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茨木市国際親善都市協会創立40周年＆ミネアポリス市姉妹都市提携40周年

安慶市友好都市締結35周年

姉妹都市小豆島町・歴史文化姉妹都市竹田市の紹介

活動団体を紹介します！

茨木市国際親善都市協会のSNSをご覧ください！
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Facebookでもイベント情報などをお知らせします
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創刊号は昭和56年５月１日に発行されました。

表紙を飾るのは今回の記念号同様に、姉妹都市提携

の盟約書に署名するドナルド・Ｍ・フレーザー市長と

重冨敏之市長。

茨木市国際親善都市協会は昭和55（1980）年10月２日に

創立され、本年で記念すべき40周年を迎えることができま

した。永きに渡ってご協力いただきました会員の皆様、関係

団体の皆様に感謝いたします。

昭和55（1980）年10月22日、アメリカ合衆国・ミネアポリス市と茨木市は、ミネアポリス市、ヘネピン

芸術センターにおいて、姉妹都市提携盟約宣言書の調印を行い、本年で姉妹都市提携40周年を迎え

ました。40年間途切れることなく続いた姉妹都市交流は、かけがえのない財産です。40年間交流され

てきた方も、最近ミネアポリス市を知ったという方も、一緒に両市の交流の歴史を振り返りましょう♪

昭和53年、茨木市の市制施行30周年記念事業の一環として「海外姉妹都市提携事業」が企画されました。

昭和54年、市内のドーナツショップの経営者が、茨木市が姉妹都市提携先を探していることを新聞で知り、

親会社でミネアポリス市に本社を有するインターナショナルマルチフーズ社を介してミネアポリス市に茨木市

との姉妹都市提携の意向を尋ねたところ、ミネアポリス市も日本の都市との姉妹都市提携を希望していたため、

話が進みました。

そして、昭和55（1980）年10月22日　両市長がミネアポリス市において「姉妹都市提携盟約宣言書」に署名

されました。

記念すべき創刊号！

盟 約 宣 言 書

提携に至るまでの経緯

茨木市国際親善都市協会創立40周年！

ミネアポリス市姉妹都市提携40周年！
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平成２年（1990年）

平成12年（2000年）

10周年

20周年

平成22年（2010年） 30周年

姉妹都市提携10周年記念行事の一環として、ミネアポリ

ス市の音楽グループが茨木市に訪問され、「ブルーグラ

スコンサート」が開催されました。（写真上）

ミネアポリス市からリップ・ラプソン副市長やミネアポリ

ス市・茨木市文化協会会長スパージョン夫妻をはじめ、ミ

ネアポリス市のみなさんが茨木市に訪問され、国際花と

緑の博覧会「茨木市の日」に参加されました。（写真下）

この年は他にも、ダンス劇団、ユースシンフォニーズ、少年

野球チームが茨木市に訪問され、また茨木市の少年サッ

カーチームがミネアポリス市を訪問し、大会に参加する

など、文化・スポーツでの交流が盛んに行われました。

姉妹都市提携30周年時には、「英語学習ツアー」、

「茨木市民親善訪問団」、「茨木市・市議会代表団」

がミネアポリス市を訪問し、30周年記念式典、桜の植

樹式、水上祭パレード等に参加しました。（写真上）

また、10月には、ミネアポリス市より「親善訪問団」、

友好都市・中国安慶市より「友好代表団」が茨木市に

訪問され、本協会30周年記念式典にご参加いただき

ました。本市を通じて、ミネアポリス市と安慶市による

交流が行われ、大変メモリアルな一時となりました。

（写真下）

姉妹都市提携20周年時には、「茨木市合唱連

盟」、「茨木市民親善訪問団」、「茨木市代表団」

がミネアポリス市を訪問し、20周年記念式典、

トーチライトパレード等に参加しました。

20周年を記念し、茨木市からは「双珠の鐘（写真

上）」、ミネアポリス市からは「サウンドブリッジ 

（写真下）」が贈られました。
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ＭＩＮＮＩＢＡＲＡＫＩはＭＩＳＣＡが2020年５月に創刊されたニュースレターです。
年４回（２、５、８、11月）の発行を予定しているそうです。
第２号と第３号には、城谷会長のメッセージも載っています。
本協会のホームぺージにも掲載しているので、是非ご覧ください。

