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茨木市少年サッカー訪問団
7月13日～7月22日にかけて、茨木市少年サッ
カー訪問団13人が、シュワンズＵＳＡカップに
出場するため、アメリカ・ミネソタ州に派遣さ
れました。世界中から強豪が集まる大会で予選
リーグを1位で通過し、決勝トーナメントでも素
晴らしい活躍で、Ｕ－１４の部３位という結果
を残しました。
素晴らしい環境の中、一人一人が一生懸命頑張り、本大会を3位という
成績で終える事ができました。勝った時の喜び、負けた時の悔しさを
チーム全体で分かち合えたと思います。
はじめてのホームステイで、緊張しましたが、ホストファミリーの方
からは「お腹すいた？」、「のど渇いてない？」などといつも気を使っ
ていただき、接しやすく、本当の家族のような温かさを感じました。
また、お風呂がなくシャワーだけという環境や、食生活の違いなど、
あまり日本では体験できない文化の違いを
感じることができました。
今回の訪問団としての10日間はサッカー
だけではなく人生において素晴らしい経験
となったと思います。
このアメリカで味わったさまざまな経験
をこれからの人生にも活かしていきたいと思います。このような素晴ら
しい経験ができたのは、親善都市協会をはじめ、すべての関係者の皆様
のおかげです。
本当にありがとうございました。
森田 圭亮

2

『帰りたくない！』彼らがそう言ったのは、ホームステイ生活
まだ２、３日目のことでした。海外経験がほとんどなく不安ばか
りの彼らをそう言わせたものは、予想を超えたアメリカの壮大さ
と温かい家族、暖かい街でした。勝っても負けても同じように喜
び、悲しみ、そして励ましてくれる本当の家族のような温かい人
たちに囲まれて、彼らの不安も吹き飛んだのでしょう。
肝心の大会では準決勝敗退と目標にはあと一歩届きませんで
したが、慣れない環境の中、選手たちがひと試合ごと、一日一
日成長していくのが感じられました。目標を達成できなかったことは彼らにとっても残念だったとは思い
ますが、それ以上に何かを感じることができたのではないでしょうか。
まだまだ子供で、すべてを感じ取ったわけではありません。むしろ少し感じた程度かも知れません。し
かて
かし、いつの日か今回の経験が糧になる日がきっと来ると思っています。そして今回感じたその「経
験」、「気付き」を活かすためには、これからの生活のなかでの「経験」や「気付き」も同じように大切
だと思いました。 ホストファミリーやたくさんの関係者の方にしていただいたように、それらを今後の
子供たちのためにも提供し続けていくことも私たちの役目
ではないかとも感じました。
私自身二度目となる訪問でしたが、大会の規模も前回より
大きく、選手たちもより楽しめるように様々な面で工夫もな
されていました。サッカーだけではなく、人、自然、文化と
たくさんのものを感じることのできた素晴らしい大会でし
た。また機会をいただけるのなら、是非とも協力させて欲し
いです。茨木市とミネアポリス、日本とアメリカ、今と未来
の架け橋の一部として力になれればと思います。
本当にありがとうございました。 （コーチ）猿橋 啓晃
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英語学習ツアー
英語学習ツアーの参加者13人が7月5日～7月21日まで姉妹都市ミネアポリス市を訪問されました。17日間の滞在の間に、
英語の学習だけでなくホームステイなど、日本ではできない体験をされ、皆さん大満足なツアーとなったようです。今回
初参加の宮下さんに旅の感想をいただきました。

英語学習ツアーに参加して

宮下 暁子

姉妹都市親善訪問団と英語学習ツアーが一体となり、ミネアポリスを訪れました。私は姉と初めての
参加ですが、中には4回目、5回目という人も居て、この都市や人々の魅力の大きさを充分に伝えていま
す。今回参加した13人からも、リピーターが増えるのは間違いない事でしょう。
実にいろんな方々にお世話になり、珍しい経験をさせて頂きました。ダルース(五大湖の中で一番大き
い湖があります)一泊旅行、レクチャー付マイブック制作、ホームステイ、ビッグスクリーンで「ロー
ン・レンジャー」映画鑑賞（英語力問わず楽しめる納得の
選択）、皆で踊ったにわか仕込みの河内音頭・よさこい踊
りは、姉妹都市デーで想いのほかうけて温かい拍手を貰い
ました。4万人に混じり地元ツインズを応援したＭＬＢ
ゲーム観戦…等々。
寮の近くには、素晴らしいミュージアムが有り、無料で
芸術に触れる事ができます。他に、大スケールのクライミ
ングジムも有ります。趣味を通じて、街の人たちと一緒に
クライミングで大いに交歓できたのも、私には良い思い出
です。楽しいツアーを有り難うございました。感謝。
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姉妹都市提携２５周年記念３大イベント 小豆島町への市民訪

