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No

①

月/日

6/28
SAT

内

容

時

間

関西空港 到着
入国審査

6:30

関西空港 発

7:30

高砂 着

10:00

歓迎会

11:00

場

所

備

考

関西空港

貸切バスにて高砂市役所へ
高砂市役所
南庁舎

歓迎会後、ホストファ 12:30
ミリーと自由

各ホストファミリー宅へ
※大人は姫路等観光
（6/28～7/1 日ホームステイ）
引率スタッフはホテル宿泊

②

③

6/29
SUN

6/30
MON

7/1

④ ⑥TUE

⑤

7/2
WED

ホストファミリーと
自由行動

終日

※大人は神戸観光

文化体験
琴・和太鼓

9:00

南庁舎

昼食作り体験

11:30

中央公民館

リハーサル

16:00

文化会館

解散

18:00

市役所見学

9:00

市役所

高砂小学校見学

10:00

高砂小学校

市制 60 周年記念式典

14:30

文化会館

コンサート

16:30

解散

18:30

送別会

10:00

高砂出発

12:00

巻き寿司・ちらし寿司

手作り体験

市役所内、議場見学
授業見学

姉妹都市フレンドシップコンサート

高砂市役所
南庁舎
※京都へ出発
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Francios Theron

Leon Raymond

フランソワ セロン
18 歳
担当：ドラム

レオン レイモンド
17 歳
担当：ピアノ

Tearna Schumann

Kristen Jenkinson

ティアナ シューマン
16 歳
担当：トランペット

クリステン

Liam Tullet

Terese Davey

リアム タレット
16 歳
担当：トランペット

テレス デイヴィ
17 歳
担当：サックス

ジェンキンソン

17 歳
担当：クラリネット

Brandon Bugeja

Kaitlin Pooley

ブレンダン ブジェア
17 歳
担当：ベース・ギター

ケイトリン プーリー
13 歳
担当：クラリネット

Lori Thompson

Zara-Louise Ernst

ロリ トンプソン
18 歳
担当：ヴォーカル・ホルン

ザラ
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ルイーズ

14 歳
担当：フルート

アーンスト

Korey Kavadias

Constantinos Kavadias

コーリー

コンスタンティノス
ィアス

カヴァディアス

17 歳
担当：フルート

カヴァデ

17 歳
担当：チューバ

Zekinthia Halge

Lauren Grigoleit

ゼキンシア ハルジェ
13 歳
担当：フルート

ローレン グリゴレ
19 歳
担当：フルート

Rebecca O’Connor

William Haverkort

レベッカ オコナー
18 歳
担当：ヴォーカル・
クラリネット

ウィリアム

ハヴァーコート

20 歳
担当：トランペット

Joseph Bonnici

Alex Wilson

ジョセフ ボニッチ
バンドディレクター

アレックス ウィルソン
バンドマネージャー

Daniel Van Der Werrf
ダニエル
ワーフ

ヴァン

デル

バンドメンバー
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6/28（Sat） Day 1

高砂に到着、長旅お疲れ様でした。。。
これから 5 日間、楽しんでくださいね！

関西国際空港に到着

Welcome to Takasago

高砂市長、副市長、議長、教育長と
高砂市国際交流会 役員の皆さん

ミュージック・エクスチェンジ・アンサンブル
メンバーの挨拶

ホストファミリーと対面

集合写真撮影
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6/29（Sun） Day 2

ホストファミリーと 1 日自由に過ごしました。
どんな体験をしたのでしょうか？

サムライと！？

お寺で鐘つきをしました。

みんなで BBQ

姫路城で忍者と！？

これはトリックアートです。

姫路で偶然出会ったそうです。

うまく書けましたか？
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6/30（Mon） Day 3

