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平 成 ２ ２ 年 度 事 業 報 告 

千葉県とウィスコンシン州の相互理解と友好親善を深めるため、平成２２年度は次の 
事業を実施しました。 

 
１ 会 議 
（１）理事会 

理事会を次のとおり開催しました。 
    ・日 時：平成２２年５月２０日（木）１９：００～２０：３０ 
    ・会 場：京成ホテルミラマーレ ８階「カトレア」  
        （千葉市中央区） 

  ・出席者：１１名 
 

（２）総会 
 総会を次のとおり開催しました。 
  ・日 時：平成２２年５月２９日（土）１１：００～１１：４５ 

      ・会 場：ホテルポートプラザちば ２階「パール」 
         （千葉市稲毛区） 

  ・出席者：３０名（委任状提出者１４５名） 
 

（３）運営委員会  
 協会組織の運営、各種交流事業の企画・運営等を中心になって行うため、運営委員 
会を次のとおり開催しました。 

 
回数 
開催日 会  場 出席 

委員数 主な協議事項 

第１回 

4/10（土） 

美浜保健福

祉センター 
２１名 

 

・平成２２年度理事会・総会の開催 
・平成２２年度理事会・総会の議案 
・平成２２年度所属部会・役職の決定  
・姉妹交流２０周年記念交流会 

第２回 

5/８（土） 

千葉県国際

交流センタ

ー 

１９名 ・平成２２年度理事会・総会の開催 
・姉妹交流２０周年記念交流会 
 

第３回 

6/1２（土） 

  〃 １３名 ・平成２２年度理事会・総会・交流会の報告 
・友好使節団の派遣 
・CWA NEWS 第 18 号 
・バスツアー 

第４回 

7/1０（土） 

  〃 １３名 ・友好使節団の派遣 
  知事表敬・結団式（８月２６日） 
・ホームページ 
・BBQ に代わる交流事業 
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第５回 

8/７（土） 

千葉県国際

交流センタ

ー研修室  

１１名 ・友好使節団の派遣 
友好使節団知事表敬（11：10～11：30） 
結団式（13：00～14：00） 

・グローバルフェスタ Chiba 参加 
・CWA NEWS 第 19 号 
・太巻き寿司講習会（12 月 18 日） 
 小学生レベルの交流 

第６回 

9/1１（土） 

１２名 ・友好使節団の派遣 
・千葉国体ブース出展（9 月 25 日） 
・CWA NEWS 第 19 号 
・太巻き寿司講習会 
・小学生レベル交流 
・バスツアー（2 月 26 日） 

第７回 

10/９（土） 

    〃 １３名 ・友好使節団派遣報告 
・千葉国体ブース出展報告 
・CWA NEWS 第 19 号  
・太巻き寿司講習会 

第８回 

11/13（土） 

  ″ １４名 ・友好使節団派遣報告書 
・来年度受け入れ・次回派遣先 
・グローバルフェスタ Chiba 出展 
・太巻き寿司講習会・バスツアー 

第９回 

12/1１（土） 

  〃 １２名 ・友好使節団報告書・来年度受け入れ 
・CWA NEWS 第 20 号・ホームページ 
・太巻き寿司講習会・バスツアー 

第１０回 

1/15（土） 

  〃 １４名 ・友好使節団報告書・来年度受け入れ 
・ホームページ 
・グローバルフェスタ Chiba 出展 
・太巻き寿司講習会報告・バスツアー 
・小学生レベルの交流 

第１１回 

2/19（土） 

  〃 １４名 ・来年度受け入れ（9 月 24 日～10 月１日） 
・グローバルフェスタ Chiba 出展結果 
・バスツアー 
・理事会（5 月 16 日）・総会（６月 4 日） 
・交流会（総会後） 
・プレゼンテーション（ウィスコンシンについて））

・平成２３年度事業計画・予算（案） 
第１２回 

3/５（土） 

  〃 １４名 ・平成２２年度事業報告及び決算 
・平成２３年度事業計画及び予算（案） 
・ホームページ更新・CWA NEWS 第 20 号 
・バスツアー報告 
・平成２３年度運営委員 
・理事会・総会 
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２ ウィスコンシン州との交流事業の企画・運営 
  千葉県友好使節団のウィスコンシン州への派遣 
  平成２２年９月１７日（金）から２５日（土）までの９日間の日程で、千葉県友好 
使節団（２０名）の派遣を実施しました。１９日には、姉妹交流２０周年記念パーティ 
に出席すると共に、キッコーマンフーズ社のウィスコンシン工場を訪問し、パフォーマ 
ンスを披露しました。各グループの活動内容は次のとおりです。 
① 文化・芸術 

