
平成２８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２８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２８年５月３１日（火）１８：４５～２０：００ 

       ・会 場：ホテルポートプラザちば ３階「ポートルーム」  

            （千葉市中央区） 

       ・出席者：理事１１名（委任状提出理事９名）合計２０名 

監事２名 顧問１名 

（２）総会  総会を次のとおり開催しました。 

       ・日 時：平成２８年６月４日（土）１１：００～１１：２５ 

         ・会 場：ホテルプラザ菜の花 ４階「槇」 

            （千葉市中央区） 

       ・出席者：会員３５名 委任状提出者４１名 計７６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

会及び部会（派遣・受入事業、広報、会員等交流事業）を開催しました。 
   

開催日 会  場 
出 席 

委員数 
運営委員会の主な協議事項 

第１回 

4/9（土） 

千葉県 

国際交流

センター

研修室 

１４名 

 

 部会の編成について 

 平成 28年度度理事会・総会資料について 

 報告事項・参考資料について 

 各部会からの報告 

 友好使節団の次回派遣グループ、国際フェスタ

CHIBAへの出展、交流会ほか 

第２回 

5/14（土） 

 

〃 

１２名  理事会の最終確認について 

 総会の役割分担・議事進行表について 

 各部会からの報告 

会員交流会、友好使節団の次回派遣グループ、国際

フェスタCHIBAへの出展ほか 

第３回 

6/11（土） 

   

〃 

１３名  理事会の開催報告 

 次期リエゾンについて 

 各部会からの報告 

  会員交流会報告、新任 ALTの歓迎会、友好使節団受

入進捗状況報告、国際フェスタ CHIBA結果報告ほか 

第４回 

7/9（土） 

 

〃 

１３名 ・各部会からの報告  

新任 ALT 歓迎会、友好使節団受入進捗状況及び次

年度派遣団の構成、CWA NEWS 発行スケジュールほ

か 



第５回 

8/20（土） 

千葉県 

国際交流

センター

研修室  

１５名  各部会からの報告 

CWA NEWS(36 号、37 号)編集計画、 新任 ALT 歓迎

会、友好使節団受入進捗状況報告、CWA NEWS36 号

の内容ほか 

第６回 

9/10（土） 

 

〃 

 

１４名  各部会からの報告 

新任 ALT歓迎会報告、サンクスギビングパーティ、

友好使節団受入進捗状況、CWA NEWS36 号の内容ほ

か 

第７回 

10/8（土） 

プラザ菜

の花サー

クル室A 

 

９名  カーセージ大学からの交流申し入れ 

 各部会からの報告 

 サンクスギビングパーティ、友好使節団受入報告、

CWA NEWS(36号、37号)発行スケジュールほか 

第８回 

11/12（土） 

 

〃 

１１名  各部会からの報告 

サンクスギビングパーティについて、友好使節団

受入報告書について、CWA NEWS37 号の構成につい

てほか 

第９回 

12/10（土） 

千葉県 

国際交流

センター

研修室 

１２名 ・平成 29年度総会・理事会の日程について 

・各部会からの報告 

  サンクスギビングパーティ開催報告、友好使節団

派遣グループ、CWA NEWS発行スケジュールほか 

第 10回 

1/14（土） 

プラザ菜

の花サー

クル室A  

   

８名 ・平成 29年度総会・理事会の日程について 

・各部会からの報告 

各部会からの来年度計画、友好使節団受入報告書

について、CWA NEWS発行スケジュールほか 

第 11回 

2/11（土） 

千葉県 

国際交流

センター

研修室 

１２名 ・各部会からの報告 

来年度の派遣について、CWA NEWS37 号の発行、発

送作業について 

・平成 29年度理事会資料について 

第 12回 

3/11（土） 

 

〃 

１５名 ・各部会からの報告 

来年度の派遣について、来年度の年間広報計画、交

流会について 

・平成 29年度理事会資料について 

 

２ ウィスコンシン州との交流事業の企画・運営 

 

