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◆団長 糸井いくみ 

◆団員  永坂茂未・大畠京子・大西則子 

木村明美・井上美千代・武田悠作 

◆通訳  高辻麻衣 

◆引率  柴田 隆 

 

 

 



 

レキシントン市３０周年訪問団行程表 

 

７月１日（月） 

 【行程】 

 新ひだか町 ⇒ 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 ⇒ 都内ホテル 

 【主な内容】 

  ・翌日朝の出国に向け、東京都内で前泊 

  ・結団式を開催し、団員間の親睦を深めた。 

 

 

 

 

 

 

７月２日（火） 

 【行程】 

 都内ホテル ⇒ 成田空港第２ターミナル 

 ⇒ ダラス空港 ⇒ ブルーグラス空港（レキシントン市） 

【主な内容】 

  ・成田空港から出国し、ダラス空港を経由してレキシントン市に到着 

  ・ブルーグラス空港でホストファミリーの出迎えを受け、それぞれホームステイへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月３日（水） 

 【行程】 

レキシントン市内見学（軽種馬牧場・バーボン蒸留所・ケンタッキー州会議事堂） 

⇒ レキシントン市長等との夕食会 

 【主な内容】 

  ・朝から市内を案内していただき、様々な施設等を見学 

  ・レキシントン市長にお招きを受け、夕食会に出席し、参会者と親睦を深めた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月４日（木） 

 【行程】 

独立記念日パレード ⇒ 野球観戦 

 【主な内容】 

  ・市内で開催された独立記念日のパレードに、姉妹都市からの来賓として参加 

  ・夜は地元のマイナー野球チームのスタジアムでナイター試合を観戦 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７月５日（金） 

 【行程】 

レキシントン市内見学（ローカストトレース農業学校・ケンタッキー大学・ 

ケンタッキーホースパーク）⇒ 記念植樹式 ⇒ ホームパーティー 

 【主な内容】 

  ・朝から市内を案内していただき、様々な施設等を見学 

  ・市内の公園にて、３０周年を記念して桜の木（ソメイヨシノ）を植樹 

  ・ホストファミリー合同によるホームパーティーに参加し、親睦を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月６日（土） 

 【行程】 

モアヘッド地区を見学（アートセンター・カーター洞窟）⇒ デイキャンプ 

 【主な内容】 

  ・近隣のモアヘッド地区を案内していただき、様々な施設等を見学 

  ・姉妹都市交流委員会のメンバーとデイキャンプを行い、親睦を深めた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月７日（日） 

 【行程】 

ブルーグラス空港（レキシントン市） ⇒ ダラス空港 

 【主な内容】 

  ・多くの関係者に見送られ、レキシントン市を出発 

・翌日の出国に備えダラス空港周辺に宿泊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月８日（月）～９日（火） 

 【行程】 

ダラス空港 ⇒ 成田空港 ⇒ 新千歳空港 ⇒ 新ひだか町 

 【主な内容】 

  ・ダラス空港から出国し、成田空港から入国 

・国内線に乗り換え、新千歳空港に移動した後、役場の送迎により帰町 



レキシントンを訪問して 

 

新ひだか町地域おこし協力隊 糸井いくみ 

 

レキシントン市 30周年記念訪問使節団の一員として、過ごした日々の様子を簡単にでは

あるが、特に印象に残った「馬」に関する事を中心にまとめておく。 

 

ホームステイ 

今回のホームステイは高校生以来で、何十年ぶりであった。Longworth 家は、4 人家族

で最終日まで全員揃って会う事はなかったが、いつも送り迎えしてくれていた Jenniferは、

拙い私の英語を一生懸命に聞いてくれた。車の中は Wi-Fi が使用出来ない為、単語が思い

出せず説明が困難だったが、自分の伝えたい事を間違いなど気にせず一生懸命話す事は

中々日本にいると出来ない貴重な機会であった。 

 家での過ごし方は、家族それぞれが自由に部屋で過ごす事がほとんどで、夜は庭に出て

蛍を観てその日 1日を振り返り、3匹の猫と遊びリラックスする事が出来た。 

 ホストファミリーへのプレゼントはとても迷ったが、リクエストのあったキットカット

や日本茶、他に下駄は非常に喜んでくれていた。 

 事前のメールのやり取りで馬が好きな事を伝えていたら、私の部屋のベッドの上に色々

な馬グッズを用意してくれてとても嬉しかった。 

 

HI’ll N dale farm（ヒルンデイルファーム）見学 

レキシントン視察では名門中の名門であるヒルンデイルファーム見学からスタートし、

バスの中で 1 人興奮していた。門からまっすぐに続く道の中央には三冠馬に輝いたシアト

ルスルーの像が出迎えてくれる。コの字型に馬房が作られ、中央で馬見せが出来る構造の

厩舎であった。 

はじめに 3 歳（2007年）・4 歳（2008年）と 2年連続アメリカ年度代表馬に選ばれた種

牡馬カーリンを見せてもらう。 

立派な馬体と美しい栗毛の毛色、可愛らしい顔立ちであった。なんと、一緒に記念撮影



をさせてもらった。他に、種牡馬バイオレンス、1歳馬、種付場も見学させてもらう。 

競馬に興味がないとあまり理解するのが難しい牧場見学だが、現在自分が取り組んでい

る「子ども達への馬文化の伝承」にて町内の子ども達と種牡馬見学に行った事があったの

で、英語が分らなくても何を説明しているかが、少しではあるが内容を通訳無しでも理解

出来る時があった。実際に町の子ども達を連れてきたら「何を感じるだろう？」など、常

にいつか子ども達を連れてくる事をイメージしながら話を聞いていた。 

 

アメリカ独立記念日パレードへの参加 

2日目の午後は浴衣と法被を着てメインストリートをパレード。 

浴衣を着るのは 2年ぶりで、前日の真夜中に Youtubeを見ながらひたすら練習。 

当日に着付けが出来る頼もしい仲間にお手伝いしてもらいなんとか着たが、日本に関す

る事を何かひとつでも身につけておくべきだ…と、海外に来るとあらためて実感する。 

メンバー全員で山車に乗り、和太鼓で順番に持ち技？を披露した。 

10 万人以上の沿道の方達に見守られながら、楽しい時間を過ごしとても良い思い出とな

った。終了後は他のパレード見学をしたが、日本ではあまり見られない他民族の踊りや馬

に乗って歩いており、多民族国家アメリカならではのパレードだった。 

 

 

 

 

 

 

 



ジプシーバナーホースとの出会い 

以前レキシントン使節団の引率として来町した時に出会った、Greg（グレッグ）の牧場

に招待していただく。ジプシーバナーホースの繁殖を行なっているのはレキシントンでグ

レッグの牧場のみとの事。新ひだか町と同じようにサラブレッドの生産牧場が多いレキシ

ントン内で異色の牧場だと思った。 

初めて会うジプシーバナーホースの容姿に、一瞬で一目惚れしてしまった。今まで日本

でこの馬に出会えた事がなかった 

原産国はイギリスで主に馬車馬として活躍。mustache (髭)と長い鬣と肢の毛が非常に美

しく、性格はとても温厚なのが特徴。親子の群れがいる放牧地を案内してもらった後、裸

馬に乗せてもらい幸せなひと時を過ごす事が出来た。Gregとの出逢いに感謝！ 

 

馬に関する施設見学 

 滞在期間中、スケジュールにはなかったキーンランド競馬場を見学する時間をアテンド

してくれている方が調整して下さった。ほんの 10分ほどの滞在ではあったが、来年ここで

行なわれるブリーダーズカップを観戦したい、世界の競馬を一度見てみたいという気持ち

が高ぶった場所であった。 

 その他ケンタッキーホースパークを見学した。色々な馬を見る事が出来て良かったが、

大きなショーは行なわれていなかった。最近は日本でも馬のエンターテインメントが増え

てきている。乗馬も勿論だが、多種多様な馬と人との関わりを体感出来る場所がこれから

日本でも増えてくると思う。 

 



町の中で見つけた馬 

 庁舎内ロビー、バス停、各施設に馬の像やイラストが沢山至る所にあった。馬好き・競

馬好きは、旅行に行くと必ずといって良いほど訪れた町の中で馬を探す。そういった人の

心をくすぐるものが町中至る所にあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レキシントンとのこれからの姉妹都市交流 