小豆島町への市民訪問団
10 月 7 日（月）から 10 月 8 日（火）まで市民 14 人が小豆島町を訪問しました。今回は瀬戸内国際芸術祭の開催中ということも
あり、参加者は様々なアーティストの作品を鑑賞しました。また、寒霞渓では大渓谷と海の絶景を堪能し、オリーブ公園ではオ
リーブの樹を植樹するなど、小豆島を満喫することができ、姉妹都市提携 25 周年を記念する素晴らしい訪問となりました。

姉妹都市小豆島町への市民訪問団に参加して
晴天に恵まれた 10 月 7 日（月）、今回は本市との姉妹都市提携 25 周年という節目の年でもあり、また瀬戸内国際芸術
祭の鑑賞という使命をおびた訪問団一行は文化スポーツ課の方々の見送りを受けバスで小豆島に向け出発した。途中、三
宮港よりフェリーに乗り、明石海峡大橋を船上より見上げ、その橋の雄大さと日本の土木技術の水準の高さに驚くばかり
であった。小豆島坂手港に到着すると灯台跡地に太陽のような光り輝く球体の上に、水の神様である龍が鎮座しているス
ター・アンガーというシンボル・モニュメントと町の職員の方々による横断幕を手にした熱烈なる歓迎を受けた。早速、
ビートたけし氏が構想した、島にある古井戸の庭に潜む地霊的化け物が、時折現れて人々を脅かすという寓話的な作品
「ANGER from the Bottom」を鑑賞し、肝を抜かれた。
翌日、午前は寒霞渓での記念写真撮影・オリーブ公園で記念植樹。午後からは三都半島・中山・肥土山地区の芸術作品
を鑑賞し、特に棚田に囲まれた中山地区の谷間に、地元産の約 5000 本もの竹を組み、巨大なドームを構築した「小豆島の
光」は内部を回遊することができ、その存在感は、周囲の景色を一変させている様子は圧巻であった。台風接近の影響で帰
茨が 1 日早くなるというアクシデントもあったが、風光明媚な町の景色・心温まる町の人々との出会いやふれあい－そ
して芸術家の方々の感性豊かな優れた作品を鑑賞し、私自身、日ごろの忙しさのあまり忘れつつある心の温かさをとり戻
せたようであった。そして何よりこの素晴らしい小豆島町と 25 年にわたり友好を温めてこられた先人たちの熱き想い
を我々がしっかりと受け止め次世代に継承しなければいけないと思いお世話になった全ての方々に心より感謝し今回の
小豆島訪問を終えた。
（早稲田摂陵中学・高等学校）西田 昌司

ANGER from the Bottom

坂手港「THE STAR ANGER」（ヤノベケンジ作）の前にて

「茨木市民オリーブの森」にて

吉野地区「眺望絶佳」

フェリー船上 ジャンボ･トらやん（ヤノベケンジ作）と共に

中山地区「小豆島の光」

姉妹都市小豆島町の宿泊施設利用補助制度について
姉妹都市小豆島町との交流促進を図るため、茨木市では小豆島町の指定宿泊施設を利用する市民の皆さ
んに、宿泊費用の一部を補助する制度を設けています。
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小学生 1,500 円（１人につき４月～翌３月までの年間１泊分のみ）
補 助 額 中学生以上 2,000 円、
申請書を文化スポーツ課に提出
申
請 宿泊日の１０日前までに、
詳
細 （TEL.072-620-1608）
へ問い合わせ 又は下記ホームページへ
ホームページ http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/bunka/menu/shodoshima/index.html

International Friendship Association of Ibaraki

訪問団×小豆島映画上映会×小豆島オリーブマラソン訪問団

小豆島映画上映会
小豆島町との姉妹都市提携 25 周年を記念し、クリエイトセンターにて小豆島にゆかりのある２
作品
「二十四の瞳」
「八日目の蝉」
の上映会を開催しました。
会場では、映画の上映のほか、小豆島町紹
介パネルの設置、
小豆島物産の販売を行い、
たくさんの方に会場まで足を運んでいただきました。