ＭＩＳＣＡ（ミネアポリス市・茨木市姉妹都市協会）の会長
Karl Reinhard氏からメッセージが届きました！

MINNIBARAKIのページ

ＭＩＮＮＩＢＡＲＡＫＩって知っていますか？

Greetings,I am Karl Reinhard, the president of the Minneapolis Ibaraki Sister City Association.  Congratulations to 
the people of Ibaraki and Minneapolis on over forty years of exchanges between the two cities.  My how time flies 
by, it does not seem like 40 years since Ibaraki City and Minneapolis signed their Sister City agreement in October 
1980.  Thank you for allowing me to write an article for your newsletter.

I hope that the people of Ibaraki have found the Sister City program as much as a wonderful and fruitful experience 
that we the members of MISCA and the people of Minneapolis have.  There have been many different exchanges 
throughout the years, from soccer and baseball teams; choirs, dancers and baton; English study groups and tour 
groups; art exchanges and Haiku contests - all resulting not only in a wonderful experience for the participants, but 
also each gaining a better understanding of each others history and culture.

Not only does MISCA participate in the exchanges between the two cities, but it also tries to educate the citizens 
of Minneapolis about Ibaraki City and Japanese culture and history.  It does this by participating in Minneapolis’ 
Sister Cities day and it’s Holidazzle Winter Celebration.  MISCA also puts on a Cherry Tree Festival every May on 
Nicollet Island in Minneapolis where we can also view the gift of thirty Cherry Trees from Ibaraki City.  MISCA also 
provides for children and adults to learn about Ibaraki through videos, Japanese games, Origami, Calligraphy and 
Taiko Drum performances.

Although the Covid pandemic has put a hold of these events and the trips between the two cities this year, a new 
exchange has started with monthly online meetings between MISCA and IIN members, where we can discuss how 
different issues are handled in each city/country.  Also, the Haiku Contest will take place - with students submitting 
their entries online and MISCA members doing the initial judging online.

We look forward to the time when we can again travel between the two cities to visit the friends we have made or 
for others to make new friends and learn more about Japanese culture and history.  May the next forty years of 
exchanges between our two cities be as wonderful as the last forty years have.  Our best wishes to all the people 
of Ibaraki, may the coming year bring your health and success.  Thank you.

　こんにちは、ミネアポリス市・茨木市姉妹都市協会（MISCA）会長のカール・ラインハードです。茨木市とミネアポリス市の間で40
年以上の交流が培われてきたことをお慶び申し上げます。1980年10月に茨木市とミネアポリス市が姉妹都市提携を結んでからの40
年は、私にとってすごく短い時間に感じられました。今回、この記事を書く機会をいただき、感謝いたします。

　茨木市民の皆さんが姉妹都市交流プログラムを、MISCA会員やミネアポリス市民が感じているのと同じく、素晴らしく実り多い体
験と感じられていることを願っています。40年の間に多くの様々な交流がありました。サッカーや野球のチーム、合唱団、ダンサー、バ
トン、英語学習ツアーや体験ツアーグループによる訪問、絵画・書の交換事業や俳句コンテストなどを通じて交流を深めました。また、
これらのプログラムによって、参加者の素晴らしい体験となるだけではなく、お互いの歴史や文化をより深く理解し合ってきました。

　MISCAは茨木市との交流だけではなく、ミネアポリスでの姉妹都市デーとHolidazzle Winter Celebrationに参加することによ
って、茨木市や日本の文化・歴史についてミネアポリス市民の教育にも取り組んでいます。我々は毎年5月にミネアポリスのニコレット
アイランドで桜まつりを開催し、茨木市から贈られた30本の桜を見ることができます。その他、子どもや大人たちに、ビデオ、日本の
ゲーム、折り紙、書道、太鼓の演奏を通して茨木市について学ぶ機会を提供しています。