 30 周年を迎えた姉妹都市交流だが、これから先お互いにどういったビジョンを持ち継続

していくかが大事だと各教育施設を訪れて感じた。大学と連携強化はもちろんだが、馬文

化の伝承という視点からみると、町内小学校ではふるさと学習等で馬産地の事を学ぶ学校

が増加しているので、自分の町の事を知り、そして世界を知る一つのきっかけとして姉妹

都市レキシントンの軽種馬産業を中心とした他産業も学ぶ機会を作る事をこれから先提案

してみたいと思う。 

 今回の様な機会がないと中々アメリカへ勇気を出して足を踏み入れることがなかったと

思うので、本当に感謝しております。 

 レキシントン姉妹都市交流委員会をはじめ、関わっていただいた全ての皆様、本当にあ

りがとうございました。 



レキシントン市３０周年記念訪問に参加して

訪問団員　永坂　茂未

　人生初のホームステイ

　出発前の事前メールのやりとりから、既に

　温かく気遣いをしてくれた素敵なご夫婦、

　全く英語を話せない私ですが、カタコト

　の英語とジェスチェーと万国共通の

　笑顔で楽しく過ごすことができました。

ケンタッキー州会議事堂見学

美しい建造物と綺麗に手入れされた清潔感のある

広大な庭にまさに圧巻いたしました。

議事堂の中央にはリンカーンをはじめ著名なケンタッキー

州出身者の像がたちならんでいました。

レキシントン市３０周年記念訪問に参加して

リ
ン
カ
ー
ン
の
像

　この度のレキシントン市友好親善訪問団に参加し、とても貴重な経験をさせていただいたことに

心から感謝いたします。

ご主人自作のセスナ機でレキシントン市

上空を空中散歩させていただきました。

自家用ジェットではなく、自作と聞いて

とても驚き世界を感じたことは私に

とって衝撃的でした。

ホストファミリーと共に

議長席

❔❔❓

新ひだか町



この木が育ち大きな根を張ってレキシントン市に

根付く頃、新ひだか町とレキシントン市が更に

交流を深め互いに高めあい感動しあえる

様になっていてほしいと願います。

記　念　植　樹

アメリカ独立記念日パレードの様子

パレードの際は私たちは男性は法被、女性は浴衣に

着替えて参加しました。

新ひだか町の人口を超える参加者の下、日本の

和太鼓も披露して（写真ないのが残念！）市民と共に

アメリカ独立記念日をお祝いしました。

とにかく市民が一体となって盛大にお祝いしている様子に

大変感銘を受けました。

ケンタッキー大学見学

大学は広大な敷地に囲まれた広々とした

キャンパスでした。

講堂もとても綺麗で学生の勤勉さを感じました。

実に学生は大学院生も含め約３万人。

レキシントン市の人口は約３０万人であるから

１割がこの大学に通っている学生というから

大変驚きました。

長きにわたり姉妹都市として提携を結んでいる

レキシントン市。グローバル化に力を入れている

子供達の教育の新たな可能性として新ひだか町の

子供達の留学制度など何か発展させることはできない

のだろうかと今後に期待したいと思いつつ

３０周年記念の植樹をしてきました。

プレートには

姉妹都市

レキシントンー新ひだか

30周年記念

1988-2018

と記されています。

ケンタッキー大学



夕食会の様子

以前わが町を訪問された皆さんとの夕食会。レキシントンはとても暖かく夜が長いので外での食事を

長い時間堪能することができ、日本との違いを感じました。

心温まる手料理バイキングは見た目も鮮やかでとても美味しかったです。

足あと　👣

ホストファミリー、訪問団のメンバー、そして

全ての町民に感謝したいと思います！

貴重な経験をさせて頂きありがとうございました。

　　　以上、永坂特派員がお伝えいたしました！

GOOD LUCK!！

新ひだか町を訪れた時の想い出話に盛り上がりながら皆さんで楽しい時間を過ごしました。

レキシントン市との長きにわたるこの交流を

是非若い世代に向けて続けていただきたい。

新ひだか町役場の引率の方、レキシントン市民・関係者

レキシントン市上空



レキシントンの想い出 

 

                            大 畠 京 子 

 

７月１日、静内は霧で肌寒い日でした。 

この日は、東京まで移動し、翌朝の出国に備えて前泊

するということで、上野のホテルに着いた後、西郷さ

んの銅像と対面したり、アメ横を歩いたりしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月２日、朝一番で成田空港に移動し、アメリカに向けて出発しました。 

 半日以上にわたって飛行機に乗り、夕方ブルーグラス空港に着きましたが、空港

ではホストファミリーが出迎えてくれ、ここで初対面のあいさつをすることになり

ました。空港には大きな馬の写真があり、また、新ひだか町との友好の看板がある

よとホストファミリーが教えてくれました。 

レキシントン市は、人口３０万人の大都市

で、世界を代表する競走馬の生産地である

ほか、ケンタッキー大学、トヨタ自動車の

工場、バーボンウイスキーの蒸留所などが

あり、また、フライドチキンの発祥地？（食

べる事なく残念）でもあります。 

 

 ７月３日はレキシントン市周辺の施設を見学させていただきました。 

 特に印象に残ったのはケンタッキー州会議事堂で、白亜の大きな建物の内部には

南北戦争時代の絵画が多く描かれており、とても素敵な建物でした。 



また、建物中央にはエイブラハム・リンカーン

の銅像があり、彼がケンタッキー州の出身である

ことを知りました。また、リンカーンの奥様はレ

キシントン市の人だそうです。 

また、市内を見ると馬のオブジェやきれいに色付

けされた可愛い仔馬の置物などが店先に置いてあ

り、馬産地ムードが漂っていました。 

 

７月４日は、アメリカ独立記念日のパレードに参加しました。 

この日は、天気が良くとても暑い日でした。日傘をさし、浴衣を着て、日本の象

徴（日の丸）をベースとした赤と白で飾り付けをした山車に乗り、和太鼓を打ちな

がら大きなピカチュウのバルーンと一緒に行進しました。パレードに参加していた

消防車も、黄・赤・青と目立つ色で飾り付け、スペインのフラメンコ、クラッシッ

クカ―、騎馬隊など、とても楽しいパレードでした。 

 ホームステイは、同じく訪問団員の

井上さんと一緒で、お世話になったお宅では、電子辞書を使わなくても何とか会話

することができました。 

ホストファミリーのキャシーさんとダルトンさんには、日本から煎餅（やまおや

じ）、折り紙、湯呑み茶碗をお土産として持っていきましたが、煎餅を「美味しい」

と喜んで食べてくれました。 

家の周りには大きな木やきれいな芝生があり、また、ホタルがいっぱい飛んでおり、

「ナイスすばらしい」と思わずはしゃいでしまいました。部屋は１人に１部屋ずつ

用意してくれ、シャワー付きで大きなベッドでした。 



７月５日は、レキシントン市内の公園において、３０周年

記念植樹式が行われ、新ひだか町とレキシントン市の友好

の証として、３メーターほどの高さに育った桜の木を植え

ました。 

植樹場所となった Wood Land Parkは、とても広くきれい

な場所で、公園内にはプールもあり、たくさんの子供達で

にぎわっていました。 

 

７月６日は、レキシントン市から車で２時間くらい離れたモアヘッド地区まで足

を運びました。 

 モアヘッドではケンタッキーアートセンターやカーター洞窟などを見学した後、

マクガイアという場所で、レキシントン市姉妹都市交流委員の皆さんと一緒にのん

びりデイキャンプを楽しみました。 

翌日でレキシントンを離れるということで、施設内のログハウスで「お別れ会」

を開いてくれ、美味しい料理や飲み物、屋外でのゲームやギターの弾き語りなど、

様々な催しで私たちを楽しませてくれました。 

 

７月７日は最終日ということで、朝からブルーグラス空港へ。 

ホストファミリーが空港まで見送りにきてくれ、最後のお別れとなりました。 

 滞在期間中、数えきれないほどのおも

てなしを受け、本当に嬉しかったです。

私にとって忘れることのできない一生の

想い出になりました。 

 このような事業に参加させていただき、

関係者の皆さんに心から感謝申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

 



貴重なレキシントン訪問を終えて 

 

訪問団員 大 西 則 子 

 

この度は、レキシントン市３０周年

記念友好親善訪問団の一員として参

加する機会を頂き貴重な経験をさせ

てもらいました事、そして私の人生に

おいて豊かな思い出の一つと成りま

した事に感謝します。 

 

飛行機を乗り継いでの長旅は、体力

と忍耐が勝負と痛感し、異国の地への

訪問の始まりです。 

 

レキシントン市の人口は、３０万人を超え新ひだか町の１５倍程でしょうか、

現在も人口は延びているそうです。北海道なら旭川市と同じ位だと思います。 

レキシントン市が世界を代表する

競走馬の産地というのはもとより、工

業も盛んで州の特産物、バーボンやウ

イスキーは世界的に知られ、多くの蒸

留所が点在しているそうです。 

 

また、大学の数も多く、見学させて

いただいたケンタッキー大学は、学生

数が２．７万人以上で、人口の比率を考えると学術の町とも言えるでしょう。 

広大なキャンバスを歩いて回るだけでもかなりの時間がかかりました。 

１００カ国以上の国からの留学生がおり、勿論、日本人も在学していました。 

男子バスケットボールの名門として知られ、ＮＢＡに多くの人材を輩出して

いるとの説明に、ＮＢＡと聞いて思わず八村選手を思い出していた私です。 

 



そして特に印象に残っているのが、現地に着い

て２日目の７月３日に訪れたケンタッキー州会

議事堂でした。 

 

