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長泉を出発

ワンガヌイに到着

ワンガヌイに滞在

トンガリロ・タウポ観光

ワイトモ・ロトルア観光

オークランド観光

帰国

※他のコースも有ります。詳細は協会事務局まで

日 程 （ 予 定 ）

・マスターズゲームに
　　　　　　　　 参加
・近隣観光スポット
　　　　　　　 見学等

機内
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タウポ市内ホテル

ロトルア内ホテル

オークランド市内ホテル

カナダ

アメリカ合衆国アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

平成元年にスタートした、ワンガヌイ市との姉妹都市交流
は、今年で 30 周年を迎えます。海を越えて、両市町間には
たくさんの交流が生まれ、様々な経験や学習を通してグロー
バルな相互理解が深められてきました。
今年 8 月のわくわく祭りに合わせてワンガヌイ市から市長
が来町する予定であり、記念式典や交流イベントが行われ、
友好関係が再確認されることでしょう。来年 2 月には長泉町
からの親善訪問団がワンガヌイ市を訪れ、日本文化の紹介や
ニュージーランドマスターズゲームへの参加も予定されており、
文化やスポーツを通して新たな交流も期待されます。
親善訪問団（自己負担額は 15 ～ 20 万円を予定）の募集
等の詳細は、広報ながいずみや町 HPなどでお知らせします。
あなたもワンガヌイで楽しく国際交流しませんか？

2012 年、夫の海外赴任により、アメリカのピッツバーグへ行くことになりました。
初めての渡米です。
ピッツバーグ、名前だけは知っている方も多いのではないでしょうか。私も社会科

の授業で、鉄鋼業が盛んと習った記憶があります。その鉄鋼業もすたれ、あわや財
政破たん寸前までいったようですが、その後、学術・医療・ＩＴ産業で著しい復活
を遂げました。Google は 2006 年に、たった数人でピッツバーグにオフィスを開設。
それが今では 150 人を超える人々が働いています。ＩＴ産業の分野での発展が益々
見込まれている、そんな進化著しい都市ですが、街の歴史はアメリカの中でも古く、
建物などはヨーロッパの雰囲気が漂います。学園都市としても名高く、カーネギーメ
ロン大学やピッツバーグ大学など多数の大学があり、世界各国から留学生、研究者
が集まっています。
渡米前に調べた結果、街の様子には既に好印象を持っていたのですが、不安な

のは言葉の壁、そして何より人間関係でした。英語も高校レベルで止まっていた私は、
まず住んでいるアパートのドアマンと会話する事にしました。慣れてきたら、お店の
店員さんと挨拶以外の何か一言。そんな地道な練習と並行して『International 
Women’s Association of Pittsburgh（ピッツバーグ国際女性協会）』通称『IWAP（ア
イワップ）』に渡米後約１週間に入会しました。定例集会が週に一回あり、その他英
会話教室や料理教室も開催しています。活動を通じて言葉にも慣れ、アメリカ人・
日本人・フランス人、インド人、コロンビア人、ブラジル人、韓国人他、多くの方々
と知り合う事も出来、今でも交流が続いています。そしてもう一つ、外せないのがト
ルコ人協会の方 と々の出会いです。初日に乗ったタクシーが偶然行きも帰りも同じト
ルコ人運転手で、夫と早速意気投合。彼のおかげで、多くのトルコ人の方々、協会
主催のイベントに集まったアメリカ人の方 と々知り合う事が出来ました。
ピッツバーグの街が、アメリカだけに留まらない、多国籍文化を知るきっかけをも

たらしてくれた事に感謝しています。　　　　　　　　　　　　　　 （岩本　京子）
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街中がカラフルな花々で彩られる 2月のニュージーランド。
ワンガヌイのメインストリートも華やかです。 マスターズゲームでもマラソンやウオーキングは人気の種目。