今日のメインは文化体験です。日本の伝統を感じてくだ
さいね♪

やー！！

▲文化体験：和太鼓（上段）、琴（下段）

▲昼食：巻き寿司手作り体験の様子

▲リハーサルの様子
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7/1（Tue） Day 4 ①

今日は午前中に市役所見学に小学校訪問、そして午後からは今
回の来日のメイン、市制 60 周年記念式典への参加です。がん
ばりましょう！

▲左：生嶋議員とバンドディレクター、中央：議員席のメンバー、右：市役所見学

▲高砂小学校訪問。一緒に遊んだり勉強したりしました。

▲左：ランチ（天ぷら）、中央：直前リハーサル、右：高砂高校ジャズバンド部と

コンサートの打上げの様子
合唱団の皆さん、高砂高校の
皆さん、ありがとうございま
した。
コンサートの様子は次のペー
ジで紹介します！
7

7/1（Tue） Day 4 ②

高砂市制施行 60 周年記念式典
第 1 部（式典） & 第 2 部（コンサート）の様子です♪

▲ラトローブ市長、シャロン・ギブソン氏
よりお祝いのメッセージをいただきました。

▲式典第１部の様子

♪佐々木すぐる生誕 120 周年記念混声合唱団と高砂青い鳥児童合唱団

♪高砂高校ジャズバンド部

ビッグフレンドリージャズオーケストラ

♪ラトローブ・ミュージック・エクスチェンジ・アンサンブル

♪ジョイント演奏
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♪幕間演奏

1

♪幕間演奏

2

♪幕間演奏

3

7/2（Wed） Day 5

5 日間の高砂滞在はあっという間でしたね…楽しんでくれた
でしょうか？送別会には平日にも関わらずたくさんの人が来
てくれ、別れを惜しんでいました。

▲送別会では、みんなにひとこと挨拶をしてもらいました。また、プレゼントもいただきました。

▲ホストファミリーと一緒に最後の時間を過ごしました。

▲今度はラトローブで会いましょう！！
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平成 26 年度 海外姉妹都市交流受入事業 アンケート結果
～ラトローブ ミュージックエクスチェンジアンサンブル～
回答：17 名

1．あなたのホストファミリーはいかがでしたか？
とてもあたたかく、親切に迎えてくれた。/寛大に接してくれた。/素晴らしいホストファミリーだ
った。滞在中は笑いが絶えなかった。/すべてが驚きだった。とても優しくて楽しい家族だった。/
とてもフレンドリーでいい人たちだった。/素晴らしかった。とても優しくて、一生懸命喜ばせよう
としてくれていた。/私のホストファミリー（あきよさん、ひできさん、しょうくん）は本当にいい
家族だった。素晴らしい時間を過ごすことができたし、快適に過ごせるよう、とても努力してくれ
たことにとても感謝しています。/とてもフレンドリーで、日本の生活や文化をたくさん教えてくれ
た。素晴らしい経験だった。/はじめからとても歓迎してくれた。終始とても幸せな時間を過ごすこ
とができた。/パーフェクトなホストファミリーだった。

2．ホストファミリーとはどのようにコミュニケーションをとっていましたか？
ほとんど英語で…10

少し英語を使って…7

ほとんど英語を使わずに…0

3．お風呂やトイレは問題なく使えましたか？
はい…16

いいえ…1（シャワーの使い方がわからなかった。
）

4．ホームステイ中に食べた物で一番好きなものは何ですか？
あげそば・たこやき・バナナとほうれん草のパンケーキ・いろいろな材料が入っていて、生卵につ
けて食べるもの（おそらくすきやきのことだと思います。）/天ぷら/お米/しゃぶしゃぶ/なべ、日本
の BBQ は楽しかった！

5．全く食べられない物はありましたか？
はい…7

いいえ…10（例：生の魚・いか・肉（ベジタリアンなので）/たこ/寿司）

6．ホストファミリーに何かお土産を持って行きましたか？どのような物を持って行きまし
たか？
はい…17（例：おもちゃ、オーストラリアグッズ、Milo（飲み物）
、ベジマイト、本、マグカップ、
ブーメラン、ペン、帽子、コースター、缶ホルダー、旗、キーリング、マグネット、チ
ョコレート、料理の本）
いいえ…0

7．機会があればまたホームステイをしたいですか？
はい…17

いいえ…0
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8．事前にホストファミリーとメールなどで連絡を取っていましたか？
はい…17