議事堂のあるフランクフォートは、レキシント

ン市から３５㎞程の郊外に位置しています。 

なんといっても、この建物の大きさ、構造、美

しさ、歴史に感動でした。 

議事堂内には、上院、下院両院の他、最高裁判

所があります。 

裁判所が置かれている事に先ず驚き、上院議員

室は一般に解放されていて、見学する事も可能で、

議長席や議員席にせっかくだから記念に座って来ました。 

 

この議事堂は、１９０５年に着工し、１９１０

年に開館しています。３階建の所々にフランス風

の設計やデザインが取り入れられていて、１階の

広いフロアーの中央には、ケンタッキー出身の大

統領エイブラハム・リンカーンの銅像がそびえ立

っていて、他に著名な方々の銅像も４方向に立ち

並んでいました。 

 

米国の歴史には多くの有名人が存在しますが、

リンカーンほど偉人として尊敬された人は数少な

いと私は思っています。 

 

奴れい解放宣言、そして演説の中での言葉（人

民の人民による人民の為の政治）は遠い昔、教科書で習った記憶に残る意味深

い言葉です。民主主義政治の原則でしょうね。ここで、この偉大な人に（銅像

ですが）出会えるなんてと、驚きと感動を覚えました。 

 



リンカーンの銅像の足のつま先に触れると幸福が訪

れるとのことなので、すかさず触れて、さすって拝んで

来ました（笑） 

 

また庁舎の中には、誰もが知って

いるケンタッキーフライドチキンの

カーネル・サンダースさんの胸像も

置かれていて、にっこり微笑んでい

たように思えます。博物館とさえ感

じる素晴らしい建物でした。 

 

 

翌日４日は、アメリカの独立記念日。 

私達訪問団は、男性は法被、女性は浴衣姿で盛大な

イベント、パレードに参加させていただきました。こ

れも貴重な体験です。パレードに参加する団体の数の

多さ、趣向を凝らしたコスチュームで踊りながらのパ

フォーマンス、レキシントン中心部の沿道やビルの高

層階まで大盛の見学者で埋め尽くされていて、最もア

メリカらしいスケールの大きいイベント、国民の祝日

なんだと納得でした。 

 

レキシントンは、新ひだ

か町の他、フランスのド―

ヴィル、イギリスのニュー

マーケット、アイルランド

のキルデア州と、諸外国と

の交流も盛んで、異国の文

化、産業、経済と、多くを

吸収し、そして発展してい



るのだと、我が町との温度差を感じざるをえません。 

短期間でしたが、私達訪問団が言語の異なるレキシントン市の異文化に触れ

る機会を頂き、協会各関係者の多くの方々そして快くホームステイを引き受け

て下さった皆様、また、渡米に際し早々から諸々の準備をしていただいた役場

職員の方々、私のような年配者を参加させて下さった事、合わせて感謝いたし

ます。 

姉妹都市提携３０周年と長きに渡り交流が継続されてきた事は、レキシント

ン市と新ひだか町との信頼関係がしっかりと結ばれている、それはやはり温か

い人と人との繋がりだと思います。 

これからを担う若者が新しいものを発見したり、取り入れたり、アイデアと

時には真似で、この町の産業が益々発展していく事を願い、この先もレキシン

トン市との交流が４０年、５０年と続く事を祈っております。 

とくかく大きなトラブルや事故も無く、全員無事に帰国できて何よりでした。 

余談ですが、ホームステイ先のリッチモンドは片道１時間の場所でＷｉＦｉ

が繋がらないお宅だったので少々寂しかったです。 

しかし、現地関係者の若者の青年とライン交換ができてちょっぴり嬉しいで

す。日本には山口県に留学の経験があって、将来、是非新ひだか町に来町した

いと日本語で話してくれましたから、心待ちに元気でいなければと（笑）思っ

ています。以上です。 

 



姉妹都市交流 30 周年記念㏌レキシントンに参加して 

三石旭町  木 村 明 美 

 

アメリカ・ケンタッキー州レキシントン市は、フランスのドーヴィル、

アイルランドのキルデア、イギリスのニューマケット、そして日本の新

ひだか町と姉妹都市提携をしており、今年「姉妹都市国際賞ベストオブ

ザ 2019 賞」を受賞したそうです。そんな素晴らしい都市と姉妹都市交

流できることは、私たち町民にとって大変光栄であり誇らしいことだと

思います。 

 

この度「姉妹都市交流 30 周年記念」

のレキシントン市訪問団員として一般

公募に応募させていただき、レキシント

ン市を訪問できたことは、私の人生の中

で大変ありがたく貴重な経験になりま

した。 

 

特に訪問中に迎えた「アメリカ合衆国独立記念日」のパレードに参加

できたことは、滞在中で最も思い出深い素晴らしい体験でした。 

女性陣は浴衣姿と男性陣は法被姿、手には揃いの団扇を持ち、和太鼓

に合わせて手拍子しながらの掛け声は日本の文化として異国の地で一

層人目を引いたと思います。パレードを見物することはあっても、参加

することは今後一生ないだろうと思い感動すら覚えたほどです。 

私はこれまでに、この姉妹都市交流プログラムを通してホストファミ

リーとしてゲストを迎える側を二回経験し、今回はゲストとしてホスト

を訪問する側となり両方を経験することができました。 

 

     

◆団扇で「新ひだか町」をＰＲ◆      ◆盛り上がったパレードの様子◆ 



両方を経験したからこその感想ですが、ゲストを迎える側として、こ

ちらのホストファミリーの方とお話しした時に、最大の問題は当然会話

やコミュニケーションについての不安でしたが、次に「うちに来た子は

何も食べなくて心配だ」とか「せっかく日本食を用意したのに食べてく

れない」また「どうやら部屋で、買ってきたお菓子を食べているようだ」

など、食事に関するお悩みをよく耳にしました。 

日本人はおもてなしの国民性なので、短期間に最大限のおもてなしを

しようとします。「せっかくだから日本食を食べさせたい」との思いか

ら、緊張と長旅の疲れで食欲のない朝に、彼らが食べたこともない日本

の食事を用意しがちですが、彼らが食べられるものを用意してあげるこ

とも大切なおもてなしの形ではないかと感じました。 

 

私が向こうのホストファミリーに訪問する側として、ホストが日本語

が全く分からないということでコミュニケーションの不安は当然でし

たが、最大の悩みはお土産を何にするかでした。 

私はホストファミリーとの事前のメール交換でお互いの情報を交換

し、お土産や食事について率直に意見を述べ合い調整しました。結果彼

らの望むものを贈ることができ喜んでいただけたと思っています。食事

については私が食べられるものを提供していただきましたが、やはり微

妙に味が違うので食が進まず日本食が本当に恋しくなりました。大人の

私でさえ食に関してはほとほと参っているのですから、中高生ならなお

さら辛いだろうと思いました。 

 

ホストファミリー宅に到着して驚いたのは、何もかもが豪華でまるで

アメリカ映画のセットの中にいるような感じでした。日本の一般家庭で

は考えられないことですが、ゲスト専用のバスルームがあり不自由を感

じませんでした。 

 

   

   ◆豪華なペンションのようなベッドルームとバスルーム◆     ◆ゲスト用

の居間◆ 



そんな中、面白いエピソードとして、朝食時に「飲み物は何がいいか？」

と聞かれ「ミルクかコーヒー」と答えたところ「日本人はコーヒーでは

なく日本茶だと聞いているが、アケミは本当にコーヒーなのか？」と驚

かれました。彼らは私のために日本茶を用意してくれていたのです。 

私は「日本では高齢者はお茶の人が多いですが、若い人はコーヒーを好

んで飲みます」と答えたところ、「アケミは一体どっち？」の問いに「私

は中年だけど気持ちは若いです」と答え、大爆笑になりました。 

  

三日目の朝食は、私が簡単な日本の食材を

持ち込み、食文化の交流をしました。 

 

〇パックご飯で「鮭茶漬け」 

〇切り餅と海苔で「餅の磯べ巻き」 

 

 

 もちろん言葉の壁もあり、最初はスムーズ

な会話にならずとまどいましたが、後半は耳

が慣れてきて、だんだん聞き取ることが容易

になっていく自分に気づきました。 

  

連日の様々な歓迎を受けたりホストファミリーと過ごす時間の中で、

還暦に間もない私でさえ「もし長く滞在出来たら英語が理解できてもっ

とコミュニケーションが取れるのでは…」と思いました。 

 

この姉妹都市交流では、毎年 10 日間ほど中高生が交流していますが、

今後はこのパイプをさらに強化し、希望者がいれば一年間の交換留学が

可能になるようなシステムに発展できたら、高校の定員割れやそれに伴

った学級減を「交換留学に特化した地域」として食い止められるのでは

ないでしょうか。それが新ひだか町の子供たちにとってどんなに素晴ら

しいことだろうということを強く感じました。 

その実現のためには、行政だけに頼らず民間も積極的に参画し、この

事業を町民全体と共有することが大切だと思います。 

 

今後 40 周年、50 周年に向けて、実りある充実した交流になっていく

ことを切に願います。 

 