皆さん楽しく汗をかいています。

静かな森林公園の池のほとりに佇む、南半球で唯一の茶室。
長泉町から寄贈されました。

部屋からの眺め。町並みはヨーロッパを彷彿とさせます。

ダウンタウンの様子

ＩＷＡＰの友人達と。（前列右側）

姉妹都市交流 30周年！ワンガヌイへ行こう！姉妹都市交流 30周年！ワンガヌイへ行こう！
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小椋会長や協会員と、三嶋大社を参拝するマキノン元
ワンガヌイ副市長一行。
姉妹都市提携後 20年に渡る交流の継続を祝い、更な
る友好の発展を誓いました。

ニュージーランド
ワンガヌイ市長泉町ー 姉妹都市提携 30 周年のあゆみ長泉町ー 姉妹都市提携 30 周年のあゆみ

平成30年度事業計画（案）
英会話講座  4 月上旬～翌年 3月下旬
   ※来年度は通年で実施予定。詳細は後日お知らせします。
5月 28 日  平成 30 年度総会・交流会
7月下旬～ 8月下旬 児童英会話講座
8月上旬  市長を含む訪問団がワンガヌイより来町
8月 4日  30 周年記念イベント
   わくわく祭り踊りパレードに参加
8月 17 日～ 25 日 ニュージーランド語学研修支援事業
11 月 25 日  産業祭に参加
12 月中旬  クリスマスパーティー
２月上旬  長泉町の親善訪問団をワンガヌイへ派遣

ニュージーランドの原住民・マオリ族の村で、冠婚葬祭を
行う神聖な建物の中を見学する、長泉の生徒達。
協会発足当時から現在まで、町内在住の 465名の中学生・
高校生がワンガヌイに滞在し、ホームステイや学校の授業
体験を通して、国際人への小さな一歩を踏み出しています。

記念式典やジャパンフェアが開
催され、日本舞踊、和太鼓演奏、
吹奏楽演奏が披露されました。
メインストリートでも演奏が行
われ、市民の方々との交流を深
めました。

故ポインター元ワンガヌイ市長
と市民訪問団一行が、わくわく
祭りの踊りパレードに参加。元
気一杯、町民の皆さんと長泉の
夏を楽しみました。

※故中村友信前会長の寄付によって設立された奨学金制度

ニュージーランド
ワンガヌイ市

姉妹都市提携10周年
記念事業（ワンガヌイ市）
姉妹都市提携10周年
記念事業（ワンガヌイ市）

ワンガヌイ交流センターワンガヌイ交流センター

ワンガヌイ市長一行が
わくわく祭りに参加
ワンガヌイ市長一行が
わくわく祭りに参加

ニュージーランド 語学研修支援事業ニュージーランド 語学研修支援事業

姉妹都市提携調印式姉妹都市提携調印式

1991 年のオープンから 23 年に渡り、ワンガヌイ市民
と長泉町民の交流の拠点として活躍しました。10 組の
日本人所長が管理を行ってきました。（2015年に閉館）

1991 年のオープンから 23 年に渡り、ワンガヌイ市民
と長泉町民の交流の拠点として活躍しました。10 組の
日本人所長が管理を行ってきました。（2014年に閉館）

長泉町とワンガヌイ市双方で執り行われました。長泉町とワンガヌイ市双方で執り行われました。 1990年から2010年まで、長泉町はワンガヌイ市から
16 名の ALT を招致してきました。町内小中学校の授
業の合間に、児童英会話講座など、協会主催のイベン
トにも参加をお願いしました。（現在は派遣会社へ依頼）

1990年から2010年まで、長泉町はワンガヌイ市から
16 名の ALT を招致してきました。町内小中学校の授
業の合間に、児童英会話講座など、協会主催のイベン
トにも参加をお願いしました。（現在は派遣会社へ依頼）

