洋の真ん中に位置する島々で、火山活動
によって形成された。北西ハワイアン諸島は、約132の
島々で構成されており、今なお火山活動が活発であること
から、数百年後には新たな島がハワイ島の南下に出現する
であろうと言われている。既に、「ロイヒ島」という名前
も決定している。
　	　1100年頃にタヒチから人々が移住し始めてから、1778
年に英国の探検家ジェームズ・クックがハワイ諸島を発見
するまで、ハワイ島は閉ざされた未知の島であった。その
後、1810 年にカメハメハ大王がハワイを統一し、7代の
国王がこの地をハワイ王朝として治めた。

4 観光促進をするにあたって

5 ハワイの歴史と現状

100-
500万年前 火山活動による島の形成

500-700年 最初のポリネシアンが
カヌーで渡航

1100年頃 タヒチから4,000kmを航海して、
人々が移住し始める

1778年 英国の探検家ジェームズ・クック
ハワイ諸島発見

1810年 カメハメハ大王がハワイ統一

1881年 カラカウア王来日
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　	　第 6代目のカラカウア王は探求心旺盛な王で、香港やサイ
パンをはじめ世界中を旅して知見を深め、ハワイ王朝に貢献
したことで有名である。1881年、カラカウア王は横浜に寄
港し、明治天皇に謁見、そこから日本とハワイの文化交流が
始まった。その頃、ハワイでは、ネイティブハワイアンの人
口が激減し、労働力が不足したことから、中国からの移民を
受け入れた。しかし、商業に長けていた中国系移民は、さと
うきび畑などの農作業に従事しなかったため、カラカウア王
は1885年、日本と正式に移民政策（官約移民）を開始した。
　	　1898年	アメリカの領土となった後、ワイキキの中央に「モ
アナホテル」が完成、その2年後の1903年には、ハワイ州
政府機関HTAの前身である「ハワイプロモーションコミッ
ティ」が設立された。以来、ハワイにおいて観光業は特化され、
今日まで110年以上の歴史を持つこととなる。

（2）ハワイの現状
　	　2013年統計によると、年間のハワイ訪問者数は約820万人となっており、年々増加傾向にある。
訪問者数を市場（地域）別に見ると、第 1位はアメリカ西部（主に西海岸）の 321 万人、第 2
位はアメリカ東部の 170 万人で、ハワイにおける第 1市場は北米であることが分かる。次いで、
第 2市場となるのが日本で、152 万人の観光客がハワイを訪れており、アメリカ東部の訪問者
数とほぼ変わらない数にまで伸びてきている。以下、カナダ－ 52万人、オセアニア－ 36万人、
他のアジア－ 34万人など、日本と比べると 1ケタ単位で数字が違い、第 1･2 市場である北米と
日本のシェアがいかに大きいかが分かる。今後、中国政府が渡航に関する規制を緩和し、アメリ
カへの旅行客が増加することを見込んで、現在、インフラ整備等を進めている状況にある。

（1）日本市場における訪問者数動向
　	　日本からの訪問者数について、2013 年までの 25
年間の推移を見ると、過去最高訪問者数を記録した
のは、1997 年の 225 万人である。その後、アジア
金融危機、9･11、イラク戦争、SARS、リーマンシ
ョック、東日本大震災など情勢が不安定であったこ
とから、訪問者数は減少傾向にあったが、2011 年
頃から回復の兆しを見せ、2013 年には 152 万人を
突破、徐々に盛り返しを見せている。

　	　日本人観光客のハワイへの誘致は、それぞれ旅行
会社と提携し商品企画を強化していることもあって
か、パッケージ旅行による訪問者が全体の 75%以
上を占めている。また、ファーストタイマー（ハワ

5 日本市場におけるマーケティング戦略及び2014年の活動内容

1885年 正式に官約移民スタート

1893年 ハワイ王朝終焉

1898年 アメリカの領土となる

1901年 モアナホテル完成オープン

1903年 ハワイプロモーションコミッティ
設立

1925年 マティソン汽船就航
ロイヤルハワイアンホテル完成

1935年 パンナム航空の就航開始

1959年 アメリカ合衆国50番目の州となる
ジェット機就航

1970年 ジャンボ機就航

【訪問者数（マーケット別）】 単位：人
2013年 前年比 全体比

 訪問者総数 8,174,461 ↑ 1.8% －
　アメリカ西部 3,211,429 ↑ 1.0%

61.39%
　アメリカ東部 1,701,852 → 0.1%
　日本 1,518,517 ↑ 3.6% 18.97%
　カナダ 517,011 ↑ 3.6% 6.46%
　他のアジア 335,072 ↑ 15.6% 0.51%
　オセアニア 355,568 ↑ 30.2% 4.44%
　ヨーロッパ 136,805 ↑ 5.8% 1.71%
　中国 125,011 ↑ 7.0% 1.56%
　韓国 177,113 ↑ 15.5% 2.21%
　ラテンアメリカ 30,265 ↑ 18.6%

2.59%
　その他 196,955 ↓ 35.7%
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イ訪問が初めての観光客）とリピーター（過去 3年に 2回以上ハワイを訪問）の数を比較すると、
リピーターの数が圧倒的に多く、全体の 60%を占めている。現在、40%のファーストタイマー
をリピーターに転換させるための誘致活動について、旅行会社や首都圏・地方都市と連携しなが
ら、PR・商品開発等に力を入れている。

（2）その他の動向（統計）
　	　日本市場は、ハワイの観光産業において 2番目に大きい市
場で、1日 1人あたりの平均消費額（1人が 1日に使う金額）
は、約 275.70 ドルである。これは、中国市場に次いで 2番
目の消費額となっている。この差異について、中国からの客
層は規制により、ごく一部の富裕層に限られているため 1人
あたりの消費額が高いと考えられる。一方、日本からの客層
は、ファーストタイマーからリピーター、若年層から年配層
までと幅広い。これだけ幅広いマーケット層を持つ中で、1人あたりの平均消費額が第 2位であ
るということは、他の市場と比較するとかなり健闘していると考えられている。

　	　日本人観光客の平均滞在日数は、5.94 日であり、旅行会社が扱うパッケージが 3泊 5日や 4
泊 6日などが多いことから、滞在期間が 6日弱となっている。これは、他の市場と比べると非
常に短く、日本社会では長期的な有給休暇を取ることが困難な状況にあることに起因していると
考えられる。

　	　ハワイには 6島あるが、海外からの玄関口となる国際空港はホノルル国際空港のみであると
いうこともあり、オアフ島訪問が全体の 96%、続いてハワイ島が 13.1%、マウイ島が 5.2% と
なっている。ハワイ州観光局としては、それぞれの島が持つ特有の魅力を伝え、多くの観光客に
オアフ島以外の島に足を向けてもらえるよう、誘致に努力しているところである。

　直行便就航都市周辺（札幌、仙台、東京＜羽田・成田＞、名古屋、大阪、福岡）に住む人々をど
のようにハワイへ誘致するか、どのように航空座席を確保・維持していくのか、というのが課題で
ある。現在、ハワイの玄関口はホノルル国際空港のみであるが、近い将来、船便の復活を戦略の一
つに位置づけている。また、広報活動として、特に若年層・20 − 40 代女性・シニア世代・地方の
ファーストタイマーをターゲットとし、テレビ・雑誌・ラジオ・SNS・新聞を通じて、様々な情報
や企画を発信している。

（1）マーケティング指針
　　①ファーストタイマーの囲込み（地方からの渡航者を誘致、若年層へのアプローチ）
　　②隣島への渡航者促進（割合の高いオアフ島から他島への旅行を促す努力）
　　③MICE 事業の活性化
　　④ウェディング事業
　　⑤ファミリー層をターゲットとした PR

（2）マーケティング活動
　　①一般消費者向けマーケットプログラム
　　　東京で行われた「世界旅行博覧会」に出展。一般消費者及び旅行業界に向けて PR。

6 最後に－マーケティング戦略（2014）－

【2013 日本市場統計】

訪問者数 1,518,517人

訪問者の消費額 24億8千6百万ドル

1日1人あたりの
消費額 277.80ドル

航空座席数 2,029,288席
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　　② PR・プロモーション活動
　　　	　キャラクターを使った宣伝や、メディアと連携しイメージ戦略を展開。それにより、これ

までハワイに興味を持たなかった人々を取り込むことができる。
　　③旅行業界向けプログラム
　　　	　旅行会社・航空会社の社内研修に出向いて、ハワイの魅力や見どころなどを直接説明する

ほか、研修旅行として社員が実際にハワイに来て体験し、社内でプログラムを評議してもら
うといった試みを行っている。

　　④MICE（グループビジネス）
　　　	　大規模なイベントの誘致活動を行い、観光業との相乗効果をねらう。例として、ジャニー

ズ事務所の「嵐」のコンサートを誘致したところ、2日間で動員数 3万人（日本からの訪問
客1万 5千人）、税収額 22億ドルを売り上げた。今後も、エンターテイメントビジネスやス
ポーツイベント、ハワイアンダンスなどハワイでしかできないイベントの誘致に力をいれてい
る。

　Q）	　先ほど説明のあったMICE 事業促進について、スポーツイベントの一つであえる「ホノル
ルマラソン」は世界的にも有名であるが、日本からの動員数はどれくらいか。

　A）	　日本からのお客様は、約 1万 8千人程度。毎年行われるイベントであるため、総数にすると、
その集客力は大きい。

　Q）	　ハワイには 6島あるとのことであったが、オアフ島・ハワイ島以外の島について、簡単に
教えていただきたい。

　A）	　古い島の順に、カウアイ島、オアフ島、モロカイ島、ラナイ島、マウイ島、ハワイ島である。
モロカイ島とマウイ島については、まだインフラが整っていない。また、ラナイ島については、
アメリカのソフトウェア会社「オラクル」のエリソン会長が島の 98%を所有しており、現在、
持続可能なエネルギーの開発などを行っている。