◆日本食初体験のお二人◆ 



レキシントン市３０周年記念訪問 

 

                            井 上 美千代 

 

今回訪問団に参加したのは、広報に募集が掲載されたのを見つけ、ホームステイを

含め外国の地での生活を試してみたいと思い簡単な気持ちで応募をしました。ケン

タッキー州レキシントン市との姉妹都市提携３０周年と言う大きな節目の大切な訪

問という意識は失礼ながらその時は思っていませんでした。そんな気持ちでスター

トした私の旅でした。 

７月１日小雨の降る少し肌寒い中家を出発。直ぐに忘れ物を２つ思い出しもう一度

戻り再出発。失敗が日頃ある私には象徴するような出発。まだ多く会話をしていな

い皆さんと上手くやって行けるか不安な気持ちの中スタートです。 

 旅行会社の方も来られていたので、手取り足取りかと思いきや自分でチェックイ

ン。JAL の方に促されて無事終了。JAL の荷物重量は国内線２０kg、国際線２３kg

までが無料でした。（忘れがちですが空港に出掛ける前に計った方が無難です。空港

でスーツケースを開け締めしなくてはならず焦ります。国内外、会社により異なる

場合あり、要チェック。私も帰国時、ホームステイの家でチェックを忘れていまし

た。大丈夫でしたが。） 

先ずは国内線。明日の空の旅ロングフライトに備えて、まずは予行練習と言った所。

上野まで宿泊の為大荷物で移動。梅雨の蒸し暑さに閉口。乗り換え駅で私のみ切符

購入のため他の方達グループと別れてしまい、別々にホテルに到着。後になってい

たのに団長と私が先に着いてしまいました。

皆様を混乱させてしまった様で、出だしから

これで申し訳なかったです。一休みし皆で和

を得るため夕食へ。田舎者の私達は都会を味

わい、本日を持って暫し日本食とお別れして

就寝。 

早朝から移動。飛行機内では十分な眠りは得

られず、寝ては食べ、食べては寝ての繰り返し。そんなこんなで、成田からダラス

１２時間＋ダラスからレキシントン２時間２０分のロングフライトでやっとレキシ

ントンに到着。ホームステイ先は私達の所のみ２人で大畠さんと一緒。ホストの老



父婦は受け入れが初めての事だと言う事でした。歓迎のネー

ムプレートも掲げて下さいました。空港からそう遠くなく家

に着くと、一人一人にそれぞれのベットルーム、クローゼッ

ト、シャワールーム、洗面所とお姫様気分。夕食を食べなが

らお土産を渡し和やかムード。大畠さんは“線路は続くよ、

どこまでも” を歌ってくれていつの間にか四人で日米合唱。 

言葉の壁はあれど、お互いが

分かり合おうとする気持ちがあれば通じて行くのを感

じました。ホストのお母さんは、「貴方の家の様に好き

な様に暮らしてね、私の家は貴方の家なのだから。」と

言ってくれました。その言葉はステイ中何度もかけて

くれました。 

 私は毎日朝早く起きてしまうので、散歩を日課とし、毎朝

レキシントンの街を散策しました。ランニングを熱心にして

いる人も多かったです。日本では余り見かけなくなっている

大型犬の散歩の人に会うのが楽しく、人も犬も嬉しそうに散

歩しているのが印象的でした。立派な教会に立ち寄ることも

出来ました。熱心な信者は朝早くからお祈りを捧げていまし

た。ホストのご家庭もキリスト教信者であり、大畠さんが教

会を見たいと言った所とても喜んで連れて行って下さいました。信者でない者でも

全然大丈夫との事で礼拝もして来ました。貴重な経験が出来ました。様々な宗教が

ありますが、心の拠り所を持つ文化に触

れることが出来ました。 

 訪問中はかなり密なスケジュールが盛

り沢山で、とても興味深い物でした。レ

キシントン市長を交えての多くの人が集

まっての夕食会では３０周年記念訪問と

してお互いの挨拶、記念品交換と、やっ

とここでこの旅の重要性に気づきました。この様に姉妹都市を結び、少しでもお互

いが理解し合う事は、その時点で終わるのではなく、それを少しでも広めていく事

のきっかけになると思いました。 



 丁度アメリカの独立記念日が日程の中にあり、市のパレ

ードにも参加しました。私達は浴衣を着て台車に乗り、沿

道の人々に手を振りました。日本を知ってもらい少しでも

友好を深める懸け橋になれたら良いなあと思いました。 

 最終日は多くの方達とレキシントン市から２時間程離れ

た所で日中のデイキャンプをし、最後のパーティーとなり

ましたが、市の皆さんからフォスターの“懐かしのケンタ

ッキーの我が家”を歌って頂き、こちらからも大

畠さん先導で“線路は続くよ、どこまでも”を歌

いました。レキシントンと日本、海を越えてお互

いの線路が繋がって欲

しいなと思いました。 

 今回は素敵な家に泊

まらせて頂き、素敵な思いを沢山させて頂きました。し

かし、どの国においても色々な暗い問題は発生している

と思います。それは私達の国も勿論の事です。そんな部

分も感じられたりしたかったなあとも思いました。今回

はなかなかその様な事を話す機会、余裕、語学力もなく

それが少し残念でした。 

 これ以降も姉妹都市としての事業がいつまでも続いて行く事を期待しております。 

 今回参加させて頂きありがとうございました。 
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「我々新ひだか町民はレキシントン市か
ら何を学び、何をするのか。」 

姉妹都市提携３０周年記念の訪問にあたり、
私なりの目的は上記の問いへの答えを見出す
ことであった。新ひだか町は、他の北海道地
方町村のように、現在様々な問題を抱えてい
る。産業衰退、それに伴う人材流出と人口減
少、高齢化等の町の存続に関わる問題だ。競
走馬関連産業は、その顧客や産業モデルの性
質上極めて特殊な分野であり、不況等の外的
な経済変化に脆弱である。新ひだか町が長期
に安定成長を続ける為には、新たな経済の軸
となりえる産業を、短期的な馬産業強化に加
えて模索する必要がある。様々な試行錯誤を
行えるのはまだ経済的な余裕が残っている今
しかない。 

レキシントン市は新ひだか町の未来像
を模索するにあたり、有力なモデルとなりう
る都市だ。第一の理由に共通点の多さが挙げ
られる。３１年前に姉妹都市提携を結んだき 
っかけがお互いに馬産地であったように、レ
キシントン市も新ひだか町のように馬産業を
経済の軸の一つとしている。一方で、レキシ
ントン市は新ひだか町と異なり人口減少、人
材流出、高齢化等の問題を抱えている様子は
ない（図１と２を参照）。歴史的にレキシン

トン市は１９５０年代に大きく人口増加しそ
のまま人口が増え続けているのに対し、新ひ
だか町は 1980 年代を境に３万人台だった人
口が減少し始めた。2000 年代は平均で 10％
前後で人口が減っている。今回の３０周年訪
問では、１９５０年代以降の新ひだか町とレ
キシントン市の比較検証と、新ひだか町がレ
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図１：新ひだか町とレキシントン市の人口推移
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キシントン市のような成長を遂げる為の戦略
設計に役立つ知見を得ることであった。

視察内容 
視察は６日間に渡り行われた。レキシントン
姉妹都市委員会が事前設定した日程（表１を
参照）に基づき、レキシントン市だけではな
く、周辺都市地域の観光施設や学校施設等の
訪問をした。その際、訪問先施設の職員等へ
の質疑応答を通して様々な聞き取りを行うこ
とができた。また、視察に同行してくれた姉
妹都市委員会役員の方々からレキシントン市
やケンタッキー州の動向や問題などの情報を
得ることができた。ホームステイ制度により

一般家庭に滞在することができたので、ホス
トファミリーからも様々な話を聞いた。

今回の視察ではいろいろな人と話す機
会に恵まれた。レキシントン市運営に直接関
わっている市長や市議会議員や地元の高等教
育の中枢を担うケンタッキー大学の国際関係
事務の事務長を始め、ホームステイ受け入れ
先の一般市民や地元中・高校生などから直接
聞き取りをすることができた。これは、市町
村や商工会関係者交流に限られる通常の記念
視察では珍しい事だ。一般的に、市町村レベ
ルの訪問での交流機会は各界の有力者に限定
されることが多い。その点、今回の調査は