いいえ…0

9．6/28、29 はホストファミリーとどのように過ごしましたか？
28 日は家でのんびり、29 日は地域での歓迎会/大人数でのランチパーティ/姫路城/日本庭園/動物
園/書道体験/ボーリング/お好み焼きを食べた。/神戸/スーパー銭湯/（ホストファミリーの）祖父
母の家/考古博物館で勾玉、組紐作り/プリクラ/百均/回転寿司/たこ焼き/花火/家で BBQ/書道、浴
衣体験（フォトスタジオ）アイスクリーム屋さん/ラトローブの話を聞く/町内散歩/神社で輪抜け/
家でウェルカムパーティ/ポストカードを作って実家に記念切手を貼って郵送/アスパで買物/ゲー
ムセンター/書写山/カラオケ/自宅で子供とゲーム/他のホストファミリー一家と夕食/和菓子作り
体験/あかねの湯

10．ホームステイ中になにかトラブルはありましたか？
言葉の壁以外は特に不自由はなかった/コミュニケーションをとるのが難しかったけど、すぐに克服
できた。

11．オーストラリアと日本の間で何か違いを感じましたか？
小さな家、たくさんの自然、親切な人々/伝統は大きく違ったけれど、人々や家族はとても似ている
と感じた。/食べ物や文化が全然違う。/トイレやシャワーといった小さなことを含めた全てのこと
に対して違うと感じた。日本の文化はオーストラリアとは全然違っていた。/どこの子供もみんな同
じ!!/家族をとても大切にしていること、それに日本人はとても寛大だと思う。

12．また高砂に来てホストファミリーに会いたいですか？
はい…17

いいえ…0
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平成 26 年度 海外姉妹都市交流受入事業
アンケート結果～ホストファミリー～
回答：14 家庭

1．ホストファミリーとしての受入はいかがでしたか？
思ったよりもうまくいった…13
思ったよりも大変だった…1 （理由：送迎が負担だった。
）

2．どのようにコミュニケーションをとっていましたか？
ほとんど英語で…10

少し英語を使って…3

ほとんど英語を使わずに…1

3．お風呂やトイレは問題なく使えましたか？
はい…14

いいえ…0

4．ホームステイ中に食べた物で一番好きなものは何ですか？
あげそば・たこやき・バナナとほうれん草のパンケーキ・いろいろな材料が入っていて、生卵につ
けて食べるもの（おそらくすきやきのことだと思います。）/天ぷら/お米/しゃぶしゃぶ/なべ、日本
の BBQ は楽しかった！

5．全く食べられなかったものはありましたか？
はい…5
いいえ…9（例：海苔、ハム、ドレッシング類、豆腐、みそ汁、たこ焼き（たこ）、生もの（お刺身
等）は苦手だったかも、ベジタリアンの方は肉・魚がすべてダメで、料理のトッピング
で少しあったもの等除去しても（だしが出ているからか）ダメだった。）

6．食事で喜ばれたのは、どんなメニューですか？
たこやき、ケーキ、みそ汁、焼鳥、ちらし寿司、ベーコン、ポテト、ファンタ、ミルフィーユかつ、
トマトのスライス、ファミレスの大きなかき氷、グミ、鯛の塩焼き、ホットケーキ、からあげ、ハ
ンバーグ、サラダ、フルーツ、ポテトフライ、ピザ、鶏鍋（〆のラーメンがおいしかったそう）
、お
にぎりを一緒に作った、カレー、くしかつ、パンケーキ、肉じゃが、さしみ、きゅうりの酢の物、
ラーメン、サンドウィッチ、チキン、パスタ、グラタン、流しそうめん、天ぷら、しゃぶしゃぶ、
ベーコン（洋風モーニング）
、おむすび、やきそば、枝豆、鍋のあとのラーメン、ミートスパゲッテ
ィ、揚げ物（コロッケなど）
、そうめん、切干大根