　Q）	　流行や人々の傾向は、年代によって異なるのではないかと思うが、どのように対応をして
いるのか。

　A）	　バブル期と言われた 90年代は、ブランド品を求めてハワイを訪れる観光客が多かったが、
最近の傾向としては、「ハワイでしか買えない物」「ハワイにしかないもの」「ハワイでしか体
験できないもの」を求める人々が多くなってきている。州政府では地産地消に力を入れており、
高品質の「ハワイ・ブランド」を推進するため、ハワイ州農務局が「シールズ・オブ・クオ
リティ（Hawaii	Seals	of	Quality）」制度を定めている。多くある農産物の中でも、本物の「メ
イド・イン・ハワイ」を分かりやすく表示し、そのクオリティの高さを維持することを目的
としており、現在、約 50種類の農産物が承認を受けている。その結果、毎週土曜日に公園で
朝市が開かれ、隣島の産物も多く売られていることから、この朝市を目当てに予定を合わせ
て来島する観光客も少なくない。

7 質疑応答



団 員 報 告 書

ロアラ高校にて
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第31回国際親善姉妹都市アナハイム市親善訪問を終えて

　

　第31回アナハイム市親善訪問団に団長として参加し、多くのアナハイム市民の皆さんに歓迎を受け交流

を深めることができ、有意義な時間を過ごすことができました。私にとってアナハイム市訪問は２年ぶりで

すが、これまで38年間にわたり諸先輩方が築き上げてくださった両市の絆があるからこそ、このような親

善交流が実現していることに深く感謝申し上げます。

　今回の訪問には大きな目的がありました。それはアナハイム市名誉市長として25年間にわたり両市の交

流の礎を築いてこられた水戸市国際交流協会の幡谷祐一理事長の功績を讃える銘板の除幕式です。遡ること

２年前になりますが、私が市長に就任し、初めてアナハイム市を訪問したときに、トム・テイト市長との間

で交わした約束でもありました。

　幡谷理事長がアナハイム市から名誉市長の称号を贈られたのは昭和63年10月11日です。したがって平

成25年が名誉市長就任25周年という節目の年にあたることから、幡谷理事長の功績を長く顕彰するための

モニュメント等の設置について、トム・テイト市長に依頼したところ、快く承諾してくださったのでした。

そして、次のアナハイム市訪問が平成26年を予定していたことから、この訪問日に合わせて除幕式をすべ

く準備を進めてくださったのです。

　銘板はアナハイム市役所前の水戸スクエアの中心的な場所に設置されました。アナハイム市にとって外国

人を顕彰する銘板の設置は初めてのことであり、異例のことだと伺いました。それだけ幡谷理事長はアナハ

イム市の皆さんからも敬愛される存在として同市の発展に寄与してきたのです。日本人でしかも水戸人が外

国で評価されるということは大きな誇りとするところであり、水戸市長としても嬉しさを禁じ得ません。

　除幕式は、アナハイム市よりトム・テイト市長、アナハイム市議会議員、アナハイム姉妹都市委員会のメ

ンバーが、そして水戸市より26人の訪問団メンバーが出席し、盛大に挙行されました。残念ながら幡谷理

事長は出席することができませんでしたが、サンフランシスコ在住のお孫さんである萬里小路友梨さんが代

理で出席し、英語での堂々たるスピーチを披露してくださったことに強い感激を覚えました。また在ロサン

ゼルス日本国総領事館関係者も出席してくださり、私たちは幡谷理

事長の成し遂げた偉業の重さを改めて実感いたしました。

　このようにアナハイム市と水戸市の親善交流には幡谷理事長を

はじめ、多くの諸先輩方が関わり、歴史と伝統を積み重ねてくださ

いました。人々の生活スタイルや価値観が既にグローバル化してい

る中で、外国の文化を学び肌で触れる機会に恵まれていることは、

大変幸せなことだと感じています。

　平成28年にはアナハイム市と水戸市の国際親善姉妹都市盟約締

結40周年を迎えます。この節目の年を契機に、今を生きる私たち

が新しい歴史を作り上げる努力を惜しむことなく、両市のさらなる

親善交流と世界平和の実現に貢献していきたいと強く感じた訪問

プログラムでした。
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　今回の第31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・行政視察団に副団長として

参加いたしましたが、団員の皆様のご協力により所期の目的を達成することができましたことに、感謝申

し上げます。

　アナハイム市と水戸市は、昭和51年に親善姉妹都市としての盟約を締結して以来、今年で38年目を迎

えました。このような長きにわたり両市の友好・親善が図られたのも、ひとえに幡谷名誉市長のご尽力の

賜物と敬意を表するものであります。

　この長年にわたるご功績をたたえるため、アナハイム市庁舎前の広場に幡谷名誉市長の銘板を設置すべ

く、１年程前から、団長の高橋靖市長と副団長の私で幾度となく協議を重ねてまいりました。そして、今

回、トム・テイト市長やアナハイム市議会議員のご賛同を得て、幡谷名誉市長銘板献呈式を盛大に執り行

う運びとなったわけでございます。このような記念すべき式典に参加することができたことに対しまして、

心より感謝申し上げるとともに、あらためて幡谷名誉市長に深く敬意を表するものであります。

　そしてまた、今回のアナハイム市訪問における同市内のロアラ高校を視察する中で、日本語を習得する

授業に参加する機会がありましたが、グローバル社会となった今、両市の児童・生徒たちによる交流が今

後ますます盛んになり、これまで築いてきた親善・交流の歴史を

さらに深めることができればと、大いに期待するものであります。

　また、今回、アメリカの先進的な事例を調査すべく視察したア

ナハイム市コンベンションセンターでは、太陽光発電の設置やご

みのリサイクルを行うなど、積極的に環境負荷低減への取り組み

を実施しておりました。また、ハワイコンベンションセンターで

は、限りある空間の中で、壁面に展示スペースを設けるなど、随

所に工夫を凝らした建物となっておりました。それぞれの施設の

特徴は異なってはいたものの、そのスケールの大きさはもとより、

どちらも先進的かつ斬新なアイデアを備えた建物となっておりま

した。今後、水戸市が整備する新たな市民会館の建設に際し、こ

れら二つの施設は大いに参考にすべきであると強く確信したとこ

ろであります。

　この他、平和行政を学ぶべく、ホノルル市パールハーバーにあるアリゾナ記念館を視察いたしました。そ

の中で、先の大戦や真珠湾攻撃に関し、日本、そしてアメリカの双方の立場から史実を振り返り、解説して

いたことも、大変感銘を受けたところであります。

　このように、今回の訪問では、アナハイム市と水戸市との絆を一層深められただけでなく、アメリカ文

化についてもつぶさに視察することができ、大変有意義なものとなりました。今後も、さまざまな交流活

動が活発に行われ、両市の友好・親善がなお一層進展されますことを念願するものであります。

　結びに、アナハイム市と水戸市の友好の輪が、未来永劫続きますことを願い、私の報告といたします。

水戸市議会議員　村田　進洋

アナハイム市親善訪問団に参加して
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アナハイム親善訪問団に参加して

幡谷　信勝

　第31回アナハイム親善訪問団に参加して25年ぶりにアメリカ本土を訪れた。久しぶりのアメリカの印

象は、広大で豊であることだった。片側6車線もある高速道路が縦横に走り、しかも無料だという。豊か

さの象徴だ。食事の量にも圧倒された。朝食から山盛りのポテトが皿に盛られ、当方はいささか食傷気味

なるも、米国人の大きな、そしてガッシリとした体格を考えれば、この食事にも納得というものである。

　さて、そんな米国アナハイム市と水戸市の交流は、今年で38年を数える。親善訪問も今年で31回目、

両市の絆はどこまでも深い。実際、現地の記念施設を訪ね自分の目で見て、その絆の深さを実感した。継

続は力なりというが、これまでの草の根交流を続けてきてくれた先人達の努力のおかげで今があるのだと

思う。感謝の念に堪えない。

　日米両国の関係は、世界で最も重要な二国間関係のひとつだといわれる。共に経済大国である両国の関

係が、安定的かつ友好的であれば周囲の状況も安定する。逆であれば、両国ばかりではなく周辺地域にも

不安定な状態をもたらす。特に、日本が位置する東アジアでは、中国の台頭により力の均衡に変化が生じ

始め、不安定要素が増している。この地域の平和と安定に、日米関係の安定と深化こそが最も重要である

といっても過言ではない。そして両国の磐石な関係を築くためには、政府間のみならず、国民レベルの信

頼が大切である。水戸とアナハイムのような地道で息の長い交流が相互の信頼関係を醸成し、世論の形成

に資するのだと思う。38年続いた交流を私たちは誇りに感じ、この先50年、100年と永続してくれるこ

とを願って、私たちの子や孫に引き継いでいきたいものである。
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　10月11日の国際交流の結団式に集まった方々は初対面であり、主催される国際交流協会役員、行政、

