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平成３０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３０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３０年５月３０日（水）午後６時５０分～７時５８分 

       ・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１３名（委任状提出理事５名）合計１８名 

監事１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３０年６月２日（土）午前１１時～１１時３０分 

         ・会 場：ホテルプラザ菜の花 ４階「槇」 

            （千葉市中央区） 

       ・出席者：正会員２９名 委任状提出者５４名 計８３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 出席者数 運営委員会の主な協議事項 

第１回 

4/7（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 30年度理事会（総会）資料について 

 各部会からの報告 

次回派遣する千葉県友好使節団、国際フェスタ

CHIBAへの出展、「会員交流会」ほか 

 

第２回 

5/12（土） 

 

 

〃 

１３名  平成 30年度理事会・総会について 

 総会の役割分担について 

 各部会からの報告 

「会員交流会」、次回派遣する千葉県友好使節

団、「国際フェスタCHIBA」への出展、CWA NEWS

第 41号ほか 

 

第３回 

6/9（土） 

   

 

〃 

１３名  理事会の開催結果報告 

 各部会からの報告 

  会員交流会の開催結果、新任ALT歓迎会、次回派

遣する千葉県友好使節団、「国際フェスタCHIBA」

への出展結果、CWA NEWS第 41号ほか 
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第４回 

7/14（土） 

千 葉 市 

生 涯 学 習 

セ ン タ ー 

特 別 会 議 室 

１３名 ・各部会からの報告  

ウィスコンシン州友好使節団の受入、「新任ALT

歓迎会」、CWA NEWS第40号英語版ほか 

第５回 

8/25（土） 

千 葉 市 

生 涯 学 習 

セ ン タ ー 

研 修 室 １ 

１４名  各部会からの報告 

「新任ALT歓迎会」、ウィスコンシン州友好使節

団の受入、英語版HPほか 

 

第６回 

9/15（土） 

高洲コミュニ

ティーセンタ

ー 創 作 室 

１３名  各部会からの報告 

「新任 ALT歓迎会」の開催結果、ウィスコンシ

ン州友好使節団の受入及びフェアウェルパー

ティ、CWA NEWS第 42号及び第 43号の構成ほか 

 

第７回 

10/20（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 

ウィスコンシン州友好使節団の受入及びフェア

ウェルパーティ、CWA NEWS第 42号の構成ほか 

 

第８回 

11/10（土） 

 

〃 

 

１４名  各部会からの報告 

ウィスコンシン州友好使節団の受入及びフェア

ウェルパーティ、CWA NEWS第 42号の構成、英

語版 HPの公開ほか 

第９回 

12/8（土） 

千 葉 市 

生 涯 学 習 

セ ン タ ー 

小 会 議 室 

１３名 ・各部会からの報告 

  「食文化交流会」の準備状況、ウィスコンシン

州友好使節団の受入結果、次回派遣する千葉県

友好使節団、CWA NEWS第 43号の構成ほか 

 

第 10回 

1/12（土） 

 

〃 

 

１６名 ・平成 31年度理事会・総会の日程について 

・各部会からの報告 

「食文化交流会」の準備状況、ウィスコンシン

州友好使節団受入報告書、次回派遣する千葉県

友好使節団、CWA NEWS第 43号の構成ほか 

 

第 11回 

2/16（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 

ウィスコンシン州友好使節団受入報告書、次回

派遣する千葉県友好使節団、CWA NEWS第 43号

の内容、「食文化交流会」ほか 

・ホワイト名誉領事との面談結果 

第 12回 

3/9（土） 

 

〃 

 

１６名 ・各部会からの報告 

次回派遣する千葉県友好使節団、令和元年度の

広報計画、会員交流会ほか 

・平成 31年度理事会資料について 
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２ ウィスコンシン州との交流事業の企画・運営 

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、 

ネフェルタリ・アフリカン・ダンス・カンパニー6名とウィスコンシン千葉委員会（WCI*）

2 名及びカメラマン 1 名が、木更津市役所や市内の幼稚園、児童養護施設、木更津 

総合高等学校などで交流及び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名が千葉大学大学院看護学研究科ほか

県内の看護師養成機関や千葉大学医学部附属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３０年１１月２４日（土）～１２月１日（土） 

・受入団員数：１２名（文化・芸術グループ：９名、教育グループ：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 

ウィスコンシン州へ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３０年６月２日（土）正午～午後２時３０分 

○会  場：ホテルプラザ菜の花３階「菜の花」 

    （千葉市中央区） 

○参加者数：３８名 

○内 容： 

・阿部照夫運営委員が司会を務め、平成２９年度千葉県友好使節団員(伎音戯
わ ざ お ぎ

 律
りつ

与
よ

氏)

による発表、大石道夫副会長の挨拶の後、赤塚稔常務理事の発声で乾杯し、食事を

とりながらの交流会になりました。 

・平成２９年度千葉県友好使節団員（千葉大学大学院看護学研究科 舘助教、渡邉  

助教）による発表がありました。                   

・平成３０年７月で離任する県立高校 ALT１名、千葉県国際交流員（国際課）１名、

ALTプログラム・コーディネーター（教育庁学習指導課）1名が自ら作成した日本の

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。 

 