　今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、これらのイベントや両市間の訪問が開催できませんでしたが、新しい交流として
MISCAとIINのメンバーによるオンライン会議が毎月開催され、それぞれの市や国でさまざまな問題がどのように取り扱われている
のかを話し合っています。また、俳句コンテストの開催にあたっては、学生はオンラインで作品を提出し、MISCAメンバーはオンライ
ンで最初の審査を行います。

　我々は再び両市を行き来して、かつての友人を訪ねたり、新たな友人に出会い、日本の文化や歴史について学んだりすることができ
る時を楽しみにしています。両市間の次の40年の交流が、過去40年間と同じ様に素晴らしいものになりますように。茨木市民の皆様
のご多幸、来年の健康と成功をお祈り申し上げます。ありがとうございました。
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友好都市締結調印式のあと開かれた「友好交歓の

集い」では、安慶市の謝市長らに歓迎の花束が贈

られました。

青少年交流訪問団25人が来茨され、茨木フェス

ティバルで二胡を演奏したり、市内中学校・高校を

訪れ、黄梅劇、ピアノ・バイオリン演奏などを披露し

てくれました。

水泳・卓球チームで構成された訪中団一行37人が

安慶市を訪れ、交流試合を行いました。言葉の壁を

こえ、歓迎パーティーでは仲良く交流することがで

きました。

安慶市友好訪問団５人が来茨され、本協会の交流

委員等の方々が協会を代表して交流を深めました。

◀ 昭和 60年　友好交歓の集い

平成 23年

協会主催の安慶市友好訪問団との懇親会 ▶

平成５年　茨木市スポーツ親善訪中団 ▶

◀ 平成 20年　安慶市青少年交流訪問団

昭和55年頃から、多くの市民・有識者から、「歴史的・文化的につながりの深い一衣帯水の隣国中国ともぜひ

友好交流を進めてほしい」との希望がよせられていました。

そのような中、安慶市は豊かな自然に恵まれた環境が茨木市と似たところがあり、市議会議員有志や市民が

訪中するなど安慶市との交流を積み重ね、友好の礎がつくられました。

そして、昭和60（1985）年10月５日　両市長が茨木市において「友好都市締結議定書」に署名されました。

締結に至るまでの経緯

安慶市友好都市締結35周年！
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平成24年、竹田市の首藤市長が来茨され、キリシタン遺物史料館、川端康成文学館、梅林寺等を見学されました。