第３６回 小豆島オリーブマラソン訪問団
５月２５日（土）から２６日（日）まで参加者30人が小豆島町を訪問しました。25日は二十四の瞳映画村など観光名所を巡り、翌
日の26日には見学者を除く27人が小豆島オリーブマラソンに出場されました。5月とはいえ最高気温30℃を超える夏のような暑さで
したが、参加者一人一人の頑張りと沿道からの温かい声援のなか、皆さん無事に完走されました。

姉妹都市提携２５周年を迎える記念の年に茨木市民となり、１６年目にして御縁があり参加
出来た事、大変嬉しく思っています。
今年の初旬、色んな事がふつふつと湧いてきて、マラソンを始めようとした矢先に、広報で募
集記事を見て、応募しました。
天候にも恵まれましたが、途中の渋滞では、船の時刻に間に合うかハラハラしましたが、何と
か、乗船出来てホッとしました。
寒霞渓、二十四の瞳映画村、芸術作品鑑賞と観光も
出来て、改めて坪井栄文学、小豆島の特産物や色々な
お話も、興味深く新しい発見でもありました。
初チャレンジのマラソンも、緊張の余り力が入りす
ぎましたが、ご一緒できた皆さんには色々なサポート
をして頂き、本当に感謝いたします。まだまだ、魅力一
杯の場所なので、今度は他の場所も観光したいと思い
ます。
岡本 尚世
ト！

スター

昼ごはん

二十四の瞳映画村にて

寒霞渓にて

二十四の瞳映画村にて
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大分県竹田市との歴史文化姉妹都市提携調印式
11月16日(土)に茨木市と竹田市は、歴史文化姉妹都市の提携
を結びました。
茨木市と竹田市の関わりは、茨木城主中川清秀の次男、秀成が
文禄3年（1594年）に多数の家臣を連れ、岡藩城主となったこと
から始まりました。
今なお多くのキリシタン史跡や文化財が残されていること、本
市名誉市民である川端康成が小説「千羽鶴」の続編「波千鳥」の
舞台として描き、竹田高校で講演したことから、氏を顕彰する取
り組みを継続されていることなど、様々な歴史文化的結縁を持つ
ことから、昨年竹田市で開催された「岡藩城下町４００年祭」記
念式典において、パートナーシップ宣言をおこない、今回の提携
調印式に至ったものです。
式典では、大岩太鼓の演奏に続き、両市長が盟約調印書に調印し、歴史と文化を中心とした交流を展開していく
事を誓い、最後には竹田市出身のソプラノ歌手 西みほさんの歌とトークによる竹田市の紹介がありました。午後か
らの「交歓の集い」では、当親善都市協会 若林会長が今後の市民交流の推進役を担うとして挨拶し、竹田ライオン
ズクラブ 赤座会長の乾杯により、竹田市民訪問団も交えた交流のスタートがきられました。本協会といたしまし
ても、今回の歴史文化姉妹都市提携を契機に様々な市民交流をすすめてまいります。
ゆえん

記念品の紹介

大岩太鼓の演奏

調印の様子

西みほさんの歌とトーク

交歓の集い

市からのお知らせ

ＪＩＣＡ研修員のホームビジット

タンザニアからＪＩＣＡ研修員 18 人が来られ、
市役所で研修をしました。また 11 月 5 日には市
長・議長を表敬訪問されました。

11 月 9 日にタンザニアからのＪＩＣＡ研修員 18 人がホーム
ビジットをされました。短い時間での交流となりましたが、研
修員・市民双方にとって貴重な体験になりました。

ホームステイ・ホームビジット受入登録家庭募集
茨木市国際親善都市協会では、留学生や JICA 研修生などを受け入れてくださるホストファミリー登録家庭を募集し
ています。ご自宅で国際交流しませんか？
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対象外国人
内
容
と
き
対 象 者
申
込

阪大留学生、JICA 研修員など
ホームステイは学生用に１室と１日朝・夕の２食（週末・休日は３食）の提供、ホームビジットは 1 日のみ宿泊なし
随時、登録家庭に募集情報を郵送
茨木市国際親善都市協会会員
協会事務局（文化スポーツ課内 ℡620-1608）へ登録用紙を提出