今回は、姉妹校流２０周年に当たり、交流の橋渡しをされた茂木会長が代表をされ

ているキッコーマンの故郷野田から、民族芸能の獅子舞をバッパカ獅子舞保存会と

中里喜楽会の２グループが連携して公演を行いました。訪問先としては、小中学校、

高校や公民館などで、どこに行っても拍手喝さいやスタンディングオベーションが

起こりました。 
② バイオマス 

バイオマスグループは、ウィスコンシン州政府のエネルギー関係部局や企業、自

治体、研究機関におけるバイオマス利活用状況について視察しました。特に、セ

ルロース系バイオマスからバイオエタノールを製造するための研究開発の進捗状

況を聞くと共に、下水汚泥の有効利用、ガス回収状況の視察、乳牛の排泄物から

ガス回収を大規模に行っている牧場、太陽光や風力エネルギーの利用を諮る製品

の製造・販売を行っている企業も視察しました。 
③ 女性のつばさ 

女性のつばさグループは、地域社会で教育・医療・介護等で活動している４名が参

加し、ホスピスセンター、チルドレンセンター、ギルダー図クラブ等々の施設を視

察研修しました。また、マディソン、ミルウォーキーでは、かつて千葉県に女性の

つばさとして来られた方々との再会を果たし、旧交を温めました。 
  各グループとも、ホームステイや交流パーティ等を通じて相互に交流を深めました。 
 また、派遣終了後には、本事業についての報告書を作成しました。   
   
３ 会員等交流事業の開催 

ウィスコンシン州の理解を深めるとともに、会員等の親睦と研修を目的として、次の

とおり開催しました。 
 

（１）姉妹交流２０周年記念交流会 
・日時：平成２２年５月２９日（日）１２：００～１４：００ 
・会場：ホテルポートプラザちば「ロイヤルⅠ」 
・出席者数：６８名 
・内容： 

・ウィスコンシン千葉委員会のバーバラ委員長からのメッセージを同委員会の

宮崎貴美子さんが紹介 
・民謡公演（浅沼明夫様、宮野祥子様、宮野靖様） 
・講演（キッコーマン初代ウィスコンシン工場長・鹿島春海様） 
・からくり人形公演（伊東万里子様、里見香華様） 
・枝豆体操（つばさの会） 
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（２）太巻き寿司講習会 

・日時：平成２２年１２月１９日（土） 
・場所：幕張ベイタウン「コア」  
・参加者：非会員・外国人も含めて２０名 
・内容： 千葉伝統料理研究会による太巻き寿司講習会 

（３）バスツアー「早春のフラワーライン・南房総を行く」 
    ・日時：２月２６日（土） 
    ・場所：南房総 
    ・参加者数：４６名 
（４）小学生レベル交流 

・１月 17日に千葉市立西小中台小学校３年生書初めがCountry View Elementary 
School(Verona 市) に送られました。 
2 月４日の学校行事「アジアの祭り」で書初めが展示されました。 

・Country View Elementary School の３年生から今回の東日本大震災へのお見舞

い状が送られて来ました。 
 
４ 千葉ウィスコンシン協会（CWA＊）の活動及びウィスコンシン州に関する広報事業 
   千葉ウィスコンシン協会の活動及びウィスコンシン州に関する情報の提供を目的とし 
て、会報の発行（年３回）やホームページの運営などを行いました。 

（１）CWA NEWS の発行 
    ・第１８号  平成２２年７月１５日 ５００部発行 

（特集「姉妹交流２０年の歩み」）   
    ・第１９号  平成２２年１１月２５日 ５００部発行 

（友好使節団派遣、特集・交流２０周年の歩み、国体・中西部会等） 
    ・第２０号  平成２３年３月２５日 ５００部発行 
          （ウィスコンシンの魅力、交流 20 周年の歩み、太巻き寿司講習会・

バスツアー報告等） 
 
（２）CWA ホームページによる各種情報提供 
   CWA ホームページにより、ウィスコンシン州や当協会の活動等に関する各種情報を 

提供しました。Homepage： http://www.chiba-wisconsin.jp/ 
＊CWA：千葉ウィスコンシン協会の英語名（Chiba-Wisconsin Association）の略称 
 

（３）その他 
①平成 22 年５月 26 日（水）に開催された ALT 研修会において、CWA の活動状況等

について紹介しました。 
②平成 22 年 9 月 25 日（土）、第 65 回国民体育大会の総合開会式において、おもてな

しゾーンのブースに出展し、CWA や県内各地での活動状況について、パネル展示等

により、県内外からの来場者に対して紹介しました。 
③平成 23 年 2 月 6 日（日）に千葉大学のけやき会館で開催された「グローバルフェ

スタ Chiba」に出展し、ウィスコンシン州に関する情報や CWA の活動状況などを

パネル展示等によって紹介しました。 