ALT（英語補助教員）とのふれあいALT（英語補助教員）とのふれあい

※中村奨学金制度による短期留学生が来町※中村奨学金制度による短期留学生が来町
長泉幼稚園で園児達の歓迎を受けるワンガヌイの
生徒達。
1997 年から 10 年間に渡り、49 名のワンガヌイの
高校生がホームステイをしながら、授業体験や
交流イベントに参加しました。

長泉幼稚園で園児達の歓迎を受けるワンガヌイの
生徒達。
1997 年から 10 年間に渡り、49 名のワンガヌイの
高校生がホームステイをしながら、授業体験や
交流イベントに参加しました。

協会員のお二人が卓球に参加。スポーツを通して現地
の参加者と友好の絆を深めました。

協会発足時から年に 2回、フレンドリーなネイティブ
の先生を迎えて開催しています。
（来年度は通年で開催予定）

協会員のお二人が卓球に参加。スポーツを通して現地
の参加者と友好の絆を深めました。

ニュージーランド・マスターズゲームに参加ニュージーランド・マスターズゲームに参加
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る友好の発展を誓いました。
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ピッツバーグ、名前だけは知っている方も多いのではないでしょうか。私も社会科

の授業で、鉄鋼業が盛んと習った記憶があります。その鉄鋼業もすたれ、あわや財
政破たん寸前までいったようですが、その後、学術・医療・ＩＴ産業で著しい復活
を遂げました。Google は 2006 年に、たった数人でピッツバーグにオフィスを開設。
それが今では 150 人を超える人々が働いています。ＩＴ産業の分野での発展が益々
見込まれている、そんな進化著しい都市ですが、街の歴史はアメリカの中でも古く、
建物などはヨーロッパの雰囲気が漂います。学園都市としても名高く、カーネギーメ
ロン大学やピッツバーグ大学など多数の大学があり、世界各国から留学生、研究者
が集まっています。
渡米前に調べた結果、街の様子には既に好印象を持っていたのですが、不安な

のは言葉の壁、そして何より人間関係でした。英語も高校レベルで止まっていた私は、
まず住んでいるアパートのドアマンと会話する事にしました。慣れてきたら、お店の
店員さんと挨拶以外の何か一言。そんな地道な練習と並行して『International 
Women’s Association of Pittsburgh（ピッツバーグ国際女性協会）』通称『IWAP（ア
イワップ）』に渡米後約１週間に入会しました。定例集会が週に一回あり、その他英
会話教室や料理教室も開催しています。活動を通じて言葉にも慣れ、アメリカ人・
日本人・フランス人、インド人、コロンビア人、ブラジル人、韓国人他、多くの方々
と知り合う事も出来、今でも交流が続いています。そしてもう一つ、外せないのがト
ルコ人協会の方 と々の出会いです。初日に乗ったタクシーが偶然行きも帰りも同じト
ルコ人運転手で、夫と早速意気投合。彼のおかげで、多くのトルコ人の方々、協会
主催のイベントに集まったアメリカ人の方 と々知り合う事が出来ました。
ピッツバーグの街が、アメリカだけに留まらない、多国籍文化を知るきっかけをも

たらしてくれた事に感謝しています。　　　　　　　　　　　　　　 （岩本　京子）

アメリカ合衆国

ペンシルベニア州
ピッツバーグ
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～ 開かれた街で異文化コミュニケーション ～
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街中がカラフルな花々で彩られる 2月のニュージーランド。
ワンガヌイのメインストリートも華やかです。 マスターズゲームでもマラソンやウオーキングは人気の種目。

皆さん楽しく汗をかいています。

静かな森林公園の池のほとりに佇む、南半球で唯一の茶室。
長泉町から寄贈されました。

部屋からの眺め。町並みはヨーロッパを彷彿とさせます。

ダウンタウンの様子

ＩＷＡＰの友人達と。（前列右側）

姉妹都市交流 30周年！ワンガヌイへ行こう！姉妹都市交流 30周年！ワンガヌイへ行こう！
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