表１：姉妹都市３０周年記念視察の日程 
１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 

主な目的 レキシントン
市到着・ホス
トファミリー
との面会

地域産業関連施設
の見学 

独立記念パレード
参加 

高等教育機関の見
学 

文化・自然見学 帰路 

訪問先 地元伝統レス
トラン

レキシントン庁舎 レキシントン市街
地 

ローカストレース
農業学校

ケンタッキー民
族芸術センター

地域有力牧場 地元プロ球団レジ
ェンズの本拠地球
場 

ケンタッキー大学 カーター洞窟

バーボン蒸留所 ケンタッキーホー
スパーク

地域出身有力者
と晩餐会 

キーンランド競馬場ケンタッキー州
会議事堂
地域小規模大学

主な交流
対象者 

-ホストファミ
リー

-レキシントン姉妹
都市委員会

-レキシントン姉妹
都市委員会

-レキシントン姉妹
都市委員会役員

-レキシントン姉
妹都市委員会

-ホストフ
ァミリー

-地域牧場管理者 -一般市民 -農業高校校長 -ケンタッキー州
民芸専門家

-ケンタッキー州議
会職員

-他の姉妹都市交流
参加の高校生

-ケンタッキー大学
の国際関係担当事
務局長と教授

-ケンタッキー州
出身の政治・経
済界有力者

-レキシントン市
町・役員・その他
各界有力者

-地元有力企業役員
夫妻

-ホストファミリー -ホストファミリ
ー 

-ホストファミリー -ホストファミリー
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様々な情報を多角的な視点で採取することが
できた点で特に有効であったといえる。 

今回の視察のもう一つ有効点として、
レキシントン姉妹都市委員会役員が密着同行
してくれたため、6日間を通して徐々に信頼
関係を構築できたことがある。密な信頼関係
を構築していくにつれて、後半４日目や５日
目にはレキシントン市や姉妹都市委員会内が
抱えている比較的デリケートな問題点などま
で踏み入った情報を入手することができた。こ
れも、一般的な外交訪問でみられる、比較的
表面的な交流とは異なる今回の視察訪問の良
い点だった。

視察後の考察 
6日間に渡る視察の結果、レキシントン市周
辺地域には（１）ケンタッキー大学を始めと
して高等教育機関を中核とした、（２）各市
政府・役所、（３）各産業、（４）市民の４
要素からなるシステムを構築していることが
明らかになった。これら要素は、お互いに持
ちつ持たれつの関係で、相互にメリットをも
たらす関係を構成している。システムの根幹

には、ハイレベルな施設・資源を有した高等

教育機関の存在があり、ケンタッキー州内で

の人材育成のみならず、産官連携の要の役割

を果たしていたり、州外からの優秀な人材の

受け入れ先として機能している。そのケンタ 

ッキー大学から施設・資源面で恩恵を受けな

がら、大学教育レベル底上げに大きく貢献し

ているのが、地域自治体で運営している「マ

グネット・スクール」といわれる特別カリキ 

ュラムに特化した公立高校群だ。特にレキシ

ントン市は様々なマグネット・スクールを擁

しており、地域の優秀な子供は早い段階でマ

グネット・スクールへ進学し、高度な教育を

受ける。また、その人材の雇用先として馬産

業だけではなく様々な産業を有しており、産

業自体も優秀な人材が活躍することで発展し

ている様がある。ただ、産業面は改善余地が

あるようで、更なる雇用拡大策を模索してい

るようだ。

ケンタッキー大学と高等教育機関 
レキシントン市周辺システムの根幹に位置し
ているのが、ケンタッキー州最大の教育・研
究 機 関 で あ る ケ ン タ ッ キ ー 大 学  （ The
University of Kentucky）だ。米国では主に１
９世紀に政府主体でドイツ大学式の州立研究
大学を設立する動きがあった。ケンタッキー
大学もその流れを汲む大学で、今では生徒数
３万人以上を誇る、ケンタッキー州立大学群
の旗艦校として君臨している。全米大学群で
は中規模にあたり、教育・研究レベルは中級
程度だ。
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ケンタッキー大学は州を代表する州立
大学として、全米から一流の研究者・専門家
を集めている。例えば、私のホストファミリ 
ーは、夫はオハイオ州立大学で幼児治療分野
で大御所だった医者で、妻は米国指折りのコ
ロンビア大学卒業後、オハイオ州立大学医科
大学院で医師免許を取得した高学歴一家だ。
彼ら家族がレキシントンに移住したのは約５
年前で、その理由は夫がケンタッキー大学付
属病院の幼児医療部の部長医として勤務する
ことになったからだ。また、視察中に交流機
会があったレキシントン市の政界・経済界有
力者は、ケンタッキー州外出身であるものの、
ケンタッキー大学に進学したことをきっかけ
にレキシントン市でその後就職し住み着いた
者が半数以上を占めていた。特に、州外出身
だがケンタッキー大学の法科大学院を卒業し、
地域で有力な弁護士になっている者、経営大学
院（ビジネス・スクール）で経営学修士号（MBA）
を取得し、地域経済界で成功している者が多数
見られた。ケンタッキー大学という全国的にも
力のある高等教育機関の存在が、外部からの人
的資源獲得に大きく貢献し、地元人材育成や産
業発展にも大きく貢献している。また、レキシ
ントン市周辺にはケンタッキー大学だけでな

く、比較的小規模で質の高い大学が数多く存在
している。例えば、１７８０年創立の歴史を誇
る、トランシルヴァニア大学（Transylvania 
U n i v e r s i t y  ）やセンター大 学（C e n t r e  

College）など、様々な高等教育機関がある。

自治体が運営するマグネット・スクール
プログラム 
レキシントン市の教育レベル底上げに大きく貢
献し、また良質の教育を子弟に施したい優秀な
若い夫婦やカップルの呼び込みに大きく貢献し
ているのが、マグネット・スクールだ。マグ
ネット・スクールは元々人種間格差を減らす目
的で作られた米国独特の公立校システムで、自
治体主導で英才教育・特殊教育・専門教育を施
す為の特別カリキュラムを実践している。レキ
シントン市周辺には６校のマグネット・スクー
ルがあり（表２を参照）、生徒のニーズに合わ
せて良質の教育を行っている。ホストファミ
リー子息も含め、今回訪問中交流機会のあった
地元高校生の多くがマグネット・スクール学生
であった。
　　ホストファミリーと元高校数学教師の現レ
キシントン市姉妹都市委員会役員からの情報に
よると、これらのマグネット・スクールの中で
も STEAM Academy は教育水準が非常に高いよ
うだ。国際数学オリンピック等学際的ー子息も
イベントにも積極的に参加し、卒業生はケン

タッキー大学のみならず、米国全土の有力大学
へ進学する。少人数教育を掲げている為、全志

望者の１０％前後のみ合格が許される。北海道
で同水準の教育を行っているのは10 校未満（札
幌南・北、北嶺、旭川東等）だろ う。STEAM
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Academy以 外 で も 、 Frederick　Douglass 
High School や、通常高校の Lafayette High 
School の特別コースでも相当レベルの高い教
育が行われている。同じ米国内でも、ワシン
トン DC やニューヨーク市では高額な学費が
課せられる有名私立高校が台頭している一
方、レキシントン市周辺ではハイレベルな教
育への門口が広く開かれている。

また、これらマグネット・スクールとケ
ンタッキー大学を含む高等教育機関が密接に
連携している。例えば、STEAM Academyの
多くの学生は学術的な研究プロジェクトに参
加している。これらプロジェクトはケンタッ
キー大学の研究施設を利用する。夏季休暇期
間は、ケンタッキー大学での研究プロジェク
トに直接参加する、など、世界レベルの学際
研究に早い段階で触れることができる機会が
数多く設けられている。

高等教育を中核としたシステム 
ケンタッキー大学、自治体が運営するマグネ

ット・スクール、そして、地域産業、地域市
民の関係性をまとめると図３のようになる。

ケンタッキー大学：  州 全 体 の 科 学 技

術・学力の底上げを大学教育を通して行ってい
るだけではなく、州外から有益な人材・資源を
獲得する窓口的役割を果たしている。また、各
種専門大学院を通して州内のプロフェ ッショナ
ル養成を行っている。加えて、病院施設等重要
インフラを提供している。

地方自治体：マグネット・スクールの運
営・強化を通して、安価で良質の基礎教育を地
域市民に提供。結果、地域の基礎学力の底上げ
と、良質の教育を子弟に施したい比較的若い人
口の呼び込みに大きく貢献している。 

地域市民：レキシントン市周辺の出身者
のみならず、州外出身者が多数。ケンタッキー
大学進学がきっかけでレキシントンに移住する
者や馬関連や製造業に関連して移住してきた住
民も多数いる。州外から移住した者は特に優秀
な人材である。また、その子息はマグネット・
スクールが充実していることから、安心して公
立校に通わせることができると定評で、よりレ
キシントンに住みやすい環境作りがなされてい
る。

地域産業：馬関連産業はもちろんのこ
と、世界的に有名なバーボンブランドやトヨタ
を始めとした製造業が盛んである。地域住民に
多様な雇用先を提供している。各産業界の企業

表２：レキシントン市周辺のマグネット・スクール 
学校名 学年 科目 

Frederick Douglass High School 高校 生物・医学コース 
Tates Creek High School 高校 国際バカロレアコース 
Lexington Traditional Magnet School 高校 STEM（科学・技術・工学・数学）コース、教養コー

ス、芸術コース
Dixie Magnet Elementary 小学校 芸術コース
Maxwell Elementary 小学校 スペイン語コース
STEAM Academy 高校 STEM コース
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経営、制度設計、技術開発などにケンタッ
キー大学の専科大学院（工学研究科、法科
大学院、経営大学院、医学大学院、公共政策
大学院等）出身者が活躍している。