7．お土産、またはプレゼントとして何か渡したものはありますか？
家族分の小物、手作りの髪飾り、滞在中の思い出アルバム、浴衣セット、演奏会の DVD、文房具、
高砂染めの手拭い、風鈴、のれん、フリクションボールペン、箸、和柄のポーチ・アクセサリーな
どの小物、楽器のミニチュア、扇子、手拭いなど、ステテコ、おやつ、ふろしき、かみかざり、消
えるボールペン、甚平、折り鶴、桜便箋、こけし型の折りたたみ傘、スティッチのカバーのアイス
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ノン、ブーメラン、T シャツ、ペン、ぬいぐるみ、化粧品、本、チョコ、メモ、料理のレシピ、
けん玉、ジブリのグッズ、ファッション雑誌、家紋が入った折りたたみ傘、日本の缶ビール（家族
宛に）
、サンダル

8．事前にメールなどで連絡を取っていましたか？
はい…14

いいえ…0

9．ホームステイ中になにかトラブルはありましたか？
・トイレに行く回数が少なく、気になった。また、オーストラリアの母親からの電話にとまどい、
あわてた。
（早い英語だったので）
・思ったよりも 1 対１になることが多く、同年代の子と話す機会が少なくなってしまった。他のホ
ストファミリーと少し事前に相談しておけばよかった。
・もっと英語力があれば、と思ったが、それ以外は困らなかった。
・息子が歯磨きをしようと洗面所に入った時に着替え中だったので迷惑をかけてしまった。
・英語が得意でないので、伝えたいけど伝えれない、そして彼らが話してくれることが聞き取れず、
理解できないことが申し訳なかった。

10．「文化の違い」または「文化は違うけれど同じ」と感じたことはありますか？
・とても礼儀正しかったし、日本の文化を心から楽しんでくれたように思う。お箸も上手に使えま
すし、金魚すくいも上手だし、日本語で説明されても１回で理解していたので同年代の日本人より
日本人らしかった、
”カン”のよさは万国共通だと思った。
・同じところで笑ったり、びっくりしたり、特に演奏によって心がひとつになった時はすごく涙が
出ました。
・英語ができなくても、誠意をもって接すれば気持ちは伝わるということ。
・神社での礼拝に戸惑っていたこと
・女の子（娘とほぼ同年代）でしたので、特別扱いせずにすごしました。
・リビングで彼が座っていた後ろに靴下が脱ぎ捨ててあり、ご主人も全く同じことをしていた。
（国
は違っても）同じだと感じた。
・映画やカラオケは一緒に楽しめた。
・食事に関しては嗜好の違いを感じた。日本の味よりも慣れた洋食を好んでいたよう。でも、カラ
オケや花火をした時などは言葉が通じなくても一緒に盛り上がり、心の距離がぐっと縮まった。音
楽は国境を超えると感じた。
・数日のファミリーですが、家族として過ごす楽しい時間は同じだと感じた。中高生らしい行動な
どは同じだと思った。食生活の違いはあると思った。
・初日に土足で上がろうとしたこと。
・人間性
・最初は見るもの、味わうものに"Just different"と言っていた彼女が different と言わなくなって
きて、いろんなことを受け入れて楽しんでいるようだった。自ら異文化体験に来ていても、初めは
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緊張するのは同じなので、気持ちを伝え合うことが分かり合えることだと、改めて実感した。
・こちらが何かをするとよく「ありがとう」と言ってくれました。その子の性格もあるかもしれま
せんが…日本の子どもたちがおもしろいと感じるもの、
「Wll U」は喜んでくれていました。
・温泉（銭湯）で下着を脱ぐことにすごく抵抗があったよう。
・彼らに目一杯甘えている息子を見ていると息子にとって彼らから与えてもらった愛情には、言葉
や文化、肌の色、年齢などなんら違いはないのだな、と思いました。