竹田市と茨木市は中川氏・川端康成・隠れキリシタン等の繋がりが深いことから、「文化姉妹都市締結構想」が

提案され、平成24年９月29日　「歴史文化交流パートナーシップ宣言」を行いました。

そして、平成25（2013）年11月16日　茨木市において「歴史文化姉妹都市提携」調印、「歴史文化姉妹都市」の名称は

全国初です。

姉妹都市 香川県 小豆島町

歴史文化姉妹都市 大分県 竹田市

【補助額】中学生以上→2,000円　小学生→1,500円 詳しくは茨木市のHPへ

【補助額】中学生以上→5,000円　小学生→3,000円 詳しくは茨木市のHPへ

市宿泊補助制度

市宿泊補助制度

令和元年　小豆島オリーブマラソン訪問団

平成26年　歴史文化姉妹都市提携１周年記念
竹田市への市民訪問団

平成25年　茨木市・竹田市 歴史文化姉妹都市
提携調印式

昭和63年　姉妹都市提携調印式

昭和63年、茨木市の市制施行40周年記念事業として、国内姉妹都市提携を行うことを決定しました。

提携にあたっては、市民各層の間から自然を求める声、特に海のある地方との交流を行い、市民の活動の場を

広げてほしいという声などにより、選考した結果、小豆島町（当時：内海町）が選定されました。

そして、昭和63（1988）年10月２日　両市町長が茨木市において「姉妹都市盟約宣言書」に署名されました。

提携に至るまでの経緯

提携に至るまでの経緯
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我們是朋友！中国語で遊ぼう！

　「我們是朋友！」はお子さん向けの中国語教室です。

ゲームや歌を通して、楽しく中国語に親しんでいただけ

ます。保護者の方の参加も大歓迎ですので、ぜひ、お子

さん・お孫さんと一緒に中国語を楽しんでみませんか？

原則月１回（７、８月は除く）
土曜日または日曜日

小学１年生～中学３年生、その保護者
（お子さんだけの参加も可能です）

子ども200円、大人300円
（協会会員は無料）

開催月初めから本協会事務局まで
電話またはメールで申込み

日　　程

対　　象

参 加 費

申込方法

WE ARE FRIENDS!
　「WE ARE FRIENDS!」ではゲームなどを通して英語

に親しむことができます。ハロウィンパーティーやクリ

スマスクラフトなど、楽しい催しが盛りだくさんです！

外国の文化を知ることもできます♪

※新型コロナウイルス対策を行ったうえで、活動を実施しております。

※新型コロナウイルスの影響により、内容に変更がある可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

原則2、3、4、5、7、9、10、12月
の第３日曜日

小学３年生～中学３年生

300円（協会会員は無料）

開催月初めから本協会事務局まで
電話またはメールで申込み

日　　程

対　　象

参 加 費

申込方法

Ibaraki Intercultural Network

　姉妹都市活動室では、各国のゲストによる英語スピーチ

の例会や外国人への日本文化紹介等の行事を行い、ミネ

アポリス市や地域外国人との交流を深めるための英語力

を養っています。是非一度見学にお越しください！

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

（８月を除く毎月）

茨木市福祉文化会館等
2,500円

本協会事務局（TEL 072-620-1810）

例会日程

場 所
年 会 費

問 合 先

実用日本語学習会
　日本語を母語としない方を対象に、基本的にマン

ツーマンで日本語学習の支援を行っております。また、

学習支援者も同時に募集していますので、興味のある

方は、一度電話かメールでお問い合わせください！

《Thursday Class》 60分　月2回
《Friday Class》 60分　月2回
オンライン授業

今期 1,000円（テキスト代は実費）
※木・金曜の両方に参加の場合は、2,000円

本協会事務局（TEL 072-620-1810
E-mail cadifai@city.ibaraki.lg.jp）

と き

ひ よ う

れんらく

姉妹都市活動室

ホームページ http://www.ibaraki-city-iin.com

ホームページ http://Ibaraki-nihongo.sakura.ne.jp/

※入会の際には本協会会員になる必要があります。

活動団体 を紹介します！
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〒567-8505　茨木市駅前三丁目8番13号　

茨木市市民文化部文化振興課内

TEL.072-620-1810　FAX.072-622-7202

ホームページアドレス　http://www.ifai.jp/

茨木市国際親善都市協会

編集・発行

　協会ホームページでは、「新着情報」・「募集情報」

など、協会のイベントの情報を発信しています。ま

た、姉妹都市活動室や実用日本語学習会のページ、

多言語での情報発信をしているページの情報など

も掲載しています。

ぜひチェックしてください！

茨木市国際親善都市協会のホームページをご覧ください！！

茨木市国際親善都市協会Facebookページ！！
　協会では、民間のソーシャル・ネットワー

キング・サービス（SNS）を活用し、「茨木市

国際親善都市協会Facebookページ」を運

用しています。ぜひご利用ください!!

　茨木市国際親善都市協会Facebook

ページはどなたでも閲覧することができ

ます。

　茨木市国際親善都市協会Facebook

ページの「いいね！」を押したり、コメント

を投稿するためには、アカウント登録が必

要です。 13歳以上であれば無料でアカウ

ント登録ができます。Facebookの利用方

法については、「Facebookヘルプセン

ター」でご確認ください。

茨木市国際親善都市協会 会員募集！！

　本協会では、茨木市の姉妹・友好都市を

はじめ、国際交流に興味を持っておられる

方の入会をお待ちしています。

　会員のみなさまには、協会が催す交流行

事のご案内や、協会主催事業への参加費の

一部助成、また、年２回発行する協会報の

送付を行っております。

茨木市国際親善都市協会ホームページ

http://www.ifai.jp/

主な
活動内容

年会費

申込先

協会ホームページ：http://www.ifai.jp/

国際交流の集い

姉妹・友好都市への市民親善訪問

中・高校生の「英語スピーチ大会」など

個人会員：(一般) 2,000円　(学生) 1,000円

団体会員：一口5,000円

本協会事務局(茨木市市民文化部文化振興課内）TEL 072-620-1810
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