議会の要職を担われる方々などで緊張するばかりでした。

　高橋団長等から、アナハイム・ハワイの行政・異文化交流から多くの事を学び教育、文化行政、自然の

保護、観光客の誘致などについて水戸市に持ち帰りそして活かせるようにして欲しいとの激励を受けまし

た。

10月26日水戸市役所には幡谷水戸国際交流協会理事長、市議会議長

等々多くの方が見送りに来られ激励の言葉を頂きました。

ロサンゼルス市
　初めてアメリカ本土に降り立ち入国審査を無事済ませ心躍るアメリ

カ訪問の始まりです。

　西海岸の温暖で爽やかな風が26人を迎えてくれました。ロス市街

を通りサンタモニカで、昼食をとりその後、整然とした美しいビバ

リーヒルズ、映画の都ハリウッド視察後フリーウエイを走りアナハイ

ム「シェラトン　パーク　ホテル」に着きました。

アナハイム市
○…最初にLOARA…HIGH…SCHOOLを訪問し、温かな歓迎

を受けました。生徒のレベルに合った教育システム

を行っているとの説明の後、数学・科学の授業を見

学しました。日本語の教室では、全員から歓迎と自

己紹介のあいさつを受けました。和やかさの中にも

学ぶ情熱が伝わってきました。案内をしてくれた生

徒さんは、フレンドリーな対応ですが、姉妹都市の

友好を大切にする気遣いを感じました。

○…コンベンションホールの視察。動式椅子を配備するホールは6000人から最大9000人収容が可能、見

本市としても使用できるホール、分科会等の小ホール、ケータリング対応のフードコート、このホール

はホテル、ディズニーランドとのアクセスも良く世界各地から、企業主催の会議、イベントに利用され、

集客及び収益が得られています。エコ対策として使用済容器、食べ残しを肥料にするリサイクル設備・

太陽光発電がおこなわれています。

○市議場で、市職員から市政運営の説明を受けました。

　…アナハイム市が計画しているARTICは、アナハイムエンジェルス球場の近くにあり、メトロリンク、

アムトラック、アナハイムリゾート交通バス、地元タクシー、ツアーやチャータバスのターミナルとし

秋山　恒典

アナハイム市親善訪問及びアメリカ文化・行政視察に参加して
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て、今年12月から使用が開始されます。交通手段を整備することは、集客施設への輸送、人口増によ

る交通渋滞、環境（スモッグ、CO2）の改善が図られます。

◎…訪問のメイン行事である、幡谷水戸市国際交流協会理事長のアナハイム名誉市長の銘板献呈式。トムテ

イト市長から長年友好親善に尽力されてきた幡谷理事長への感謝のスピーチ、萬里小路さんからのアナ

ハイム市への感謝のスピーチの後、銘板の除幕式が行われました。

　…異国の個人がアメリカで名誉市長の称号を授与されることは異例とのこと、友好親善に幡谷理事長が長

年尽力されてきたことに敬意を表すばかりです。

○…歓迎レセプションでは、いままで日本人学生の受け入れをしてきた夫妻と同席、夫人はとても明るく、

下手な英語は翻訳機を使い、なんとか意味が通じたようです。プレゼントの富士山を模した写真立てを

大変喜んでいただけました。これから視察がうまくいくようにとの温かな励ましを受けました。温かな

夫妻でした。

ホノルル市
○ハワイ州観光協会のプレゼンでは、ハワイ州の収入は①軍関連②観光③農業が主要とのこと

・観光戦略について、観光客820万（北米60％・日本18％・オセアニア・欧州・台湾・韓国・中国）リピー

ター 60％

平均滞在日数、日本人6.0　・米国人-西海岸10.5　・米国人-東海岸9.6　・カナダ人12.6

1日平均消費金額、日本人301ドル・米国人-西海岸152ドル・米国人-東海岸191ドル・中国人382ド

ル

日本との定期直行便

・成田—ホノルル10便　・関西3便　・中部2便　・羽田3便　・福岡1便　・札幌1便　・仙台1便

これらの分析を基に、飛行機の座席数、ホテル部屋数、観光施設等々をリンクさせ、ニーズに合った観光

施設の増設や各方面への働きかけなど、観光客誘致に向けた取り組みに感銘を受けました。

・ハワイコンベンションセンターは、イベント、会議、屋上の開放と自然との調和、フードコート、１階

はイベント会場兼駐車場、災害時の避難場所も兼ねる知恵の詰まったセンターです。

　今回の親善訪問で、アメリカの大きさと、今も開発と発展を続けていることを肌で感じることができた

事は、大きな経験となりました。

　また、幡谷水戸市国際交流協会理事長の銘板献呈式に立ち会えたことは大変光栄なことでした。最後に

なりましたが、８日間にわたり、高橋市長をはじめ関係者の皆様には大変お世話になりましたことを感謝

申し上げます。



－ 31 －

第31回　アナハイム訪問使節団に参加して

安藏　基雄

　水戸市の姉妹都市アナハイムへの訪問はいつか実現したいと思っておりましたが、今回念願が叶い訪問団

に参加させていただきました。ロサンゼルス空港に降り立ち、サンタモニカの青い空と海を望んだ途端、カ

リフォルニアの明るい光に身体が包まれました。昼食では日本人メニューサイズの２～３倍はありそうな

ビッグなハンバーガーとポテトフライ、チョコケーキにびっくり。米国に来たことを実感させてくれました。

　以下、視察旅行で得た感想などを述べさせていただきます。

・Loara…High…Schoolを訪問し日本語教室を見学しました。生徒さんの日本語による自己紹介に、訪問団の

全員がにっこり挨拶。やはり言葉が通じると心が通じますね。生徒さん達には、ぜひ日米友好親善に貢献で

きる人材に育っていただきたいと思いました。

・アナハイム市役所では、幡谷祐一アナハイム市名誉市長が日米の姉妹都市友好に、長年にわたり貢献され

た功績を称え、銘板の献呈式が行われました。和やかな雰囲気の中で、名誉市長の孫娘である萬里小路友梨

さんのスピーチが華を添えていました。若さに溢れた彼女の姿に、今後の両市の友好交流の明るい未来が映

し出されているかのようでした。

・ハワイコンベンションセンターを視察し、ハワイ州観光局の担当者からハワイの観光業についての現状と

マーケティング戦略について説明を受けました。観光業がメイン産業であり年間800万人が来島し、日本

からは150万人で北米に次ぎ第２位とのこと。今後の課題として、滞在日数の増加やオアフ島の他の島を

開発し観光客を誘致したいとのことでした。

・パールハーバーとアリゾナ記念館～1941年12月7日午前７時50分（ハワイ現地時間）に、旧日本海軍が真

珠湾の米国太平洋艦隊に対し奇襲攻撃しました。この攻撃により米国側では2,390名の戦死者と1,178名の負

傷者、戦艦アリゾナの撃沈等太平洋艦隊に大損害を与えました。太平洋戦争が勃発した歴史的瞬間です。この

戦いの跡に立ち往時を返りみる時、その後の両国の辿った歴史を知る私たちにとって、両国はなぜ戦わなけれ

ばならなかったのか？戦争はなぜ回避できなかったのか？と改めて問わずにはいられません。アリゾナ記念館

には、ボートで渡りました。戦争の悲劇を乗り越えて、現在の日米

両国の友好の固い絆を思うとき、真珠湾に眠る戦没者への深い鎮魂

と平和の尊さを改めて伝えてくれる貴重なモニュメントでした。

・旅行最終日は自由行動の日。食事とワインを楽しみながらワイキ

キ湾をめぐる「サンセットクルーズ」を選びました。あいにくハロ

ウィーンのお祭りと重なり、道路が渋滞して出航が遅れ、夕日を楽

しむことはできませんでした。しかし、ジャズライブを楽しみなが

ら、フルコースのデｲナーと美しい夜景を満喫し、充実のハワイの

旅を締めくくることができました。

・楽しく有意義な視察旅行ができたのも、高橋市長さんをはじめ関

係者の皆様のきめ細かな心配りのサポートのおかげです。厚くお礼

申し上げますとともに、アナハイム市との親善交流の益々の発展を

お祈りいたします。
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第31回アナハイム親善訪問に参加して

飯村　義昭

　平成26年第31回国際親善訪問団一員として参加させて頂き有難うございました。

　前回昭和63年第13回親善訪問団にも参加させて頂き、2度目のアナハイムでした。

　アメリカの雄大さに感動して、今回は夫婦で旅をと決めました。

　国際親善姉妹都市の盟約から38年、今回25週年幡谷祐一氏アナハイム市名誉市長銘板献呈式も盛大に

行われ、関係者皆様方の長い努力が実を結ばれたと感じました。

　水戸市長さん、幡谷名誉市長さんの

お孫さん萬里小路さんのスピーチに感

銘致しました。

　ホノルル空港に到着したときはロサ

ンゼルスより多湿な為、蒸し暑さを感

じましたが爽やかな風で心地良い気分

になりました。

　今日は自由行動の日です。団員の助

川さんよりの情報を得て、５時半にタ

クシーを予約。

　県信さんグループの後に続きダイヤモンドヘッドに向かい、小生たち夫婦は第二ステ－ジ展望台から朝

日を拝みました。（途中上るの止めようと思いました笑)

　夜はサンセットクルージングに向

かったが、結果的にはナイトクルージ

ングに成りましたが、ショーを見なが

らの食事、ハロウィンの日だったので

花火も船上から見られて夫婦で楽しみ

ました。

　団長、副団長、団員、国際交流協会、

の皆様お世話様に成りました。

ダイヤモンドヘッドから（朝日）
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「一度は行って見たい気持ちでした」今回の親善訪問団の一員として参加出来まして、幸せな気持ちで一

杯でした。

ロサンゼルス空港からホテルに向かう車窓から眺めるカリフォルニアの青々とした空

サンタモニカの熱い日差し（気持ちいい～）

Bubba…Gumpレストランで大きなハンバーガーを完食（満腹なり～）

初日訪問先はLoara…High…Schoolです。生徒さん達の自由な授業を参観しました。

午後からは市役所で幡谷祐一理事長のアナハイム市名誉市長銘板献呈式

アナハイム市長、市会議員、市民と水戸市親善訪問団の沢山の人達で式は盛大に行われました。又、幡谷

氏のお孫さん萬里小路さんのスピ－チには感銘を受けました。

ロサンゼルスの行事も終わり、夜はダウンタウンに行きました。

ホノルルはロサンゼルルから比べるとやや蒸し暑い気がしましたが、3時間の時差は気に成らず、常夏の

島ハワイに到着。

10月29日にハワイコンベクションセンターを訪問

ハワイ観光についての説明が有り、施設内見学、カメハメハ大王が戦った戦場見学、眼下に見下ろす太平

洋、目に映るもの全て感動しました。

記念碑を見ながら、私は戦後生まれなので戦争の悲しい出来事や、身を切る苦しさは、本や、聞いた事し

かわかりませんが、世界の平和を願うばかりです。

10月31日最終日

朝早くタクシーでダイヤモンドヘットに向かい、未だうす暗い中登山し始めたが、到着時には朝日が少し

昇り始めて、来て良かったの一言です。

最後に団長、副団長、国際交流協会関係者、団員の皆様有難うございました。

おかげさまで私の生涯の思い出となりました。

飯村　文子

第31回親善・友好訪問に参加して
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　10月26日、26人の訪問団の方々と、共に、成田空港へ到着、北ウイング、南ウイング、と搭乗口に別れ、