11．ホストファミリーになってよかったと思うことはありましたか？
・良かったと思うことばかり。3 回目の受入だったが、毎回相手が違う分、感動もそれぞれで本当
に良かった。子供も 11 歳、受け入れた子も 14 歳と、年が近かったこともあり、子供の交流を
見守っていて、子供から伝わる喜びや感動は今までにないことだった。とてもいいタイミングで、
いい体験ができた。
・異文化に触れ、子供はもちろん家族にとっても良い刺激となった。テスト期間中だったが、日常
では学べない、とても良い経験ができた。娘の将来に役立つと思った。
・もう 1 人の家族ができたこと
・子供たちが外国の人と心から仲良くできることを体験できたこと。受け入れた子が、世界の懐の
深さを少しでも実感してもらえたように思えたこと。
・ラトローブに行く楽しみが増えた。
・男の子だったのでどんな感じか不安だったが、とてもやさしく、自分の息子も大きくなったらこ
んな風に成長してほしいな、と思った。子供が今まで以上に英語に興味を持ってくれた。
・家族が増えたみたいで楽しかった。
・沢山あった。人の幸せや喜ぶ姿を見るために働くということが、どれだけ自分も幸せになれる事
かということを実感しました。また、同じ思いを持ったホストファミリーの皆さんは素敵な方ば
かりで、ご縁をいただき、嬉しく思う。
・娘がいないので、女の子のママになれたようで嬉しかった。前回の男の子 2 人とも Facebook で
つながっているし、今年度中にホームステイさせていただく予定。新しい出会いがたくさんあり、
本当にホストファミリーになってよかったと思う。ホストファミリー同士も知り合えて良かった。
・Facebook で友達になれて、これからの交流も楽しみです。
・たくさんあるが、
「また必ず帰ってくる」と喜ばれたこと。
・よかったと思うことばかり、心が通じ合う感動を一つ一つの出来事を通して体験することができ
たことが一番。特に息子や娘にとって大切なものになったと思います。
・小学生の子供達もよくうちとけて楽しく過ごしていました。日本語のみの子供達のコミュニケー
ションだけでも、何となく通じるものはあるのだと思いました。中高生の子供達には、良い勉強
になったと思います。子供達にいいプレゼント（思い出）ができたと思いました。
・息子を本当にかわいがってくれて、息子も彼らが本当の家族のように思っているので、こんな機
会はなかなか体験出来ることじゃないと思いました。本当にすてきな日々でした。
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12．機会があればラトローブ市に行きたい、または子供さんに行ってほしいと思います
か？
はい…14
いいえ…0
・娘に行って欲しい
・子供は英語を頑張る目標ができた。
・ずっと交流を続けたいと思う。息子が高校生くらいになった時にうまくタイミングが合えば行か
せたい。また、国際交流協会の企画でそういうのがあれば参加したい。
・たくさんの知り合いができたので、訪問時が楽しみ
・子供と一緒に彼らの育った街に行ってみたい。
・機会を自ら作ってでも行きたいし、子供も送り出したい。
・子供達が、今回ホームステイしてくれた子に会いたいと言っている。
・ぜひ行きたいし、子供にも行って欲しい。

13．このような機会があれば、またホームステイを希望しますか？
はい…12
いいえ…1 （別れる際の辛さが想像以上だった。彼女との出会いがとてもいいものだったので。）
どちらとも言えない…1
（他のホストファミリーを見ていると、家族が多い家庭の方が子供たちは楽しかったかな、と思っ
た。次回は大人の方なら頑張って受入したいと思う。）

14．今後、ホストファミリーになられる方へのアドバイスなどがありましたら、お書きく
ださい。
・英語が話せるかどうかより、会話はリズムと勢いだと思う。きちんと話せたら片手間の会話も出
来るだろうが、話せないから目を見て伝えよう、知ろうとするし、身振り手振りで全身で伝える
ことに全力を尽くすことができた。結果、言葉よりも心が先に通じ合えた気がする。自分の子供
と同じように、お客様扱いしないことが大切だと思った。
・食べ物に少し困ったら、ファミレスがおすすめ。好みがよくわかる。１日目は旅の疲れもあるの
で、少ないイベントにしてあげると少しリラックスされると思う。次に中国に行くとのことだっ
たので、本人と相談の上、浴衣などの重いものは郵送した。
・日本文化を押し付けないこと、例えば日本食。
「何でも食べる」というのを鵜呑みにしない。
・家族の一員として振舞うことで、ステイしている方も心を開くようになると思います。
・あまり神経質にならずに、がんばりすぎないこと。英語はできないよりできたほうがいいけれど、
お互いわからないのを分かり合う努力も必要だと思う。
・何がしたい？何が食べたい？と聞くのは難しい質問だな、と気づいた。何でもトライしたい人で
あれば内容を説明し、トライするのが一番だな、とお互い思った。
・お客さん扱いしないで、家族として接すると心を開いてくれると思う。
・食の好みは個人差が大きく、外国人に人気の日本色メニューも保守的な人と挑戦している人とい
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た。英語に自身のない方は 2 人以上受け入れるか、他のホストファミリーと一緒に過ごすと、子
供たちも退屈させず、楽しい時間を過ごせると思いました。
・姫路城の英語のガイドさんは本当にすごい。歴史の詳しいところすべて英語で教えてくれる。
・楽しい、いい思い出になります。
・まず、楽しむこと。
・日本料理やお箸を使うのも初めてという人も多いので、受け入れる側もオプションを用意して相
手に無理のないペースで日本を感じてもらえるようにできればと思う。
・少しの英語と、パソコンの翻訳を使ってのコミュニケーションでした。市の方から頂いたフレー
ズ集が大変役に立ちました。
・心配事などあったとしても、国際交流協会のスタッフの方や、他のホストファミリーの方に何で
も相談すると心強いですよ。
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ホストファミリーへのメッセージ
Thank you for the wonderful hospitality and your
amazing kindness.
寛大な心と素敵なおもてなしをありがとうございました。