（２）新任 ALT歓迎会「茶道でおもてなし」    

○日 時：平成３０年９月２日(日) 午後零時３０分～３時 

○会 場：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：２２名 

○内 容： 

・姉妹州プログラム（ウィスコンシン州）により派遣された ALT及び ALTプログラム・ 

コーディネーター（県教育庁学習指導課に配属）の着任を歓迎するための行事で、ち 

らし寿司を参加者で作り、いただいた後、ALTらは会員等交流事業部会員のサポート 
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により、茶道を体験しました。 

 

（３）WI＆Chibaの食文化でコラボ！２０１９～ローストターキー＆房総祭り寿司 ～      

○日 時：平成３１年２月２４日（日）午前１０時～午後３時 

○会 場：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：３０名 

○内 容： 

・アメリカ人に親しみの深い料理と日本の伝統料理を ALTの皆さんと会員が一緒に 

調理して味わいました。 

 

４ 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（日本語版年３回、英語版年１回）やホーム 

ページの運営などを行いました。ホームページについては 11 月に英語版を公開しまし

た。 
 

（１）CWA NEWSの発行 

・第 40号英語版(8ページ) 平成３０年７月５日発行 １００部 

 ≪President Greetings 茂木会長あいさつ≫ 

≪Wisconsin Culture and History Part2 ウィスコンシン州の

文化と歴史 パート２≫ 

≪Report on the Chiba Goodwill Delegation to Wisconsin 

ウィスコンシン州への千葉県友好使節団派遣報告≫ 

≪Exchange through Cuisine 2018! Roast Turkey and Boso 

Festival Sushi食文化 de交流 2018！ローストターキーと房総

祭り寿司≫ 

 

・第 41号(6ページ) 平成３０年７月３０日発行 ５００部 

 ≪平成 30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 30年度理事会≫ 

≪平成 30年度定期総会≫  

≪平成 30年度事業計画、収入・支出予算≫  

≪平成 30年度役員・運営ボランティア≫ 

 

・第 42号(4ページ) 平成３１年１月７日発行 ５００部 

 ≪会長あいさつ≫ 

≪ウィスコンシン州友好使節団が来葉≫ 

≪2018新任 ALT歓迎会～茶道でおもてなし～開催結果≫ 

≪ウィスコンシン州出身の ALTを紹介します！≫           
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・第 43号(10ページ)平成３１年３月２０日発行 ５００部 

 ≪2018年度ウィスコンシン州友好使節団の受入結果≫ 

≪元ＡＬＴからの現況報告≫ 

≪食文化 deコラボ 2019≫ 

≪マディソン市における初の名誉領事ウィリアム・ホワイト氏

と面談≫ 
 
 

（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/ （日本語） 
URL：http://www.chiba-wisconsin.net/e/ （英語） 

 
（３）その他 

ア 平成３０年５月２７日（日）、神田外語大学で会場に開催された「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有名なソーセージを使ったホ

ットドックを販売し、姉妹交流の広報活動を行いました。当日は天候に恵まれ、CWA 特

製の法被とウィスコンシン州のプロフットボールチームの後援に使われる「チーズハッ

ト」を用意して、売上アップに果敢に取り組みました。 

 

イ 前年度に引き続いて「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、半年又は一年に一回、希望商品と

して登録団体に贈呈するもの。
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参考 1  

１ ウィスコンシン州友好団員名簿 

 
 

 

 

 

文化・芸術グループ

1 Ms.
 マリリン
 Marilynn

 ダグラス
 Douglas

2 Ms.
 ジャイア
 Jaia

 ダグラス
 Douglas

3 Ms.
 レイシャ
 Rayesha

 ハリス
 Harris

4 Ms.
 ティニカ
 Tyneicka

 ショー
 Shaw

5 Mr.
 アール
 Earl

 トンプソン
 Thompson

6 Mr.
 ジャイール
 Jaleel

 ダグラス
 Douglas

7 Mr.
 クレイボーン
 Clayborn

 ベンソン
 Benson

 カメラマン（記録動画撮影）
 Photographer

教育グループ

8 Dr.
 ケリー
 Kerri

 クリミンスキ
 Kliminski

 マディソン地域工科大学保健教育学部副学部長代行
                                   (看護師)
 Madison Area Technical College
 Interim Associate Dean of Nursing School of
 Health Education

9 Ms.
 ソニャ
 Sonja

 ノーブル
  Noble

 マディソン地域工科大学保健教育学部講師
                                    (看護師)
 Madison Area Technical College
 School of Health Education
 Associate Degree Nursing Instructor

ウィスコンシン千葉委員会(Wisconsin-Chiba, Inc.)

10 Dr.
 シャーロン
 Sharon

 ダートゥカ
 Durtka

 使節団団長、ウィスコンシン千葉委員会 委員長
 Wisconsin-Chiba,Inc. Board President

11 Dr.
 アレクサンダー
 Alexander

 ダートゥカ
 Durtka

 ウィスコンシン千葉委員会 理事
 Wisconsin-Chiba,Inc. Board Member

12 Ms.
 ミンディ
 Mindy

 ミカルスキー
 Michalski

 ウィスコンシン千葉委員会 運営委員
 Wisconsin-Chiba,Inc.