まずは、出国審査から、本当にたくさんの機種が目に入り、初日から、感動しました。私は、海外はまだ

2回目ですので、とても新鮮な気持ちで空港内を闊歩しました。デルタ航空284便は、パネルタッチ式の

機械でチェックイン、保安検査は犯罪防止に備えてのこととは思いますが、ベルトをはずしたり、靴を脱

いだり、デルタ航空独自の入国審査でしたが、次々と到着する便と重なり、並びました。9時間45分の

向かい風の抵抗を受けての長旅でしたが、ようやく、荷物と共に外に出ると、まぶしいほど、サンサンと

輝く太陽、まさに、南国に来たと実感しました。目に入ったのは、洋風建築の高層ビル、南国独特の熱帯

植物、4車線のハイウエイ、外はたいへん暑いのに、乳飲み子を抱えて、子もりをする人、ビーチでサー

フボードを楽しむ人、サイクリングを楽しんでいる人、様々な人々の光景にまた、感動しました。訪問期

間中、共通して言えることは食事だと思います。

　ボリュームのある、ステーキ、大きなハンバーガー、日本と比較するとみそ汁、野菜に乏しいこと、食

事の大切さを考えさせられました。ホノルル視察に入っては、ハワイコンベンションセンターを見学しま

した。収容人数、車イスなど障害を持った方に対してバリヤフリー対応になっていること、ここでも、い

ろいろ考えさせられることがありました。特に、軍需・観光・農業と分かれる中、ハワイ、マウイ、オア

フ島と3つに大きく分かれ、ハワイは観光に注ぐ熱心さがハワイのマーケティング市場としてノースアメ

リカン、ブランドとしてハワイを強調していると、ハワイ観光についてのフィルムを見ながら、説明を聞

きました。私は、ここにネックがあると思います。175,000人の人が観光に携わっている島、北米60％

の820万人が訪問者、第一位に次いで、日本は18％、オセアニア、欧州、台湾、韓国、中国と、まだまだ、

日本人の比率は高い為、飛行機の席の確保や維持、増進、滞在日数の増加など、あらゆる面で、観光に注

ぐ熱心さが伺えました。

　このように、水戸市も、どこに財源を置くか、アナハイム市親善訪問第31回目を迎えた輝かしい年に、

今、一度、立ち止まり、考える必要がある。と、私は提案致します。

　3月に日本三名園の一つとなっている、偕楽園、今年も観光客で多くの人が水の都、水戸にやって来ます。

やはり観光地に目を向けこれからの私達の

地元が、よりよく、発展して行くことを切

願して私が、アナハイム市、アメリカ文化・

行政視察団派遣事業に参加させて頂いた8日

間が実り多い日々であったことを、私、自身

も肝に銘じ、生活の糧として行きます。あ

りがとうございました。

石井　享子

第31回アナハイム市訪問を終えて
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　10月26日(日)から11月2日(日)迄の交流視察に、ふとした事から夫婦で参加する機会を得ました。

　平成元年茨城新聞社による「米国ニュービジネス調査団」として参加した事があり、2回目の訪問となり

ました。家内にとって本格的な海外は初めてであり、心ときめかしての旅でした。

水戸市国際交流協会幡谷祐一様の見送りを受け、さあ！出発です。

　デルタ航空284便にて、高橋靖団長・村田進洋副団長と共に総勢26名一路ロサンゼルスへ。9時間45

分のフライト後、爽やかな気候のなか、心浮き浮き、そして昼食。まあ!!その量の多さ。滞在中の食事に

は、少々閉口しました。

　最大の関心事であったロアナハイスクール訪

問。生徒は、先生の待つ教室へ移動し授業を受け

ます。日本とはまるで逆。日本語を選択している

学生達の日本に対する関心の高さには驚きです。

東日本大震災後、原発の問題もあり、ここ数年

は日本訪問が閉ざされているとの事、残念至極

です。留学・ホームステイ等若い方を中心に交

流の輪を広げ、信頼関係をより一層築かれる事

を希望するものです。

　コンベンションセンター視察は今年の中心的課題であり、その規模の大きさ、各種イベント等に関心が

大でありました。水戸に於いても、発想力・企画力・実行力の豊かな人材が求められるものです。

　幡谷祐一アナハイム市名誉市長銘板献呈式。トム･テイト市長・高橋市長・萬里小路様のスピーチがあ

り無事終了し、その後の歓迎レセプションでビールをいただき、気持も大分リラックスして過ごせました。

　パールハーバーとアリゾナ記念館へ。日本では、米国と太平洋戦争を戦った事を知らない若人がいると

の事。正しい歴史教育をしなければ、そして二度と戦争をしてはいけないとの思いを強くし帰路につきま

した。

　10月31日(金)は終日自由行動です。矢代御夫婦とオリオリトロリーにてダイヤモンドヘッドへ。展望

台での矢代様の詩吟、そして奥様と一緒に歌った「この道」外国の方々にも拍手をいただき、あり得ない

時を過ごしました。そして夕方からは石井様と合流5名にてディナークルーズへ。食事に時間がかかり、

サンセットを見る事は出来ませんでしたが、帰港直前乗客全員でのハワイアンを中心としたダンスにて、

見知らぬ外国人夫婦が矢代様のダンスNo.1との声をかけてくれ、大変な盛り上りでした。

　単にアナハイムとの交流も楽しく有意義なものでした。「百聞は一見に如かず」これからも前向きな行

動を実践し見聞を広めたいと思っています。

磯野　謙一

第31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派遣事業に参加しての雑感
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　成田から空路9時間45分、降り立ったロサンゼルスはさわやかな青空でした。休日で賑わうサンタモ

ニカの海岸、ハリウッドを経由してアナハイム市へ。

　翌日は公式訪問の一日。朝一番でロアラ高校の視察、“ようこそ”と書かれたポスターや、笑顔で接して

くれる高校生達。歓迎して下さる気持が伝わり、緊張がほぐれた思いでした。優秀な学生には飛び級の制

度があるとか。何より嬉しかったのは日本語クラスがあった事でした。興味深く授業参観をさせて頂きま

した。日本に関心を持ち日本語を学んでくれている。有難い思いが致しました。その後、コンベンション

センターの見学、市役所訪問後、大きな椰子の街路樹を見上げながらダウンタウンを散策し、再び市役所へ。

　幡谷祐一アナハイム市名誉市長25周年記念銘板献呈式に参列し、緑あふれる戸外で、なごやかな雰囲

気の中、アナハイム市長、水戸市長のスピーチからは交流に対する熱い思いが感じられ、長く続けて来ら

れた事の重みと、一つ一つの積み重ねが大きな力になるという事を実感致しました。改めて幡谷祐一名誉

市長の御尽力にはもちろん、この事業に携わって来られた方々に敬意を覚えました。

　翌日は午後からホノルルへ移動。5日目となる10月30日はパールハーバーとアリゾナ記念館の視察で

した。本や映像でしか認識していなかった戦争の現実を目のあたりにして、アリゾナ号と共に海底に眠る

御霊に対し、只々やすらかにと祈るばかりでした。戦争は、敵味方どちらにも悲惨な結果をもたらすだけ

です。平和の尊さを再確認した日となりました。6日目は各自自由行動、午前中バスで、ワイキキの浜辺

を眺めながらダイヤモンドヘッドへ。クレーター内に到着後外輪山の頂上迄の山道にチャレンジ。同じ団

員の御夫妻とご一緒出来たので心強く登れました。

　頂上からの眺めは正に絶景でした。海岸

線に沿って林立する高層ビル群と美しい紺

碧の大海原。折から虹がかかって忘れられ

ぬ風景となり、自然に癒された一日となり

ました。

　又、この旅はそれぞれの分野で見事にお

仕事をこなされている女性の方々に出会え

た旅でもありました。アナハイム市のコン

ベンションセンターを始めとする訪問先の

各施設で応対して下さった方々。直接旅の

お手伝いをして下さった方々。皆、ご自分

のお仕事に熱心に懸命に取組まれているご様子に、頭の下がる思いが致しました。

　今回のアナハイム市親善訪問には、主人と二人で参加させて頂きました。

　団長始め団員の方々、水戸市国際交流協会の皆様、お蔭様で終始楽しく感銘深い旅となりました。心よ

り御礼申し上げます。

磯野　良子

第31回アナハイム親善訪問に参加して
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第31回アナハイム市親善訪問及び
アメリカ文化・行政視察団派遣事業に参加して