フランソワ

To the Takasago Family, thank you so much for
your amazing hospitality.
高砂の家族のみなさんへ、素晴らしいおもてなしをして
くれて本当にありがとうございました。

レオン

Thank you Akiyo, Hideki and Sho for the wonderful experience. I
really enjoyed it. I hope I can come back to Takasago again soon. I
will miss you very much, thank you for the wonderful effort. Love
from Tearna. xox
Akiyo さん、Hideki さん、Sho くん、素敵な経験をありがとうございまし
た。本当に楽しめました。またすぐにでも高砂に帰ってこれますように。と
ても寂しいです、本当にお世話になりました。愛をこめて。ティアナより。
ティアナ

Thank you for having my family, you will allways be a part of it. Love
Kisten :)
家族として受け入れてくれて本当にありがとうございました、あなた方はいつ
でも私の家族です。愛をこめて。クリステンより

クリステン

Thank you so much for welcoming me into your home, I am very
grateful.
あなたの家庭に受け入れてくれて本当にありがとうございました。とても
感謝しています

リアム

Thank you so so much for welcoming me and assisting, this
experience of a lifetime!
私を受け入れてくれ、人生の中でこのような経験をさせてくれて本当にあ
りがとうございました！
テレス

Thanks for having me and Will, I would love to see you again!
僕とウィル（ウィリアム）を受入れてくれてありがとう。またぜひ会いた
いです！
ブレンダン
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Excellent, very welcoming, kind tried very hard to make you happy.
Thank you!
とても歓迎してくれて、親切にしてもらいました。
（ファミリーを）喜ばせ
ようと頑張りました。ありがとうございました！

ケイトリン

Thank you for taking me in to stay with you, I had a great time and
loved meeting you. I hope to stay in contact and meet you again.
一緒に過ごしてくれてありがとうございました。とてもいい時間をすごせ
たし、お会い出来て本当によかったです。今後も連絡を取り続けたいし、
また会いたいです！
ロリ

Dear Aki and Uni, You were both sooo nice, you became
another aunty and uncle to me. You welcomed a complete
stranger into your house and treated her like another daughter
imedietly. I can’t put it into words the amount of thanks. I have
to say but thank you for opening up your house to me and I
can’t wait to see you again
Aki さん、Uni さん。二人はとっても優しくて、私にとって（日本で
の）おじさんとおばさんのようでした。私のような全く知らない人を、
すぐにもう一人の娘のように受入れてくれました。この感謝の気持ちは
言葉では言い表せませんが、私を受入れてくれて本当にありがとうござ
いました、そしてまた会える日を楽しみにしています

Dear Miu, You became my second sister and although our tine
together was short, I loved every second of it. The fireworks,
dancing, Marimba and everything else. I hope you practise hard
and someday, maybe you could done same thing as me and
come visit Australia I hope to see you soon. From your sister.
Miu さん、一緒に過ごした時間は短かったけど、あなたは私の二人目
のシスターです。花火やダンス、マリンバなど、どれも楽しかったです。
（マリンバを）一生懸命練習すれば、いつか私と一緒に演奏できますね、
そしてオーストラリアに来てください またすぐに会えたらいいで
すね。