 （１）ウィスコンシン州友好使節団の受入 

    ウィスコンシン州友好使節団を千葉県に受け入れました。文化・芸術分野では、メ

キシカンダンスグループ 5 名とウィスコンシン千葉委員会（WCI*）2 名が、茂原市役

所や市内の小・中学校、長生高校などで交流及び公演活動、木更津市の拓大紅陵高校

においても公演活動を実施しました。教育分野では看護・教育関係者 2 名と WCI1 名

が（公財）千葉県看護協会ほか県内の看護師養成機関や病院などを視察しました。 

滞在期間中は、ホームステイや交流パーティを通じて交流を深めました。 

団員名簿、日程は参考のとおりです。 

 



・受入時期：平成２８年９月２４日（土）～１０月１日（土） 

・受入団員数：１０名（文化・芸術：７名、教育：３名） 

*WCI：ウィスコンシン千葉委員会の英語名（Wisconsin Chiba Inc.）の略称 

 

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）会員交流会＆Farewell Party 

○日時：平成２８年６月４日（土）１２：００～１４：００ 

○会場：ホテルプラザ菜の花３階「菜の花」 

    （千葉市中央区） 

○出席者数：５０名 

○内容： 

・小川鉄次運営委員が司会をつとめ、髙栁哲男常務理事の挨拶、続いて田邊政裕理事

の挨拶・発声で乾杯をし、食事をとりながらの交流会になりました。 

・平成２７年度に実施した会員交流の行事やウィスコンシン州友好使節団との交流に

ついて、映像を交えて紹介しました。 

・平成２８年７月で県立高校を離任する ALT３名の紹介を行い、ひとりひとりが作成

した日本の思い出のプレゼンテーションを鑑賞しながら別れを惜しみました。 

・平成２７年度に千葉県友好使節団としてウィスコンシン州へ派遣された茂原市「笛

の会音澄」のメンバーによる演奏も披露されました。 

・会場の一角では、寄附の物品などの物販を行い、売り上げは協会の活動費として寄

付いただきました。 

 

（２）新任 ALT歓迎会「折り紙体験と軽食で歓迎しよう」 

    運営委員会交流部会の阿部委員、三橋委員、山﨑委員、石井委員の指導のもと、折

り紙を体験しました。 

当初予定した三種類より難しいものにも挑戦し、さまざまな折り紙を楽しみました。

その後サンドイッチと果物をいただきながら歓談し、交流を深めました。 

・日 時：平成２８年９月４日(日) １１：００～１４：００ 

・場 所：千葉市生涯学習センター食文化研修室 

     （千葉市中央区） 

・参加者数：１９名 

 

（３）一緒に感謝祭！～サンクスギビング＆日本の実り ～  

    アメリカ人に親しみの深いサンクスギビングの料理と日本の秋の実りを、ALT の皆

さんと会員が一緒に調理して味わいました。 

・日 時：平成２８年１１月２６日（土）１０：３０～１４：００ 

・場 所：千葉市生涯学習センター食文化研修室 

     （千葉市中央区） 

・参加者数：２６名 

 

 



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（ニュースレター）の発行（年３回）やホームページの運営などを行いました。 

*CWA：千葉ウィスコンシン協会の英語名（Chiba-Wisconsin Association）の略称 
 

（１）CWA NEWSの発行 

・第 35号(6ページ) 平成２８年７月２８日発行 ５００部 

 ≪平成 28年度交流会≫ 

≪元 ALTからの現況報告≫ 

≪国際フェスタ CHIBAに出展≫ 

≪平成 28年度理事会≫ 

≪平成 28年度定期総会≫  

≪平成 28年度事業計画、収入・支出予算≫  

≪平成 28年度運営ボランティア≫ほか 

・第 36号(４ページ) 平成２８年１１月２１日発行 ５００部 

 ≪ウィスコンシン州友好使節団が来葉≫ 

≪元 ALTからの現況報告≫ 

≪Origami体験を通して新任 ALTを歓迎する会を開催≫ 

≪ウィスコンシン州出身の ALTを紹介します≫ 

≪会員からの原稿募集についてのお知らせ≫ほか 

・第 37号（10ページ） 平成２９年３月３日発行 ５００部 

 ≪茂木会長挨拶≫ 

≪元 ALTからの現況報告≫ 

≪ウィスコンシン州からの使節団受入報告≫ 

 ・各グループの交流 

≪ALTとの食文化交流 一緒に感謝祭！≫ ほか 
 
 
（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。URL： http://www.chiba-wisconsin.net/ 
 