新ひだか町はレキシントン市から
何を学び、何をするのか。 

上記の分析からレキシントン市と新ひだか町
が大きく異なることが露呈した。特にケンタ 
ッキー大学とマグネット・スクールを中心と
した教育基盤と多様な産業により、地域外か
ら優秀な人材を引き込み、地域内では優秀な
人材を育てるシステムが構築されていること
が分かった。ますますの過疎化と産業衰退化
が懸念される昨今の新ひだか町において、レ

キシントン市のモデルは模倣すべき要素が多
い。馬関連産業と農業・水産といった第一次
産業のみでは外的な経済変化に脆弱であり、
今後外部・内部いずれからも優良な人材が劇
的に生まれる見込みはない。そのような現状
を打破するために、長期と短期戦略の両方を
考慮する必要がある。

長期戦略
国際化に特化した高等教育強化と産業の
多角化 
レキシントン市を模倣し新ひだか町内で独自
のエコシステムを形成する場合に高等教育の
競争力強化と産業の多角化を欠かすことがで
きない。

図３：レキシントン市周辺の大学、政府、産業、市民の四つ巴関係
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国際化に特化し高
等教育を強化： 高等教育の
競争力を独自に強化するこ
とは非常に難易度が高い。
現状として高等教育機関が
存在しない新ひだか町が全
国的に優秀な人材を呼び込
める機関を育むには明確な
戦略が必要だ。一からの設
立を目指すのではなく、大
学を誘致してはどうか。現
在大学の国際化の波が日本
に押し寄せており、全国的
に国際教養に特化した大学設立の動きが広が 
っている。有名な例としては、秋田県秋田市の
国際教養大学（2004 年設立）や大分県別府市
の立命館アジア太平洋大学（2000 年設立）等
が挙げられる。両校の詳細は調べて頂きたい。
新ひだか町も積極的に大学誘致活動を検討して
みるべきだ。先ずは情報収集から始めなくては
ならない。 

産業の多角化：現状の新ひだか町の産業
は馬関連産業と農業・水産業等の第一次産業に
一本化をしている。特に主力産業である馬関連
産業は経済の外的影響に脆弱なため、長期的に
は主力産業を多角化する必要がある。レキシン
トン市は多角化にある程度成功しているが、新
ひだか町はより積極的な多角化戦略をできるだ
け早く打つ必要がある。多角化戦略作成を行う
上で重要な要素として、現在新ひだか町の産業
が相手にしている顧客・市場と保有している
（技術、資源、人材等からなる）能力の２要素
を考える必要がある。

多角化の方向性を考える上で大きく分け
て２通りの考え方ができる。同じ能力を使っ
て、全く新しい顧客層・市場を狙いながら、

新技術を獲得している「右回り」戦略（図４）
と、現在知識豊富な市場・顧客層を相手により
有利に競争ができるよう新技術を獲得していき
ながら徐々に顧客層を広げていく、「左回り」
戦略が考えられる。右回りルートの良い例とし
ては、馬具加工技術を皮製品製造に転用した例
がある。左回りは、馬の管理のデジタル化など
が考えられるか。現段階では両方向の道を模索
するべきだと考えられる。いずれにせよ、大規
模な街をあげての多角化戦略が望ましい。 

多角化戦略を進める上で、新ひだか町が
まず実行しなくてはならないことは、現状能力
と顧客の把握だ。現段階では、馬関連産業の能
力が相当量存在していることはなんとなく把握
されているが、産業・市場のカテゴリーの枠
に関わらず、どのような技術・人材・資源を
保有しているか自己認識しなくてはならない。
その上で、既存能力を使いどのような新市場に
参入できるか、既存の市場で勝ち抜くためにど
のような能力を獲得するべきかがの検討が可能
になる。例えば、各界の有力者を集めた勉強会
を定期的に行い、新ひだか町が保有している技

図４：多角化戦略の分類 
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術・人材・資源を洗い出して
はどうか。既存の能力を把握す
るにあたり、日常と同じ環境で
は町全体の資源としての視点
で、大局的に自己分析し議論す
ることが難しい。あえて、様々
な産業や立場の者が集い議論す
る為の場を作らなければならな
い。 

現在の新ひだか町が多
角化戦略を計画実行するにあた
りまず必要なのは若手人材確保
と育成だ。圧倒的に欠けている
のは優秀な若手人材だ。新市場
の吟味・参入計画を建てる上で
必要な世間のトレンドや流行に関する情報を
積極的に集め、分析し、それに対する計画実
行できる若手人材が決定的に欠けている。そ
ういった意味で、まず高等教育を強化するこ
とは、新ひだか町の多角化に直結する。 

留意すべき点は、既存ブランドの使い
方だ。右回りルートで多角化するにあたり馬
産業中心に全国的に知れている新ひだかのブ
ランドをどうするか。理想は、既存ブランド
の認知を活用できる、あるいは強みにできる
形で多角化を進めることができると良い。し
かし、既存ブランド活用へのこだわりが、全
く新しい事業・産業進出への妨げになる場合
も起こりうる。多角化戦略を考える上では、
まずは既存ブランドを一切忘れて、ある程度
戦略の方向性が見えてきたときに、既存ブラ
ンドをどう利用することができるか後付け的
に考慮するのが良い。

短期戦略 
レキシントン市の教育資源を有効活用 

新ひだか町の競争力を挙げるうえで実行し得
る短期的戦略として、レキシントン市との姉
妹都市関係をより一層密にすることを提案す
る。能力・政治面両方に置いて、新ひだか町
がいますぐに大規模投資をすぐに行うことは
現実的に難しい。幸いなことに、良質な基
礎・高等教育は既にレキシントン市に存在し
ている。例えば、ケンタッキー大学は弘前大
学、群馬大学、熊本大学など、地方国立大学
以上の研究能力を有す。ケンタッキー大学と
同等以上の設備・実力を誇れる北海道の大学
は北海道大学のみだ。周辺のマグネット・ス
クールも少なくとも札幌市の東西南北高校レ
ベル以上の教育を行っている。姉妹都市関係
を活用し、これら教育機関と交流を深めるこ
とで、新ひだか町の教育機関を町周辺だけで
なく町外の若者にとっても魅力的なものにす
ることはできないか。先ずは、新ひだか町内
の高校とレキシントン市周辺高等機関との交

図５：レキシントン市周辺教育資源の活用 
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流を密にすることで、レキシントン市周辺の
教育資源を活用する（図５を参照）。 

新ひだか町の高校からケンタッキー大
学や周辺大学へ進学できるパイプを作る： 
静内高校や農業高校から毎年数名ケンタッキー 
大学へ進学できるパイプを作ってはどうか。
兵庫県の灘高校や東京都の開成高校など名門
私立高校の上位グループは米国のトップ大学
進学を目指す時代になった。この流れをうま
く利用し、これまで無名だった公立高校が海
外進学指導に特化し、生徒を獲得する動きも
広まっている。例えば、大阪府立箕面高校の
事例等は、地域４番手の中堅公立高校（偏 
差値５０台）であったが、海外進学指導に特
化した改革が功を奏し、改革１期生の２０１
７年度卒業生は海外名門校に１７名の合格者
を輩出している。柳井財団や孫正義財団など
の米国大学進学生向けの返済義務なしの全額
奨学金立ち上げの影響もあり、米国名門校進
学が日本の高校生の選択肢となりつつある。
就職も日本企業・外資系企業が日本語と英語
両方を流ちょうに話せる人材を積極的に採用
している。一方、この流れはまだ北海道には
達しておらず、北海道では立命館慶祥高校が
ここ数年海外進学指導の動きを見せ始めたの
みだ。波が札幌に本格的に達するまえに、新
ひだか町が先手を打つのはどうか。国際教育
という大きな軸をもってして、新ひだか町内
の高等教育を町外の優秀な学生にとって魅力
的なものにするのだ。これは、優秀な人材を
町外に流出してしまうのではなく、魅力的な

カリキュラムによって町外の優秀な学生とそ
の家族を町内に呼び込むことに繋がる。

パイプを作ること自体は比較的簡単だ。
ケンタッキー大学や周辺大学は日本人留学生
が他国からの留学生と比べて圧倒的に少ない
こともあり、日本人留学生を欲している。大
学側のサポートシステムも相当充実しており、
多少言語の壁があっても安心して勉学に励む
ことができる環境であると感じた。実際にパ
イプを作るにあたり壁となってくるのは、
（１）米国大学の高額な学費と（２）出願
や大学での勉強についていくための能力開
発である。解決策はある。
ケンタッキー大学などの州立大学は州内出
身の学生対象の学費設定があり、州外の学生
に比べて安価に進学できる。新ひだか町とレ
キシントン市の姉妹都市関係を利用し、新ひ
だか町の高校出身者に州内出身者向け学費を
適応してもらえるよう交渉する。私立大学は
独自に返済義務なしの奨学金を出している学
校も多数あり、静内高校からそれらの奨学金
への推薦枠をだしてもらえるよう交渉するこ
とも可能だ。また、新ひだか町周辺企業と自
治体で基金を作り、少しずつ寄付をしあ った
資金を運用してそこから、新ひだか町独自の
奨学金を設立する道もある。