小野　栄一

　10月26日から11月2日までの約1週間、水戸市の姉妹都市であるアナハイム市の親善訪問に行政視察

団26名の一員として、参加させて頂きました。

　当日、水戸市役所に午後12時集合。幡谷水戸市国際交流協会理事長を始め、たくさんの方々に見送られ、

成田空港に向けて出発しました。

　成田からは約9時間半程でロサンゼルス空港に到着。到着後、専用バスで市内観光。昼食は映画「フォレ

ストガンプ」をモチーフにしたサンタモニカのレストラン、巨大ハンバーガー、山盛りのフライドポテトな

ど、早速アメリカの広大さを痛感しました。

　その後、再びバスでアナハイム市に移動。アナハイムの宿泊ホテルに到着後、全員で夕食をとり、親睦を

深めながら旅の無事を祈りました。

　2日目からは、過密スケジュール。朝からロアラハイスクールを視察訪問。校長先生始め、各先生方と一

緒に4班に分れ、各クラスを訪問。日本語クラスがあったことには非常に驚き、一番活気がみなぎる授業風

景に日本との近密さを感じました。

　その後、アナハイムコンベンションセンターで昼食をとり、アナハイム市役所を視察訪問。市役所への来

庁者がほとんどいないことに驚き、理由を聞いてみると、ほとんどの手続きがオンライン化されているので、

窓口ヘの来庁者はほとんど無く、市役所に出向くのはトラブルがあった時くらいとのことでした。

　そして、午後3時半から、今回の視察訪問の重要なイベントの一つである、アナハイム名誉市長25周年

を祝い、市庁舎の入口に幡谷祐一名誉市長の銘板献呈式をアナハイム市長であるトム・テイト氏同席のもと、

執り行いました。

　当日は本人不在の為、幡谷氏の孫に当たる萬里小路氏が出席し、式典は滞りなく無事に終わりました。

　そして、本日の夕食は楽しみにしていた歓迎レセプション。プレゼント交換を行い、歓談しながら、視察

団とアナハイム市民が更なる親睦を深めました。

　3日目は午前中にエンゼルススタジアムを視察後、ホノルルに

向けて出発。

　4日目以降もホノルルでカメハメハ大王で有名なイオラニ宮

殿。パールハーバーのアリゾナ記念館等市内の文化施設を中心に

視察を行い、観光旅行では決して行けないところまで見学するこ

とが出来ました。

　又、今回の参加者は皆さん楽しい方ばかりで有意義な時間を過

ごすことができ、無事に1週間の親善訪問を楽しく終えることが

できました。

　最後になりますが、今回お世話になりました団長である高橋水

戸市長始め、訪問団の皆様、準備段階からご尽力下さった水戸市

国際交流協会の皆様に厚く御礼申し上げると共に水戸市とアナハ

イム市の今後の益々のご発展を心からお祈り申し上げます。
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　2年振りのアナハイム訪問、市役所の建物はいつ見てもスッキリしていて、私は好きです。又、カリフォ

ルニアの空の色は、本当にスカイブルーで、湿度が少ないせいかさわやかで、着ている服・靴が汚れません。

市役所玄関横のロビーにあるショーケースには、和田さんが寄贈した雛人形が飾られており、私の姉と姪

があまりにもホコリで汚れていた為、箒を持参し掃除をしたそうです。緋色の敷物は裏返しにして、終了

したと聞きました。

　今回のアナハイム訪問の最大イベントは、アナハイム名誉市長になりまして25周年、国際交流協会…幡

谷祐一…理事長のプレート除幕式イベントでした。トム・テイト市長の挨拶、姉妹都市委員長理事長の孫

であります萬里小路さんのダイナミックなスピーチは、日本人離れしており感動しました。2016年は姉

妹都市締結40周年になりますから、参加して旧交を深めたいと思います。

桂木　功雄

アナハイム市訪問を終えて
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　今回、初めて国際交流研修旅行に参加させて頂きました。水戸市とアナハイム市が姉妹都市となったの

は、今から三十八年前・・。私どもの会長もアナハイムの名誉市長に認定されてから二十五周年となる節

目の年に、アナハイム市役所前に感謝の意を込めてプレートを設置することになりました。外国にプレー

トが設置されることは異例なことです。

　姉妹都市となって、三十八年の歴史を辿ると、先人達が築き上げてきたからこそ現在があることを感じ

ました。最初に訪問したのはLoara…High…Schoolで、ハロウィンの飾り付け、「ようこそ」の心のこもった

手書きの張り紙で温かく先生、生徒達が笑顔で歓迎。笑顔は万国共通で癒されました。日本語教室では、

明日の自分を夢見ながら目を輝かせて勉強をしていたのが印象的でした。次に通訳を交えて、アナハイム

コンベンションセンター見学。何もかも日本と違ってスケールが全て大きい。隣接するアリーナボックス

は、建設してから四十年以上経過しているのにも拘わらず、今でも室内サッカーその他のイベントに休む

ことなくフルで活用されています。アメリカと言うと大雑把な印象がありましたが、何事も合理的に考え

ながら利用していると感じました。アナハイム市は水戸市の姉妹都市ということで市役所前にミトスクエ

ア（日本調の庭園）、市役所内には雛人形などが展示されており、改めて三十八年の交流の軌跡を見るこ

とが出来ます。午後に「銘板献呈式」が行われ、星条旗を背にアナハイム市長が、幡谷会長の栄誉を讃え、

名誉市長（二十五周年記念）としての謝辞、高橋市長の挨拶、そして会長のメッセージを萬里小路さんが

力強く英語で代読。あらためて二つの姉妹都市（アナハイム市、水戸市）が永遠の交流を誓ったのでした。

翌日は、ハワイへと旅立ちました。もちろん、ハワイもすばらしく人生最高の思い出となりました。

坂場　賢二

アナハイム国際交流研修旅行に参加して
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　この度、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、はじめて参加させていた

だきました。ロサンゼルス空港に到着後、アナハイム市へ移動する際の片側5車線のハイウェイ、車窓か

ら見える雄大な風景、昼食時のハンバーガーの大きさと大量のポテトなど、すぐに日常生活をしている日

本とアメリカの違いを感じることが出来ました。

　今回の訪問において特に印象に残ったのは、訪問2日目のアナハイム市における公式行事です。ロアラハ

イスクールへの学校訪問・コンベンションセンター視察・アナハイム市内施設見学・アナハイム市役所での

幡谷祐一アナハイム市名誉市長の銘板献呈式・歓迎レセプションと充実したスケジュールの一日でした。

　ロアラハイスクールでは、歓迎を受け校内を見学、校舎の壁には日本語で「ようこそ　アナハイムへ」

などのポスターがたくさん張り出されており、私達

を迎えるにあたり時間をかけて学校関係者や生徒た

ちが準備を進めてくれていたことに感激をしまし

た。また、日本語の授業を見学したのですが、生徒

がひとりひとり一生懸命に自己紹介をする姿が、と

ても印象に残りました。その後、コンベンションセ

ンターを視察、アナハイム市内施設見学では、建物

の壁面に日本語で「永遠の友情を誓って　水戸市」

の交流の誓いを見学するなど、長年に渡り交流活動

が継続してきた足跡を見て回り感動をしました。ア

ナハイム市役所では、アナハイム市と水戸市との親

善交流の功績を称えた幡谷祐一アナハイム市名誉市

長の銘板献呈式のセレモニーが行われましたが、ト

ム・テイト市長の心温まる歓迎・挨拶を聞き、今後

も水戸市とアナハイム市の友好が更に深まっていく

ことを確信すると共に、これまで水戸市とアナハイ

ム市の親善交流にご尽力をされた方々の素晴らしい

取り組みの成果だと感激致しました。

　あっという間の8日間となりましたが、初めてのアナハイム市親善訪問に参加し個人旅行や団体旅行な

ど一般的な観光旅行では経験出来ない貴重な経験をさせて頂き、私自身の見聞を広げさせて頂き肝銘を受

けました。私には、小学6年生になる息子がおりますが、早い時期に日本とアメリカとの文化の違いや現

地の方々との交流を経験させてあげたいと考える機会にもなりました。

　最後になりますが、アナハイム市名誉市長であります国際交流協会幡谷祐一理事長をはじめ、団長であ

る高橋市長、訪問団の皆様、お世話になりました関係者の皆様に感謝を申し上げます。ありがとうござい

ました。

助川　裕一

アナハイム親善訪問に参加して
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　まず始めに、歴史ある第31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

派遣事業に水戸市民として参加させて頂きありがとうございました。

　派遣決定当初は、高橋市長をはじめ面識のない水戸市議会議員の皆様、及び一般参加の皆様に混じって

の視察に緊張を感じていました。しかし、視察初日より皆様に気さくに声をかけて頂きそんな緊張感はす

ぐになくなりました。そんな雰囲気を作って下さった、高橋市長を団長とする行政視察団の皆様、並びに

主催者である公益財団法人水戸市国際交流協会の皆様に改めて感謝致します。

【1日目】
ロサンゼルスの半日視察。アカデミー賞授賞式で使用されるホテル見学では普段テレビで観ているハリ

ウッドスターが歩くレッドカーペットと同じ階段を歩くことができ、映画好きである私は感慨深いものが

ありました。又、テレビでお馴染みのビバリーヒルズにある「Hollywood」の文字を肉眼で見ることができ、

アメリカに来たことを強く実感致しました。

【2日目】
Loara…High…School…視察…学校敷地の広さ、生徒数、生徒会の権限等、何もかも日本の高校とは違い大変

興味深いものでした。日本語の授業を見学させて頂いた時は、自分の母国語を熱心に学ぶ学生がいること

に日本人として誇りを感じました。

幡谷祐一会長アナハイム市名誉市長銘板献呈式…自分の勤務する会社の会長でもある幡谷祐一博士の偉大

さを再認識し、式典に一市民である私が参列させて頂き一生の中でも大変貴重な体験となりました。

歓迎レセプション…観光で訪れたのでは経験することの出来ない現地の人たちとの交流が出来、この国際

交流の歴史の長さ深さを感じることが出来ました。

【3日目】
アナハイムエンゼルススタジアム、ARTIC視察…全てのスケールが日本とは桁違いであることと、500年

に1度との説明のあった干ばつによる空気の乾燥を感じながら、アナハイムを後にしました。

【4日目】
ハワイコンベンションセンター視察…毎年820万人の人がこの楽園に訪れ、その内18％が日本人である

こと。1日当たり観光客が約42億円消費していること等が説明され、改めてハワイ観光産業のマーケッ

トの大きさを感じると共に、何か水戸市の観光産業に参考になるところはないかと自分なりに考えさせら

れる1日となりました。

【5日目】
パールハーバー、ホノルル日本文化センター視察…

生々しい真珠湾攻撃の跡、戦争のいきさつを学び、平

和の尊さを実感しました。ホノルル日本文化センター

ではハワイと日本の関わりの深さを学び、ハワイを

更に身近に感じることが出来ました。

武石　紀一

アナハイム市親善訪問団に参加して
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【6日目】
終日自由行動にて、ハワイの自然を体感致しました。