 ネフェルタリ・アフリカン・ダンス・カンパニー、
 ダンサー
 Nefertari African Dance Company

 ネフェルタリ・アフリカン・ダンス・カンパニー、
 ドラマー
 Nefertari African Dance Company
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２  日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月日

時刻 時刻

1 11/24(土) 12:17 デトロイト発　DL275 12:17 デトロイト発 DL275

20:01 【着】 成田着 DL275 20:01 【着】 成田着 DL275 

バスでホテルへ バスでホテルへ

【夕食】 ホテル内 【夕食】 ホテル内

【泊】 【マロウドインターナショナルホテル成田】 【泊】 【マロウドインターナショナルホテル成田】

2 11/25(日) ホテルにて朝食　 ホテルにて朝食　

8:30 【発】 ホテルチェックアウト 9:00 【発】 ホテルチェックアウト

10:30 ホストファミリー対面式 (きさらづ未来ラボ) 10:30 【着】 友好広場(10:30-11:30)

【昼食】 ホストファミリー対応(オーガニックフェス会場) 11:15 【昼食】 インド料理 'Mantra'

13:00 オーガニックフェスフリーマーケット会場(公演）(13:00-13:30) 13:00 【着】 ホストファミリー対面式（CCB研修室)

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(木更津市内) 【泊】 ホストファミリー宅(千葉市内)

3 11/26(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

8:00 【集合】 旧中央公民館 10:00 【集合】 稲毛海岸駅、各ホストファミリー宅

8:30 【着】 木更津総合高校(公演)(8:30-11:10) 10:00 【着】 美浜園(幕張)(10:00-11:30)

12:00 【昼食】 松屋木更津店 11:30 【昼食】 COCO`S海浜幕張店

13:30 【着】 高倉観音＆道の駅うまくたの里(13:30-15:30) 13:20 【着】 木村病院(13:20-15:30)

16:00 【着】 児童養護施設「野の花の家」(公演)(16:00-17:00)

18:00 【着】 旧中央公民館 17:30 【着】 稲毛海岸駅、各ホストファミリー宅

【泊】 ホストファミリー宅(木更津市内) 【泊】 ホストファミリー宅(千葉市内)

4 11/27(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

8:00 【集合】 旧中央公民館 8:15 【集合】 稲毛海岸駅、各ホストファミリー宅

8:30 【着】 海ほたる(8:30-9:30) 9:20 【着】 千葉大学大学院看護学研究科(9:20-11:30)

10:00 【着】 旧安西家＆きみさらずタワー(10:00-11:30)

11:40 【着】 きさらづ幼稚園(公演)(11:40-12:40) 12:00 【昼食】 See Saw'

13:00 【昼食】 イオンモール木更津 14:00 【着】 千葉大学医学部附属病院(14:00-16:15)

15:40 【着】 厚生水産＆中の島大橋(15:40-17:40)

18:00 【着】 旧中央公民館 17:15 【着】 稲毛海岸駅、各ホストファミリー宅

【泊】 ホストファミリー宅(木更津市内) 【泊】 ホストファミリー宅(千葉市内)

5 11/28(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

8:00 【集合】 旧中央公民館 9:30 【集合】 稲毛海岸駅、各ホストファミリー宅

9:00 【着】 鋸山＆道の駅 保田小学校(9:00-11:30) 10:00 【着】 県立保健医療大学(10:00-15:30)

12:00 【昼食】 ガスト浜金谷店 12:00 【昼食】 大学内

14:00 【着】 小泉酒造(14:00-16:00) 学内キャンパスツアー

18:00 【着】 旧中央公民館 16:00 【着】 稲毛海岸駅、各ホストファミリー宅

【泊】 ホストファミリー宅(木更津市内) 【泊】 ホストファミリー宅(千葉市内)

6 11/29(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

7:10 【集合】 旧中央公民館 8:00 【集合】 稲毛海岸駅

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

11:00 【昼食】 スカイレストラン黎明 11:00 【昼食】 スカイレストラン黎明

12:30 【着】 市川市文化会館大会議室(12:30-15:00)(公演) 13:00 【着】 県立幕張総合高校看護科(13:00-14:30)

16:00 【着】 ホテルポートプラザちばチェックイン 15:30 【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 11/30(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 12/1(土) ホテルにて朝食　 ホテルにて朝食　

8:30 【集合】 ホテルチェックアウト 8:30 【集合】 ホテルチェックアウト

10:40 【着】 成田山新勝寺(10:40-12:30) 10:40 【着】 成田山新勝寺(10:40-12:30)

12:30 【昼食】 國之家 12:30 【昼食】 國之家

18:10 【発】 成田出発 DL276 18:10 【発】 成田出発 DL276 

文化（Culture)  M:3名、F:4名、WCI：2名 　計9名 教育（Education)  F:2名、WCI:1名　計3名