（３）その他 

１） 平成２８年５月２９日（日）、神田外語大学を会場に開催された「国際フェスタ

CHIBA」に出展しました。ウィスコンシン州では誰もが知っている会社のソーセージ

を使ったホットドックの販売をし、姉妹交流の広報活動を行いました。3 人の ALT

の協力を得て、お天気にも恵まれて、売り上げを伸ばしました。 
 
２）平成２８年「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン*」企画に団体登録し、

CWAの PRを図るとともに、支援を受け、商品を会員交流活動に活用しました。 

平成２８年度は店頭で、活動のＰＲを行いました。 
 

*イオンリテール（株）が「お客様を原点に、平和を追求し、人間を尊重し、地域

社会に貢献する」という企業理念のもと、地域社会への貢献活動日を毎月 11 日

とし、この日に得たレシート総額の１％を団体活動に役立てるため、半年または

一年に一回、希望商品として登録団体に贈呈するもの。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化・芸術グループ(Culture＆Art)

1 Ms. Marina Croft Dance Academy of Mexico 主宰者、振付師

2 Mr. James Croft Dance Academy of Mexico 主宰者

3 Mr. Benjamin Croft Dance Academy of Mexico ダンサー

4 Ms. Itzel Nuñez Dance Academy of Mexico ダンサー

5 Ms. Itahiza Cano Tamez Dance Academy of Mexico ダンサー

教育グループ(Education)

6 Ms. Carroll Bronson カーディナル・ストリッチ大学准教授

7 Ms. Ann Van Eerden  アルベルノ大学准教授、養護教諭

ウィスコンシン千葉委員会(Wisconsin Chiba Inc.)

8 Ms. Sharon Durtka 使節団団長、ウィスコンシン千葉委員会委員長

9 Ms. Kimiko Miyazaki ウィスコンシン千葉委員会委員

10 Ms. Mindy Michalski ウィスコンシン千葉委員会運営委員　

１　団員名簿

　MEMBERS OF 2016 WISCONSIN GOODWILL DELEGATION

参考１ 



 

２ 全体日程  

 

月日

時刻 時刻

1 9/24(土) 6:38 WI出発　DL 1071 6:38 WI出発　DL 1071

15:15 【着】 成田着　DL 623 15:15 【着】 成田着　DL 623

バスでホテルへ バスでホテルへ

18:30 【夕食】 サイゼリヤ 18:30 【夕食】 サイゼリヤ

【泊】 【Mercure　NARITA　AIRPORT】 【泊】 【Mercure　NARITA　AIRPORT】

2 9/25(日) ホテルにて朝食　 ホテルにて朝食　

9:30 【発】 ホテルチェックアウト 9:30 【発】 ホテルチェックアウト

11:00 【着】 ホストファミリー対面式 (茂原市役所) 10:30 【着】 ホストファミリー対面（ポートプラザちば）

ホストファミリー対応 ホストファミリー対応

【泊】 ホストファミリー宅（茂原市内） 【泊】 ホストファミリー宅（千葉市内）

3 9/26(月) ホストファミリー宅で朝食 ホストファミリー宅で朝食

10:10 【集合】 中央公民館 9:30 【集合】 JR海浜幕張駅（交番）

10:30 【着】 市長表敬訪問(10:30-11:00) 10:00 【着】 千葉県看護協会(10:00-11:30)

11:00 呈茶（茂原市国際交流協会）(11:00-11:30) 12:00 【昼食】 WBG 35F(12:00-13:00)