…

　2年後にアナハイムとの姉妹都市交流40周年を迎えるとのことでした。今後、益々の友好関係の発展

及び水戸市の更なる発展を御祈願致します。
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アナハイム市親善訪問・25周年記念
幡谷祐一アナハイム市名誉市長銘板献呈式に参加して

田所　勝三

　10月26日水戸市役所に予定より早く集合し、水戸市国際交流協会理事長幡谷祐一様、高橋水戸市長様、

村田水戸市議会議員様より挨拶を頂き、幡谷理事長様、他多くの皆様にお見送りを頂き出発。アナハイム

現地時間26日午前に予定通り到着して市内観光、夕刻にホテル到着しました。

　翌日10月27日は早めに起床し、朝食を済ませました。今日も良く晴れた日差しが強いアナハイム市の

最初の訪問はLoara…High…Schoolで、先生・生徒さんたちに歓迎をされハロウィンの飾りつけのなかでな

ごやかに交流会が行われました。日本語教室では日本語を熱心に勉強しており、これも水戸市との親善の

表れと思いました。午後からはアナハイム市役所に向かい、ダウンタウンを歩きました。予定通り15時

30分よりDr.幡谷祐一氏の銘板献呈式の始まりです。トム・テイト市長、高橋水戸市長、萬里小路友梨さ

んのスピーチに、水戸市とアナハイム市の深い親善を感じました。又、萬里小路友梨様からはDr.幡谷祐

一氏のメッセージをトム・テイト市長、参列されましたアナハイム市民の皆様に伝えて頂き、Dr.幡谷祐

一氏の思いがアナハイム市民の皆様に伝わったと思います。アメリカで外国人が銘板の贈呈をしたのは日

本人のDr.幡谷祐一氏が初めてである事を歓迎レセプションの中で聞き、幡谷理事長の貢献の大きさに感

激しました。歓迎レセプションも盛大のなか終了し、10月28日にはホノルルに向かい、ハワイコンベン

ションセンター、パールハーバーとアリゾナ記念館、ハワイ日本文化センター等を視察いたしました。

　今回の視察で特に感銘したことは

①…アメリカに外国人が銘板贈呈することを許可されたのは日本人のDr.幡谷祐一氏が初めてであること、

銘板贈呈が行われたこと。

②スケールの大きさ。

　・8車線のフリーウエイ・食べ物の大きさ、量の多さ・カリフォルニアの青い空・青い海

　・コンベンションセンターの面積の広さ

③陽気な国民性。

④ハワイは観光の収入が多い州であるが、集客にはアイデアを生かし、戦略を練り多くの努力をしている。

⑤ホノルル市内の清掃、樹木等の管理の素晴らしさ。

　結びとして姉妹都市であるアナハイム市と水

戸市の友好がますます深まることを祈念いたし

ます。

　平成26年11月12日
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　「水戸市国際交流協会の派遣事業に参加してアナハイム・ハワイへ行くが、あなたも行きますか」と妻

から言われ、「行ってもいいよ」と返事をしたことがはじまりであった。何を得てくるか、何を役立てる

かと考えながら、出発の日までを過ごした。

　幡谷祐一氏が出発に先立ち、水戸市とアナハイム市との国際交流が30年の長きにわたって継続してき

たことについて、関係者への謝意を含め、見送りの挨拶をされ、本事業が長い歴史を刻んできたことに身

の引き締まる思いをした。

　アナハイムといえばディズニーランドである。宿泊ホテルが隣接しており、関連するショッピングセン

ターも歩いて行ける距離にある。夜間の自由時間を利用して買い物に出かけた。ホテルに帰着後、ディズ

ニーランド恒例の夜間の花火をホテルから観賞でき、少しラッキーな気分に浸る。

　ロアラ高校訪問では、校舎の外壁に大きく「よ

うこそ」と書かれた文字に、今日を迎える生徒の

気持ちを感じた。学校側のスタッフとの全体的

な交流を済ませ、班に分かれて順次授業参観と

なった。日本語クラスでは、生徒が一人ずつ立っ

て、自分の氏名と一言の挨拶を日本語で行った。

ごく自然に行えていたので、日ごろ担当教師が努

力しているものと思う。授業を終えたのち、日

本文化を具体的に知ってもらうため、詩吟を披

露し、原詩、その英訳、吟じるための音符を和紙にプリントした資料を提供した。少人数ではあったが関

心をもって吟を聞いてもらえた。何か具体的なもので、日本への関心の度合いを高め、交流の輪を広く深

くする。今後、この面で協力できればと思った。

　アメリカでも、近時は公共交通機関の充実を図るべく地域交通複合輸送センターを作っている。車を使

わずに、公共交通機関と徒歩とで既設の施設に行ける。人が集まり、住宅が増え、さらに地域の安全も向

上するとのこと。以前は、どこへでも車を利用することがアメリカ社会の常識と思われていたから、この

変更はかなり大きいと私には思えた。

　ハワイのコンベンションセンターは、大型バス150台のバスターミナルの役割を担うなど、多面的に

利用できる施設で、アメリカ人のイベントに対する関心の高さを思い知らされた。アナハイム市のコンベ

矢代　隆將

第31回国際親善都市アナハイム市親善訪問及び
アメリカ文化・行政視察で私が感じたこと
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ンションセンターでは、約600軒分の電力を賄える

ソーラーパネルを設置していた。また、施設で使用

後廃棄される物品を分別し、生ごみは肥料に、ペッ

トボトルはPETF資源に再利用する設備が整えられ

ていた。環境面でもアメリカ社会が変化しようとし

ていると感じた。

　ハワイの州観光局では、観光を一つの産業ととら

え、経済性を含めて戦略を練り、事業を拡大してい

くやり方についてレクチャーがあった。具体的数値

を上げ発展させる方向を見据えているところに見習う点があると感じた。

　8日間はあっという間に過ぎた。当地へきて、アメリカの巨大さを、また、アメリカ人が少しずつ変わっ

てきていることを実感できた。名誉市長の銘板の献呈式への参加、レセプションでは、フォスターの「夢

見る人」と五言絶句「鹿柴」を交歓して友好を深める、など得るものは多くあり、参加した意義は大きかっ

たと思っている。また、適度に雨が降るなど天候にも恵まれ、何度も虹を見ることができた。最後に、本

事業に関係された方々へ深く感謝します。
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　長時間の飛行機旅から解放され、ロサンゼルス空港の入国審査へと進んだ。入国審査官の手にはブルー

のゴム手袋がはめられていた。今、世界中を震撼させ、各国がその防疫・予防・治療に多大の対策を必要

とし、実施する「エボラ出血熱」への対応であることを目の当たりにした瞬間であった。昨日、日本のテ

レビでも、リベリア渡航歴の男性の発熱が、検査の結果、感染はなかったとの報道がなされた。ギニア国

籍女性の発熱では、感染の有無検査中。まさしく様々な現象が、地球規模で身近なこととして認識しなけ

ればならないと実感した。

　アナハイムは11月市長選挙で、現職と2人の女性候補者とのこと。市議会場はコンパクトで親しみや

すく感じた。今回訪問のメイン行事「交流25周年記念幡谷祐一氏アナハイム市名誉市長銘板献呈式」はア

ナハイム市長の司会で、市庁舎前の日本庭園において行われた。銘板の幡谷氏は穏やかながら、強い御意

志を秘めたハンサムなお顔であった。見送り・出迎えをいただいた幡谷氏のお声とともに、非常に印象に

残った献呈式となった。改めてその情熱と功績に感謝！

　銘板献呈式に先立って訪れたLOARA高校では、準備した鶴・風船他の折り紙は大人気で、生徒も折り

紙体験をした。兜はもっと作ってほしいと、次から次へ紙を用意されてしまった。各国の学校訪問で生徒

と触れ合えるのはいつも楽しい。若者の相互理解が深まることを願っている。私は自分のできる範囲で協

力していこうと思っている。

　アリーナに隣接しているアナハイムコンベンションセ

ンターは、私の予想を超えた施設であった。広い敷地に、

ヤシの木や花々、南国を体験できる市民の広場。センター

内は使用の目的に応じて瞬時に変更可能で、部屋・ホー

ルもフレキシブルに対応できる。設備、床は頑丈であっ

た。天井の形は夢を掻き立てる。案内してくださった現

地の方々の笑顔は忘れられない。バックヤードも含め水

戸が参考できるのではと思うことは多々あった。

　ARTIC（アナハイム地域交通複合センター）について

市役所で説明を受けたが、建設中のため、実際の乗車は

かなわなかった。アナハイムエンゼルス球場近くに駅が

できる予定とのことで、市内の車の渋滞に有効に機能し

て行くであろう。

　第4日目にホノルルのHAWAII…TOURISM…AUTHORITY

でハワイ観光の戦略と戦術の話をきくことができた。

1999年ホテル税・宿泊税が6%から7.25%へ引き上げ

られ、さらに2010年には9.25%となった。1881年に

矢代　美智子

第31回国際親善都市アナハイム市親善訪問及び
アメリカ文化・行政視察報告
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はカラカウア王が横浜を訪れ、さらに明治天皇に謁見、1959年アメリカ50番目の州となったことなど