International Friendship Association of Ibaraki

IIN
Ibaraki
Intercultural
Network 姉妹都市活動室
姉妹都市活動室では、ミネアポリス市との交流を支
えるための英語力や国際感覚の向上、異文化理解のた
め、ゲストスピーカーの英語によるスピーチを聞いたり、
ディスカッション等を行ったりしています。また、JICA
研修員、阪大留学生や茨木市近隣に在住の外国人との
交流を楽しんでいます。

実用日本語学習会
じつようにほんごがくしゅうかい

会 第１木曜日 午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

第３土曜日 午後 2 時～ 4 時
場

所 クリエイトセンター
※協会事務局へお問合せください。

資

格 茨木市国際親善

ぼご

かた

たいしょう

にほんごがくしゅう

しえん

い方を対象に、マンツーマンで日本語学習の支援を

おこな

行っております。

がくしゅうしえんしゃ

どうじ

ぼしゅう

また、学習支援者も同時に募集していますので、

きょうみ

かた

いちどけんがく

き

興味のある方は、ぜひ一度見学に来てください！
と

き 《Thursday Class》1：30 ～ 3：00 p.m.
《Friday Class》10：00 ～ 11：30 a.m.

興味のある方は、気軽に見学に来てください。
例

にほんご

「実用日本語学習会」では、日本語を母語としな

と こ ろ 8th Floor at City Hall Annex
ひ よ う 1,500 円（テキスト代は実費）
もく

きんよう

りょうほう

さんか

ば あい

えん

※木・金曜の両方に参加の場合は、3,000 円
れんらく TEL 080-5353-2445

ホームページ：http://nihongo.o.oo7.jp/

都市協会会員
年会費 正会員：2,000円

（18 歳以上）
準 会員 1,000 円

（中・高校生）

We Are
Friends !
青少年活動室では、英語でクッキング、ハロ
ウィン、クリスマスなど、毎回テーマに沿って
講師の久徳ウェンディー先生と一緒に英語に
親しむ"We Are Friends !"を、原則4・5・7・
9・10・12・2月の第3日曜日にクリエイトセン
ターで行なっています。詳細は、開催月の広報
いばらき及び協会ホームページでお知らせして
います。
対象

小学 4 年生～中学３年生

連絡

協会事務局（TEL 072-620-1608）

中国語で遊ぼう
「我 們是 朋友！（ぼくらは友だち）」では中国人の
講師と中国語に親しみたい子どもたちを募集していま
す。毎月１回第２土曜日もしくは第３土曜日に、ロー
ズＷＡＭで開催しています。
今年度は親子で参加できる中国語教室です！ぜひ、
父兄の方々も一緒にご参加ください！
※もちろん子どもだけでも参加可です。

対象

小学生 1 ～ 6 年生、参加児童の保護者

申込

協会事務局（TEL 072-620-1608）

※テーマや持ち物などの詳細は、開催月の広報いばら
き及び協会ホームページの募集欄でお知らせします。
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次回

ふれあい交流のお知らせ

日

時

平成26年3月1日(土)予定

※内容、申込方法等は広報いばらき平成26年2月号に
掲載します。
問 合 先 協会事務局

TEL.072-620-1608

国際交流の集いにご参加下さい！
！
日

（日）１０時３０分～
時 平成26年１月26日

場

所 ローズＷＡＭ ※例年と会場が変更となっています。

内

容 外国人による日本語スピーチ発表会
多国籍料理ブース
もちつき体験
参加者全員で民謡・民舞の共演
東日本大震災支援物産の販売
外国人との交流会など（予定）
加 当日、直接会場へ（参加費無料）

参

問 合 先 協会事務局

TEL.072-620-1608

来夏派遣予定！英語学習ツアー参加者募集！
来夏ミネアポリス市への英語学習ツアー参加者を募集します。
この機会にぜひCity of Lakes
（湖の街）
ミネアポリス市を体験して下さい♪
滞在期間 平成２６年７月頃に２週間程度（詳細は未定です）
対

象 １８歳以上の協会会員および市民

渡航費用 未定
募集人員 約１０人
内

容 ネイティブの講師による授業、市内見学、
実地活動など。
広報いばらき平成26年4月号で掲載予定。

問 合 先 協会事務局

TEL.072-620-1608

編集・発行
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