12:10 ロビーコンサート（市役所）(12:10-12:45) 13:30 【着】 幕張（ウィスコンシン友好広場）

13:00 【昼食】 割烹かたおか(13:00-14:00) 15:30 【着】 千葉県精神科医療センター

14:30 【着】 日本文化（草木染）体験（公民館）(14:30-16:30) (15:30-17:00)

18:00 【着】
ウェルカムパーティ・交流コンサート

（HONOLULU HOUSE)(18:00-20:00)
17:30 JR海浜幕張駅

【泊】 ホストファミリー宅 【泊】 ホストファミリー宅（千葉市内）

4 9/27(火) ホストファミリー宅で朝食 ホストファミリー宅で朝食

7:30 【集合】 市役所 7:45 【集合】 JR海浜幕張駅

8:50 【着】 千葉県庁(知事表敬9:10-9:30) 8:30 【着】 千葉県庁(知事表敬9:10-9:30)

11:00 【着】 海ほたる(11:00～11:30) 県庁見学、周辺散策

12:00 【昼食】 サイゼリヤ木更津朝日店(12:00-13:00) 11:00 【昼食】 スカイレストラン黎明(11:00-12:30)

13:30 【着】 拓大紅陵高校(13:30-15:30) 13:30 【着】 千葉県総合教育センター(13:30-15:30)

17:00 【着】 茂原市役所 17:00 JR海浜幕張駅

【泊】 ホストファミリー宅 【泊】 ホストファミリー宅

5 9/28(水) ホストファミリー宅で朝食 ホストファミリー宅で朝食

9:30 【集合】 茂原市役所 9:00 【集合】 JR海浜幕張駅

10:00 【着】 学校交流①茂原中学校(10:00-13:15) 10:00 【着】 千葉市立宮崎小学校(10:00～12:45)

※給食含む ※給食含む

13:30 【着】 学校交流②長生高校(13:30-15:30) 13:15 【着】 幕張総合高校看護科(13:15～15:15）

18:00 【着】
市民交流イベント・交流コンサート（市民室）

(18:00-19:00)
15:30 【着】 保健医療大学看護学科(15:30～17:00）

17:30 JR海浜幕張駅

【泊】 ホストファミリー宅 【泊】 ホストファミリー宅

6 9/29(木) ホストファミリー宅で朝食 ホストファミリー宅で朝食

9:30 【集合】 茂原市役所 9:15 【集合】 JR海浜幕張駅

10:00 【着】 学校交流③茂原小学校(10:00-13:15) 【着】 千葉大学看護学部(10:00-11:30)

※給食含む 12:30 【昼食】 プラザ菜の花1階（フロール）

15:00 【着】 ホテルポートプラザちばチェックイン 15:00 【着】 ホテルポートプラザちばチェックイン

18:00 フェアウェルパーティー(18:00-20:00) 18:00 フェアウェルパーティー(18:00-20:00)
（ホテルポートプラザちば） （ホテルポートプラザちば）

【泊】 【ホテルポートプラザちば】 【泊】 【ホテルポートプラザちば】

7 9/30(金) ホテルにて朝食　 ホテルにて朝食　

終日自由 終日自由

【泊】 【ホテルポートプラザちば】 【泊】 【ホテルポートプラザちば】

8 10/1(土) ホテルにて朝食　 ホテルにて朝食　

8:00 【集合】 チェックアウト 8:00 【集合】 チェックアウト

9:00 【発】 出発 9:00 【発】 出発

11:30 【集合】 総門前（ボランティアツアー11:30-13:00) 11:30 【集合】 総門前（ボランティアツアー11:30-13:00)

13:00 【昼食】 信徒会館（弁当） 13:00 【昼食】 信徒会館（弁当）

16:55 成田出発　DL 2016 16:55 成田出発　DL 2016

文化（Ｃｕｌｔｕｒｅ）　Ｍ：2名 Ｆ：3名 WCI：2名　計7名 教育（Education) Ｆ：2名 WCI：1名　計3名