歴史的な話もなされた。2013年の観光客数はアメリカ西海岸が321万人で1位、日本人は東海岸の客と

ほぼ同じ、年間150万人。しかし消費土産物は中国人125,011人よりはるかに低く、これはいかに中国

の国力・富裕層が買い物をするかということでもあった。ヨーロッパからの訪問者数は136,805人、カ

ナダは517,011人。日本人はサトウキビ畑労働者としての移民以来、ハワイは親しい地域であることを

再認識した。

　ハワイコンベンションセンターは料理場を含むバックヤードまで案内していいただいた。ちょうど「嵐」

のコンサートが行われた後で、その大会場も見学した。電気照明設備、会場設営のための床はコンクリー

ト製の頑丈さで車の通行可能、駐車スペースも含め、さすがと感心した。観客と舞台が大変近い400人

収容のホールは車いす対応の場所も見ることができ、聴衆やイベントに対する配慮が十分なされていた。

ここで水戸の紹介のイベントができたらなどと夢みてしまう。

　自由行動日に念願のダイヤモンドヘッドに登った。ホテルや海岸から見る山と異なり、実際に頂上に立っ

てみると、噴火口の外輪は阿蘇よりコンパクトであった。今まで知らなかったが、頂上には太平洋を見渡

せる古い要塞があった。現在はアメリカ軍の重要な基地でレーダーのアンテナが林立している。頂上から

見えたワイキキなどの景観は、虹がかかり陽に輝き、波もいろいろな表情で美しいという一言ではもった

いないくらい。下山途中の山道でちょっと一休み。数カ国の人の前でIさんご夫妻と夫と4人で、日本の

歌を歌うと大ウケ。忘れられない体験でもあった。

　今回の視察で、特にハワイについて感じたことの1つ目は、気候だけではない、ハワイの観光に対する

戦略・戦術の実際であった。たとえば交通。観光客用の鉄道網の整備は無いが、分かりやすいバス路線と

表示、外国の観光業者への様々な許可（たとえば日本の会社の専用トロリー使用）など。2つ目は、整備され、

安心して歩ける街と案内表示。3つ目は、これほどのエネルギーはどこから供給されているのだろうとい

うこと。北欧でよく見た海上・陸上の風力発電や、大規模な貯水池には気づかなかった。4つ目は、ショッ

ピングセンターの居酒屋。客の殆どは日本人らしくないが、食べているものも麺類、丼など日本で日常的

に食されているものであった。日本の日常的な食材・食習慣・和食の多様性に改めて感謝したくなった。

　最後に、今回の親善視察団実施に尽力してくださった市長はじめ・市会議員及び市の関係の方々と市民

の皆様のおかげで楽しい実りある旅ができた。重ねて御礼申し上げたい。
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　第31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･行政視察団派遣事業に参加させて

頂き、初めてのアメリカ本土そしてハワイの訪問でした。一番の思い出は、幡谷祐一水戸市国際交流協会

理事長のアナハイム市名誉市長25周年記念の銘板献呈式の式典に出席できたことでした。10月11日の

結団式の際に配布された国際親善姉妹都市30周年記念誌「友情の懸け橋」から、水戸市とアナハイム市の

これまでの様々な交流と相互の発展、親交を深めてきた歴史をひも解くことが出来ましたが、実際に現地

を訪れ、式典に参加し、アナハイム市の庁舎にある「永遠の友情を誓って」の文字を見たとき、更に歴史

の重みを感じました。アナハイム市内の高校を訪問した際には、校長先生をはじめ、生徒の皆さんからの

大変な持て成しに恐縮するばかりでした。授業を見学したところ、日本語の勉強に熱心に取り組んでいる

生徒の皆さんの姿を見て、アナハイム市において日本が、水戸市が深く結びついていることを実感しまし

た。市役所においてARTIC（アナハイム地域交通複合輸送センター）について懇切丁寧な説明を受けまし

た。鉄道が少ないアメリカにおいて、公共輸送を一元的に管理、運営する基地としての役目を担う施設で

あることを教えていただきました。アナハイム市の方々との歓迎レセプションでは、2年後の姉妹都市盟

約締結40周年を迎え、より両市の交流が活発になるよう会話が多く交わされました。しかし、東日本大

震災以降、アナハイムからの学生親善大使の交流が停止しているとのことで、未来を担う若者の積極的な

交流が今後の両市の関係を更に発展させることは間違いないことと思われますので、早期の交流再開を期

待するものです。

　ハワイにおいては、ハワイコンベンションセンター視察の中で、ハワイの観光客の現状と歴史について、

また誘致活動の内容等大変参考になる説明を受けました。

　このたびのアナハイム市親善訪問は、今まで知識として知り得ていたアメリカを体感出来たこと、ハワ

イを訪れハワイの良さを知ったこと、パールハーバーとアリゾナ記念館を視察して、日本国内以外から初

めて第二次世界大戦を相手国から見たこと等、一生の思い出に残ることばかりでした。このような機会を

頂いたことを光栄に思うとともに、今回お世話になりました訪問団の皆様を初め関係者の方々に感謝致し

ます。両市の今後の交流が一層発展されますことをご祈念申し上げます。有難うございました。

渡邉　徹也

アナハイム市親善訪問に参加して
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　私にとって、今回のアナハイム市への訪問は４度目となりましたが、今回も新たな発見の連続でありま

した。

　昭和51年に国際親善姉妹都市を締結したアナハイム市への訪問では、初めに、アナハイム地域交通複

合輸送センター（ARTIC）の説明を受けました。アナハイム市は人口35万人、その属するオレンジ郡には

300万人もの人々が住んでおり、また、訪れる観光客も非常に多いことから、車以外の通勤・通学や訪問

者の移動手段として、新しい交通輸送システムの構築が望まれていたとのことでした。この輸送システム

が、まもなく開業するとのことでありましたが、担当者の熱心な説明を受け、脱車社会の構築に向けた期

待の大きさをうかがい知ることができました。

　次に視察したアナハイムコンベンションセンターは、1960年代に建設されたとのことでありましたが、

そのスケールの大きさもさることながら、出たごみのリサイクルや太陽光発電の設置など、新たな環境負

荷への取り組みも行っているとのことでありました。このような、時代の課題に対応した取り組みを積極

的に進めていることを、水戸市においても大いに参考にすべきと感じました。

　そして、アナハイム市役所庁舎前の広場で行われた幡谷名誉市長の銘板献呈式に参列いたしましたが、

今年で親善姉妹都市締結38年という長きにわたり、アナハイム市との親善・交流を深めることができた

のも、ひとえに幡谷名誉市長の御尽力の賜物と、改めて敬意を表するものであります。

　最後に、今回お世話になりました親善訪問団の皆さまを初め、関係各位に感謝するとともに、今後ます

ますのアナハイム市との親善・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。

水戸市議会議員　内藤　丈男

アナハイム親善訪問団に参加して
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　アナハイム市と水戸市は昭和５１年に親善姉妹都市としての盟約を締結して以来、今年で３８年目を迎

えます。

　このような長きにわたる両市の友好・交流、親善に、多大なるご尽力を賜った幡谷アナハイム市名誉市

長のご功績をたたえ、今回、アナハイム市庁舎前の広場前において、「幡谷祐一アナハイム市名誉市長銘

板献呈式」が行われました。この名誉ある式典に参列することができましたことに、感謝申し上げるとと

もに、幡谷アナハイム市名誉市長に心より敬意を表するものであります。

　今回の訪問におきましては、アナハイム市にあるロアラ高校の生徒たちとの交流や、歓迎レセプション

でのアナハイム市議会の皆様との一層の友好・交流を深めることができました。

また、アメリカ文化についても、つぶさに視察する機会があり、その中でも特に印象に残ったのは、ハワ

イコンベンションセンターでありました。

　ハワイコンベンションセンターは、アメリカならではのスケールの大きさもさることながら、各ホール

の廊下側の壁面を展示スペースとして有効活用したり、随所に中庭を設けたりするなど、趣向を凝らした

建物でありました。また、採光を多く取り入れるために、天井がガラス張りとなっておりましたが、その

間にある柱の中に空調の配管を設置するなど、実用的な建物にもなっておりました。今後、水戸市におい

ては、新たに市民会館を建設することとなりますが、その際に、大いに参考になるものと強く感じました。

　このように、今回の訪問は大変有意義なものとなりましたが、今後もアナハイム市と水戸市との友好の

絆がさらに強まることを切に願うものであります。

　最後に、今回の訪問でお世話になりました団員の皆様や関係各位に、心から御礼を申し上げまして私の

報告といたします。ありがとうございました。

水戸市議会議員　藤田　精治

アナハイム市親善訪問団に参加して
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　アナハイム市は私にとって４年ぶり２度目の訪問でありましたが、今回も、さまざまなことに感銘を受