I loved every second with you all and I hope to see you soon
and maybe you could come to Australia and meet my family.
Love. Zara
みなさんと一緒に過ごした全ての時間が楽しかったです。近いうちに
会えることを楽しみにしています。次はオーストラリアに来てくださ
い、私の家族を紹介します。愛をこめて。ザラより
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ザラ

I miss you, thank you so much for everything.
とても寂しいです、いろいろと本当にありがとうございました。
コンスタンティノス

I miss you very much! You were amazing and I can’t wait to return
and visit you.
とても寂しいです！あなたはとてもいい人でした。また日本に戻って来
て、みんなに会えるのを楽しみにしています！
コーリー

I can’t say thank you enough! I hope we meet again soon. I’m going
to learn some Japanese for you xoxo
この感謝の気持ちは言葉では言い表すことはできません！またすぐに再
会できることを願っています。日本語も勉強しようと思います
ローレン

Dear Yabushita Family, I am missing you with all of my heart. The
time we spent together was short, but very full. I miss your
kindness your food and you. I will tell you a joke,
“Knock Knock ,Who’s there, Europe, Europe who?
That’s very rude”
Lots of love from your newest sister.

ゼキンシア

藪下家のみなさん、心の底からみなさんを寂しく感じています。一緒に
過ごした時間は短かったけど、とても充実していました。あなた方の優
しさや食べ物、そしてみなさんが恋しいです。みなさんにジョークをひ
とつ教えますね。
“Knock Knock ,Who’s there, Europe, Europe who?
That’s very rude”
（※英語のジョークで、日本語にすることは難しかったのでそのまま記
載しております。
）
新しいシスターより、たくさんの愛をこめて。

I miss you already! Please come and visit Australia.
もうすでにみんなを寂しく思っています！ぜひオーストラリアに来て
ください。

レベッカ
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I’m going to miss you all. Thank you for your hospitality. I hope
to return one day. Please stay safe and happy!!
とても寂しいです。もてなしてくれて、本当にありがとうございまし
た。

ウィリアム

Thank you for great adventure and we look forward to keeping in
touch and seeing Yuhi grow up! Shushi zampai!!
素晴らしい冒険をさせてくれてありがとうございました。これからも連絡
を取っていきましょう、そして Yuhi くんの成長を楽しみにしています！
Shushi zampai!!
ダニエル

●注意●
メンバーのメッセージをそのまま掲載しております。
訳も意訳しておりますので、ご了承ください。

あとがき
今回の受入事業は、高砂市制 60 周年の節目ということで、記念式典に花を添えてもらう
ためたくさんのメンバーが来日いたしました。
たくさんの方々の協力をいただきまして、式典第 2 部のコンサートも成功させることがで
き、また、文化体験では日本の伝統楽器を演奏したり、巻き寿司を一緒に作ってみたりと、
日本でしかできない体験もできたのではないかと思っております。学校見学ということで市
内の小学校も見学させてもらうこともでき、メンバー達はとても楽しそうに小学校の児童と
交流していました。
児童だけでなく、高砂高校ジャズバンド部との合同演奏もとても感動しました。期末試験
前の大事な時期に時間をさいて出演してくださった高砂高校のみなさん、市内合唱団のみな
さんの歌声も素晴らしかったです。平日の夕方という忙しい時間にも関わらず、たくさんの
方にお越しいただけました。事務局としては嬉しい限りです。
今回ご協力いただいた全ての方々に、心より感謝申し上げます。特に高砂滞在中にメンバ
ーたちを受け入れてくださったホストファミリーの皆様、本当にありがとうございました。
彼らの一番の思い出は、おそらくホストファミリーの皆様と一緒に過ごした時間だと思いま
す。このことをきっかけに、両市がもっと交流を深めていくことができれば、と思います。
これからもラトローブ市との交流は続いていきます。距離は遠いですが、身近な交流を目
指して、私たち国際交流協会も皆様のお力を借りつつ、努力していきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
高砂市国際交流協会 事務局
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