高校生の能力的・精神的な準備の問題
もある。パイプが制度化されていない構想期
には前例が蓄積されておらず生徒自身がケン

表３：ケンタッキー大学と国内私立大学の学費比較（２０１９－２０２０年度） 

ケンタッキー大学 早稲田大学 北海学園大学 

学費

（年） 

州内出身者 州外出身者 政治経済学部 基幹理工学部 経済学部 工学部 

¥1,335,930 ¥3,316,048 ¥1,199,000 ¥1,545,000 ¥1,204,000 ¥1,552,000
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タッキー大学などで活躍している像を想像で
きない。そこで、２つの解決策を提案する。
一つ目は、現在姉妹都市交流の枠組み内で試
験運用中の新ひだか町高校でのインターンシ
ップ制度を強化し、日本国内での就職を希望
するケンタッキー州民を新ひだか町の教育機
関で積極的に受け入れることだ。ケンタッキ
ー大学出身の人材を積極採用することで、ケ
ンタッキー大学に入学・学ぶ上でのノウハウ
を新ひだか町が吸収し、高校生育成に活か
す。例えば、彼らに TOEFL 試験準備や願書
に必要書類準備に積極的に関わってもらう。
二つ目の策は、日本の高校生の米国大学進学
推進をしている NPO 団体と連携を深めるこ
とだ。彼らは全国的にサマーキャンプや説明
会等を開催し、日本の高校生の米国大学進学
の後押しをしている。そういった団体と地方
自治体として積極的に連携するのはどうか。
短期的には、自治体として専門家を雇う選択
肢もある。

マグネット・スクールと静内高校・農
業高校間で長期交換留学制度を作る：大学と
のパイプに加えて、高校間でレキシントン市
周辺のマグネットスクールと長期で交換留学
する制度を作ってはどうか。新ひだか町の高
校生がレキシントン市のマグネット・スクー
ルの高度な教育を受けることができる素晴ら
しい機会だ。その後、ケンタッキー大学を始
め、全米の名門大学進学の選択肢が見えてく
るだけではなく、日本国内の国際派の名門大
学（早稲田大学国際教養学部、上智大学国際
教養大学、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス
等）への進学が現実的になってくる。

ケンタッキー州の優秀な若手教師に新
ひだか町で教鞭をとる機会を作る：  新ひだか
町や地域の高校がケンタッキー州の人材を積
極的に雇用することで、彼らのスキルを効率
的に活用することができる。そうすること
で、日本でのキャリアを希望しているケンタ 
ッキー州の米国人に日本国内での雇用のきっ
かけを提供することもできる。現在日本での
外国人雇用は東南アジアからの低価格・低ス
キル労働の枠組み内に囚われている側面があ
り、米国を始めとして欧米の高スキル労働者
を活用する動きはすくない。これはもったい
ない。中国が世界で台頭するなか、世界中で
日本語学習人口は減少しており、日本の少子
高齢化と合わさって、「日本語は絶滅危惧種
だ」という某専門家もいる。その中で、日本
国内での外国人の雇用機会を積極的に増やす
ことは日本語を履修するメリットを増すこと
にもなる。それ以上に、過疎化がますます進
む新ひだか町にとって、レキシントン市周辺
の高スキル労働力を得ることができるメリ ッ
トは非常に大きい。特に新ひだか町の教育国
際化を目指すにあたり、強力な戦力となりう
る。

次の３０年をどう生きるか 
新ひだか町とレキシントン市が姉妹都市提携
を結んだのは 1988 年。日本がまさに勢いに
乗っていた時代だ。その後様々なことが起こっ
た。バブル経済は崩壊し、日本は「失われた
１０年」を経験した。新ひだか町の産業経済
も３０年前とはかなり異なった形相を見せて
いる。一方、その間に、新ひだか町とレキシ
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ントン市は、主に高校生の交流訪問事業を通
して密な関係を築き上げてきた。その過去３
0年を振り返り、我々新ひだか町民はこれか
らの３０年に何を求め、どう生きるか。今、
新ひだか町は将来への分岐点を迎えている。
本報告書では、私が姉妹都市３０周年記念訪
問団の一員としてレキシントン市を訪問し学
んだ内容を踏まえて、新ひだか町の将来像の
一案を述べてみた。無論、現段階ではアイディ
アのたたき台段階で、もしこれらの案を追及

するとなるとかなりの時間と労力、そして、
町全体を挙げた活動が必要だ。新ひだか町民に
そのような変革の覚悟はあるか。私たちの
地元愛がいまここで問われている。

武田 悠作 （たけだ ゆうさく）

経営学者。ハーバード大学経営大学院 博士課程研究員 (Ph.D. 課程)。 同大学 

教務職員（Teaching Fellow）。新ひだか町出身。ウェズリアン大学卒業（フリー

マン奨学生・優等賞）。ニューヨークの IT 関連会社勤務、一橋大学にて野中郁次

郎名誉教授の助手として知識経営論研究に従事後、船井情報科学振興財団より

支援を受け、2016年より現職。企業の技術革新や多角経営を社会認知論の視点

で分析した研究で功績をあげている。船井情報科学財団海外学部奨学金の立案

者・選考委員や柳井正財団海外奨学金メンターとして、米国大学や大学院へ学位

留学する選択肢を広める取り組みを積極的に行っている。

ウェブサイト：www.yusakutakeda.com



セカンドホーム 

語学サポート 高 辻 麻 衣 

 

 私は今回でレキシントン市を訪問するのは３度目でした。１度目は高

校１年生の時に姉妹都市交流団の一員として訪れ、２度目はその４年後

にホストファミリーとして受け入れてくれた家族に会いに行きました。

それから３年がたった今回、大変光栄なことに新ひだか町出身者として

重要な役割を任命され再び訪れる機会を頂きました。今回の記念訪問は、

旅行では体験することのできない様々な貴重な経験をさせていただき

ました。このレポートの中では特に印象に残った３つについてご紹介し、

そして新ひだか町の学生の皆さんにメッセージを送らせて頂きと思い

ます。 

 

まず一つ目に印象に残ったのは、７月４日のアメリカ独立記念日を祝

うダウンタウンでの市をあげたパレードに姉妹都市交流のコミュニテ

ィ団体の日本代表として参加できたことです。日本にいてもパレードに

参加するということはなかなか経験することはないと思います。とても

暑い炎天下のなか、団員の皆さんと一緒に浴衣や法被を着てダウンタウ

ンを一周しました。レキシントン市と新ひだか町との姉妹都市の友好関

係をレキシントン市民の皆さんに証明し、知ってもらうには絶好の機会

であったと思います。また私個人的には、ホストファミリーが浴衣のこ

とを知らなかったので浴衣姿を見せることができて良かったです。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二つ目は、ケンタッキー大学の見学です。ケンタッキー大学はケンタ

ッキー州立の大学で州内では最大の３万人を超える学生が在籍してい

るようです。日本の大学では比べものにならないくらいの敷地面積の広

さと、手厚い学生サポートの制度が整っていました。また世界４８ヵ国



からの留学生も在籍しておりその多様性も日本ではなかなか見ること

のできない点であると思いました。敷地内には教会や４つの図書館、警

察署、クリニックなど日本では考えられない施設もありました。あまり

にも広いので、ほんの一部しか見学することはできませんでしたが、十

分に精度の高い教育と、勉強に全力を注ぐことのできる環境が整ってい

ることが伝わりました。 

 

三つ目はレキシントン滞在の最

終日に、レキシントン市から車で

２時間離れたところにあるマクガ

イアという所でデイキャンプをし

たことです。姉妹都市交流のコミ

ュニティの方のお知り合いでその

別荘を所有している方がご厚意で

わざわざワシントンから駆けつけ

てくださり、招待をいただいた特

別なものでした。緑が生い茂る森

の中にある立派なログハウスで、

内装から設備から用意してくださったお料理からすべて本当に素晴ら

しい場所で、豪華で優雅な時間を過ごすことができました。ここでの時

間もまた、旅行では体験できない特別なものでした。中でも特に印象に

残っているのは、弾き語りのプライベートコンサートをしてくださり、

最後にはケンタッキーの州歌を合唱してくれたことです。３度目のケン

タッキー州ではありましたが初めて耳にする州歌で、今回の滞在で経験

した様々な思い出を振り返って、感慨深い気持ちに更けていました。 

 