けるものとなりました。

　アナハイム市と水戸市は、アメリカ合衆国建国200年祭に当たる昭和51年に国際親善姉妹都市として

盟約を締結いたしました。そして、今年で38年目を迎えたわけでございますが、同市を訪問し、市内に

ある「水戸の泉」や、友情の印である「交流の誓い」の壁面文字を拝見したときは、これまで両市で培われ

てきた親善・交流の歴史の重さを強く感じました。

　また、アナハイム市にあるロアラ高校では、先生、生徒たちの温かい歓迎を受けました。同校は４学年

生で、2,300名を超える生徒が在籍しているとのことでありましたが、私たちも生徒たちと一緒に授業に

参加し、大いに交流を図ることができました。

　その後行われた歓迎レセプションでは、アナハイム市議会議員と両市の議会制度の違いなどについて、

話し合うことができました。

　このように、訪問の先々で直にアナハイムの方々と心を通じた交流を図ることができ、大変有意義な時

間を過ごすことができました。

　そして、何よりも強く印象に残ったのは、アナハイム市庁舎前広場で開催された幡谷名誉市長銘板献呈

式における名誉市長のお孫さんのスピーチです。その堂々とした、流暢な英語によるスピーチはとてもす

ばらしく、大変感銘を受けました。このスピーチを聞き、水戸市が実施している英会話教育事業の重要性

についても、あらためて認識したところであります。

　このように、今回の訪問も大変有意義なものとなりましたが、アナハイム市と水戸市との友好の輪がさ

らに深まり、信頼の絆が強く結ばれ、両市がますます発展されるよう強く願うものであります。

　最後になりましたが、今回大変お世話になりました団員の皆様、そして水戸市国際交流協会の皆様に心

から御礼を申し上げます。ありがとうございました。

水戸市議会議員　安藏　栄

親善訪問団に参加して
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水戸市議会議員　小泉　康二

　この度、初めて『国際親善都市アナハイム市視察』に水戸市議会より派遣参加いたしました小泉康二で

す。今回の視察により、これまでのアナハイム・水戸両市の長きにわたる交流事業や、それらによって育

まれてきた“絆”をしっかりと体感したと同時に、幡谷祐一名誉市長25周年という１つの大きな契機とし

て開催されました記念式典、また記念モニュメント除幕式に議会代表の一人として参列できましたことに

誇りとこれからもこれらの歴史と友情を深め伝承していくことへの責任を強く実感した次第でもありま

す。以下2つの事業（視察）の様子をご報告いたします。

〇アナハイム市役所にて　10/27　13：30より

　アナハイム市役所近くに設置してある“水戸の泉”などの両市友好を示す箇所を見学したのち、アナハイ

ム市役所へ。まずは議場において現在の市政概要や進行中のプロジェクト、市内交通機関や体系、ARTIC

の説明などを伺いました。交通機関の説明では、これからのアナハイムの交通体系づくり、ラストマイル

対策や今後普及を進めていくストリートカーについて、また近隣のホテルなどで形成される配送迎ネット

ワーク（ATN）の説明を頂きました。

　やはり街の動線の中心になるのは“ディズニーランドリゾート”。街のシンボリックなものをきちんと認

識、見分けた上で市内・郊外それぞれからのアクセスの利便性、公共交通機関のフル活用とそこからの動

線をグランドデザインに用いている様に、規模は違えど本市としても大いに参考となる視察が行えました。

〇幡谷祐一名誉市長の25周年記念式典にて　10/27　15：40より

　定刻よりアナハイム市役所前の広場におい

て、現地メディア及び両国両市の多数の関係者

がご参集の中、幡谷祐一名誉市長の25周年記

念式典が緊張感の漂うなか開催されました。

　トム・テイト市長より歓迎のご挨拶を頂き、

ご参集の議員各位や友好都市委員会の皆さんの

ご紹介や、アナハイムと水戸市の友好の歴史が

披露されました。

　次に、高橋市長より御礼とお祝いの言葉が述べられ、幡谷名誉市長のご紹介や数々のご功績が披露され

ました。続いて、幡谷名誉市長のお孫さんであります、萬里小路友梨さんより今回の御礼とご自身の紹介、

幡谷名誉市長よりのメッセージの代読が読み上げられました。その後いよいよ記念モニュメント（プレー

ト）除幕式が挙行されました。

　除幕の際には、ご参集の皆々さまより盛大な拍手が贈られ、両市長を始め関係各位の記念撮影が行われ

ました。この瞬間、これまで行われてきたアナハイム・水戸両市の姉妹親善交流の大きな契機となったと

共に、これから益々親交を深めていくことへ記念となる新たな1ページが刻まれました。

アナハイム市親善訪問を終えて
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　その後場所を移して懇親会へ。

　会場はすぐ近くのビール工場兼レストランで開催されました。会場では既に、姉妹都市委員会の皆さん

やボランティアの皆さまの手によって、テーブルの花や飾りなど準備が成されており、とても温かみのあ

る雰囲気が創られておりました。



－ 54 －

水戸市議会事務局　永井　誠一

ロアラ高校の生徒たちと日本語で

　私にとって、今回のアナハイム市への訪問は２度目となるものでした。初めての訪問の際は、片側６車

線もある高速道路など、アメリカのスケールの大きさに、ただただ驚くばかりでしたが、今回の訪問では、

アナハイム市のロアラ高校に通う生徒たちと、思いがけず日本語？を通じて交流することができました。

　高校へ到着し、バスを降りると、まず目に飛び込んできたのは、日本語で「ようこそロアラ高校へ」と

壁に貼られた歓迎の張り紙でした。これは、日本語の授業を受けている生徒たちが、私たちのために作成

してくれたものとのことでした。

　同校の先生、生徒たちの温かい出迎えを受けると、私たち訪問団一行は、さっそく日本語の授業を見学

しました。

　チャイムが鳴ると、日本の高校と違い、次の授業を受けるために生徒が教室を移動してきます。席も決

まっていなく自由とのことで、各人が思い思いの席に座り、日本の高校さながら、「起立」、「礼」、「着席」

で授業は始まりました。

　その中で、二人組になって問いかけをする授業がありました。私もある生徒とペアになって参加させて

いただいたのですが、その際、彼女がしっかりとした日本語で、目を輝かせながら、「私は日本へ行って

みたいです。」と話してくれたことが、とても印象に残りました。それに比べて私の英語といったら……

　振り返ると、今回の訪問は、ロアラ高校の生徒たちとの交流以外にも、歓迎レセプションでのアナハイ

ムの方々との交流もあり、とても有意義なものとなりました。

　最後になりますが、今回の訪問で大変お世話になりました団員の皆様を初め、関係各位に心から感謝を

申し上げ、私の報告といたします。本当にありがとうございました。



資料編

アナハイム市議場
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国際親善姉妹都市アナハイム市との交流� （平成27年1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31回行われ、延べ914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17回あり、延べ417
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24
回実施され、合計456人（学生417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。平成26年（2014）には幡谷氏の名誉市長25周年を記念し、アナハイム市庁
舎前のミト・スクエア内に銘板が設置された。

○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・デューティー氏が表彰された。

（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
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ターにおいて展示した。
（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 270,859人
（2013年10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



－ 59 －

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観光産業
を中心とした行政政策を推進するハワイ州ホノルル市へ訪問団を派遣する。アナハイ
ム市では，親善プログラムを通じて相互理解と友好親善を深め，両市間の市民交流を
促進する。また，ホノルル市では，先進的な観光行政の実例の視察や，現地政府の表
敬訪問及び日系人団体との人的・文化的交流を通して，友好親善を深める。

2　主　　催　公益財団法人水戸市国際交流協会
3　期　　間　平成26年10月26日(日)～11月2日(日) （8日間）
4　訪 問 先　 ・アナハイム市（カリフォルニア州） 

・ ホ ノ ル ル 市 ( ハ ワ イ 州 )
5　派遣人員　35人（うち一般市民は25人，先着順）
6　主な活動　 ・アナハイム市及びホノルル市の文化･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11日(土)　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12日(水)　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　 別紙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26日(火)から9月
18日(木)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，9/16，9/23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　約280,000円(うち30,000円を協会が補助します)
　　　　　　  ※上記費用に燃油サーチャージは含みません。
　　　　　　　　・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(75,000円)，ビジネスクラス追加料金(341,000
円)，海外旅行保険(個人用任意保険)など

平成 26年度　第 31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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　　　　　　　　・部屋割りについて
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(75,000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26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。（9月26日以降は旅行代金の20%，10月24日以降は
50%，旅行開始後は全額）

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：デルタ航空（DL）
　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（アナハイム市）
　　　　　　　ハワイプリンスホテルワイキキ（ホノルル市）

※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　　　程

日次 月日（曜） 現地時間 地　名 交通機関 行　　　　　程

１ 10/26
（日）

12:40
17:10
10:50
夕刻

水戸市役所発
成田空港発
ロサンゼルス着
アナハイム着

専用バス
DL284便
専用バス

ロサンゼルスへ
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 10/27
（月） 終日 アナハイム 専用バス アナハイム市親善プログラム

〈アナハイム泊〉

３ 10/28
（火）

午前
14:20
17:02

アナハイム
ロサンゼルス発
ホノルル着

専用バス
DL1559便
専用バス

アナハイム視察
ホノルルへ
着後：ホテルへ

〈ホノルル泊〉

４ 10/29
（水） 終日 ホノルル 専用バス

ホノルル視察
　日本人商工会議所など

〈ホノルル泊〉

５
10/30
（木）

終日 ホノルル 専用バス
ホノルル視察
　ハワイコンベンションセンターなど

〈ホノルル泊〉

６
10/31
（金）

終日 ホノルル
自由行動

〈ホノルル泊〉

７
11/1
（土）

11:13 ホノルル DL579便
成田へ

〈機中泊〉

８
11/2
（日）

14:45
18:00

成田空港着
水戸市役所着

専用バス







幡谷祐一アナハイム市名誉市長 25 周年記念

銘板献呈式次第 

歓  迎  の  辞 トム・テイト市長

両市の姉妹都市交流史紹介 ジョン・グェン氏

アナハイム市長挨拶

水戸市長挨拶 高　橋　 　 靖 市長 

幡谷祐一博士からのメッセージ   萬里小路　 友梨 氏
ま で の こ う じ ゆ り

銘  板  除  幕 

2014 年 10 月 27 日
アナハイム市役所、水戸スクエアにて 

姉妹都市委員会委員長

トム・テイト市長





水戸市長 高橋　靖アナハイム市長 トム･テイト

両市の関係者の皆さん

銘板除幕

記念撮影 

萬里小路
ま で の こ う じ

 友梨
ゆ り

氏（幡谷祐一氏の
ご令孫）とトム･テイト市長

幡谷祐一氏のアナハイム市名誉市長就任 25 周年を記念し、アナハイム市・水戸スクエア内に銘板が設置さ

れました。2014 年 10 月 27 日、アナハイム市役所と水戸スクエアにて、両市の関係者が出席し、銘板献呈

及び除幕式が行われました。 



第31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27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