最後に学生の皆さんへ、 

私は高校１年生の時に初めての海外がレ

キシントンでした。得意科目だと思っていた

英語でしたがまったく話せず固まってしま

いました。優しく、本当の家族のように迎え

てくれたホストファミリーに伝えたいこと

を全く伝えられなかった悔しい経験が今の

自分を作ってくれたと思っています。あれか

ら約７年が経ちますがホストファミリーと

はずっと連絡を取り合っています。今回自分

の伝えたいことがしっかり自分の言葉で伝

えられるようになった今、７年越しの感謝の気持ちを伝えることができ



ました。私は新ひだか町とレキシントン市に実家があるように思います。

レキシントン市への交換派遣は、新ひだか町民として誇らしく恵まれた

機会です。これからの進路を考える上でも絶好の機会です。レキシント

ン市を訪問するだけではなく、自分の街に招待し、我が家に迎え入れる、

この経験もまた、素晴らしい経験になるはずです。言葉の壁や文化の壁

はもちろんあります。でもその壁にぶつかることがなければ学ぶことも

できないと思います。壁にぶつかることを恐れずに、どんどん挑戦して

みてほしいです。 

今回の訪問は、通訳という立場で参加させていただきましたが、まだ

まだ未熟で皆さんの力になること

は十分にはできませんでした。そん

な私を優しくサポートしてくれた

団員の皆様をはじめ現地の方々に

感謝の気持ちでいっぱいです。今回

の悔しい経験、そしてこれからもた

くさんの経験を重ねて新たな目標

に向かって新ひだか町出身者とし

て恥じないよう頑張っていきたい

と思います。このような貴重な経験を与えてくださった新ひだか町の皆

様、関係者の方々に心から感謝しています。ありがとうございました。 

 

 
 

  



姉妹都市交流を新たなステップへ 

引率職員 柴 田  隆 

 

 私はこの度、訪問団員８名の引率職員として姉妹都市レキシントン市

に同行させていただきました。 

 

 個人的には、６年ぶり２度目の訪問ということで、一連の流れがある

程度イメージできる中での行動でしたが、中高生訪問団の引率だった前

回の訪問とは異なり、今回は初の一般公募での団員編成、しかも幅広い

年代層の大人の引率ということで、運動で言うならば前回とは違う筋肉

を使って対応していたような気がします。 

 

慣れない旅ということで、アクシデン

トもいくつかありましたが、団員の皆さ

んのご協力により、大きなトラブルもな

く、全員無事に帰町できたことを今は安

堵していますし、この経験が団員の皆さ

んの今後に活きてくれると大変嬉しく

思います。 

 

 また滞在中、姉妹都市交流委員会事務局長であるケイ・サージェント

氏をはじめ、古くからこの交流を支えてくれている交流委員の皆さん、 

貴重な体験機会を提供してくださった

視察先関係者の皆さんなど、多くの市民

の皆様から手厚いおもてなしを受け、と

ても感激しましたし、何より、私を家族

の一員として受け入れてくださったホ

ストファミリーの Dailey 家の皆様には、

長期間にわたり寝泊りさせていただく

ばかりか、食事の準備、朝夕の送迎な 

ど、とても親切にしていただき、ただただ感謝の言葉しかありません。 

 

特に、別れの朝に私のために歌って

くれた「ゴスペル」の歌声は、私の一

生の宝物として記憶に残り続けると思

います。 

 



 さて、今回の訪問では、たくさんの場所を視察させていただき、各所

で様々な方々のお話を伺う機会に恵まれましたが、その中で私が強く感

じたことは大きく２つありました。 

 

 一つ目は、「姉妹都市交流」というものに対するスタンスや考え方が

違うという点であります。 

 

 レキシントン市側から感じることは、姉妹都市交流を単に「友好を深

める」という枠組みに留めるのではなく、この繋がりを地域のためにプ

ラスに活かしていこうという視点に立っており、特に「教育面」での活

用に重きを置いているように感じました。 

 

現にこれまで、継続的に行っている中高生の相互派遣交流の他に、次

のような取組みがレキシントン市側からの提案により進められている

ところであり、同市としては、姉妹都市交流に対して常にアイデアを持

ち、具体的なアクションを起こそうとしています。 

 

 

 

 

 

 今回の訪問では、ケンタッキー大学や姉妹都市交流委員会の関係者と

お話しする機会がありましたが、両者はいずれもグローバル社会・多文

化共生時代に活躍することのできる広い視野や見識を持った人材を、地

域全体で育てていくことに高いモチベーションを持っており、姉妹都市

関係を効果的に活用しながら、今年度から当町との間で行っている大学

生のインターンシップ派遣事業を継続的に行うことはもちろんのこと、

これを機に日本での本格就労や、日本からケンタッキー大学への留学な

どの流れを作り出すところまでイメージしていると伺いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ローカストトレース農業学校教諭による静内農業高校の視察  

◆ローカストトレース農業学校と静内農業高校による動画交換学習  

◆ケンタッキー大学から新ひだか町へのインターンシップ生の派遣  



 現在、ケンタッキー大学では、多くの留学生を受け入れていると伺い

ましたが、全体的に中国人の比率が高く、日本人は少数であることから、

日本からの留学生をもっと増やしていきたいという意向を持っている

様子でありました。 

 

 なお、同大学には食事付の学生寮や様々な面で留学生をサポートする

システムが完備されているほか、センター試験のような入学試験もなく、

一定レベルの学力を有していれば、入学自体はそれほど難しくないとの

説明でしたが、現実的には、英会話で授業を受けられるレベルの語学力

が必要になるほか、学費や寮費も日本の大学よりも高額な負担になるこ

とが想定されるため、留学へのハードルは非常に高いと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、日本全体が急激な人口減少時代に突入している中、これから

先の時代を考えますと、諸外国を相手に商売や取引をする場面や、外国

人労働者と一緒に働く場面などが日常的に発生するものと考えられ、そ

うなれば、外国人と交渉する能力やコミュニケーションをとる能力など

が求められる場面も必然的に増えてくると想定されます。 

 

仮に今、当町に国際社会での活躍を視野に勉学に励む生徒がいた場合、

現状では高い確率で町外の高校に進むと考えられますが、姉妹都市交流

の繋がりを活用し、地元高校からケンタッキー大学に有利な条件や環境

で入学できるシステムを構築することができれば、その生徒にとっては、

地元高校を志望する大きな動機の一つになるでしょうし、その流れを学

校全体のレベルアップに結び付けることができれば、地域内外の生徒か

ら「選ばれる高校」となり、間口減などの諸問題を解決できるばかりか、

地域の振興にも繋がっていくものと考えられます。 

 

 具体的なアクションについては、地元高校との協議・検討事項となり

ますが、いきなりケンタッキー大学への入学が難しいとしても、同大学



には語学学校もあり、レキシントン市内には多数の高等学校などもあり

ますので、これらを活用した「短期語学留学制度」などから着手し、そ

こを足掛かりに、ケンタッキー大学への入学レベルを目指していくこと

も可能だと思いますので、将来に向けてまずは一歩踏み出すことができ

るよう、自分なりにできる事から取り組んでみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二つ目は、「姉妹都市交流」の主体が違うという点であります。 

 

 当町にもレキシントン市にも、住民で組織する「姉妹都市交流委員会」

が存在しますが、その役割や機能は大きく異なる状況にあります。 

 

 当町の姉妹都市交流委員会の場合、委員の役割としては年に一度の総

会審議程度となっており、全ての事業は役場が企画立案し、財源も役場

が負担、運営も役場職員で行っているのが現状です。 

 

もちろん、各種交流事業の実施にあたっては、町民の皆さんや関係団

体などのご協力をいただく場面もありますが、この状態を簡潔に言うと、

「主体が行政」、「住民がサポート」という体制になっています。 

 

 一方、レキシントン市の場合、市役所は大きく関与しておらず、市民

で組織する交流委員会が主体的に事業を企画立案し、財源も行政だけが

背負うのではなく、地域内の企業や教育機関、関係団体や個人から寄付

金を集めて賄っているほか、運営も委員がプライベートな時間と労力を

使って行っているなど、先程の言い方に対比させれば、「主体が住民」、

「行政がサポート」というような体制になっています。 

 

 この２つの体制のどちらが適当なのかという点については、見解が分

かれるところかもしれませんが、私個人的にはレキシントン市の体制が

理想的かつ魅力的であると感じました。 



 なぜかと言うと、たくさんの住民や企業などが主体的に関わっている

からこそ、交流のメリットを地域全体で享受しようという空気感が醸成

され、この繋がりをプラスに転換させるための様々なアイデアも生まれ

てくるのだと思いますし、住民や企業などが主体的に物事を考え、関わ

り、行動することにより、地域社会の中にプラスの動きが生まれ、地域

全体が活性化すると思うからです。 

 

 長きにわたり「行政主体」で進められてきたものを、「住民主体」に

切り替えることは容易ではないかもしれませんが、姉妹都市交流を今ま

で以上に地域にとってプラスに転換していくため、現委員の皆さんと一

緒に今後のあり方を考えていけたらと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、長々と書きましたが、今回の訪問は、多くの感動や想い出とと

もに、多くの気付きが得られる貴重な機会となりました。この経験を無

駄にすることなく、日々の業務に取り組んでまいりたいと思います。 

 今回は、このような機会を与えていただき、本当にありがとうござい

ました。 

 



 

 

 

★レキシントン 




