ダラス青少年訪問団 報告書
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ご挨拶
仙台市とダラス市（アメリカ合衆国テキサス州）は、平成９年（1997 年）に国際友好都
市となり、主に青少年交流を中心とした交流を続けてきました。
今年は、国際友好都市提携 20 周年の節目の年でもあり、市民訪問団の皆さんを仙台にお
迎えした記念すべき年となりました。
平成２３年に発生した東日本大震災では、国内外から、中でも仙台市の国際姉妹友好都市
からは多くの支援をいただきました。本事業はその一環として、ダラス・フォートワース日
米協会が TOMODACHI イニシアチブ(※)の助成を得て、平成２５年と 27 年に仙台から高
校生を派遣し、平成 26 年と 28 年にはダラスから高校生受入れを実施しました。今回は当
プログラムとして、3 度目の仙台からの派遣を行うこととなりました。
5 年に渡る震災後の青少年交流を通して、震災支援に対する感謝と、震災での経験や復興
に向かう仙台の現状を伝えてきましたが、ダラスとの絆はより一層深まっていると感じてお
り、今後ますます交流が広がっていくことを願っています。
最後になりましたが、事業実施にあたり、ご尽力いただきましたダラス・フォートワース
日米協会及びダラス市の皆様、TOMODACHI イニシアチブ関係機関の皆様、仙台市の関係
者の皆様に心から感謝を申し上げます。
公益財団法人仙台観光国際協会 理事長 渡邊 晃
*-----------------------------*

訪問を終えて
私たちダラス青少年訪問団は TOMODACHI イニシアチブや仙台市、ダラス市などたくさ
んの方々のご支援を受けて、仙台市の国際友好都市であるダラス市を訪れました。
事前研修などを通してダラス市について学び、仙台についてもあらためて学びました。現
地では、ホストブラザーやホストシスターと一緒に市政やダラスの歴史などを学び、異文化
交流を行いました。ダラスの皆さんからは、東日本大震災時から継続して支援をいただいて
おりますが、この訪問で、支援に対する感謝の気持ちと、仙台が前に進み、元気になってい
る姿を見せられたと思います。
私たちは今後のダラス市と仙台市の繋がりがいっそう強くなるよう尽力し、社会を担う一
員として、国際交流にとどまらず様々な活動をしていきたいです。
ダラス青少年訪問団 団長 今野 里門

TOMODACHI イニシアチブとは、東日本大震災後の日本の復興支援から生まれ、教育、文化交流、リ
ーダーシップといったプログラムを通して、日米の次世代のリーダーの育成を目指す米日カウンシル
と在日米国大使館が主導する官民パートナーシップで、日本国政府の支援も受けています。日米関係
の強化に深く関わり、互いの文化や国を理解し、より協調的で繁栄した世界への貢献と、そうした世
界での成功に必要な、世界中で通用する技能と国際的な視点を備えた日米の若いリーダーである
「TOMODACHI 世代」の育成を目指しています。
TOMODACHI イニシアチブウェブサイト: http://tomodachi.org/ja/
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実施概要

趣

旨

–Program Outline-

仙台市の国際友好都市であるアメリカ合衆国・ダラス市に高校生を派遣し、
ホームステイをしながら、現地の青少年との交流や、日本文化の紹介などを通
して、異文化理解を深める機会とする。また、震災後にいただいた支援への感
謝や、現在の仙台の状況を伝える機会とする。

訪 問 先

アメリカ合衆国 ダラス市

実施時期

平成 2９年 8 月８日（火）～８月１６日（水）８泊９日

主

催

ダラス・フォートワース日米協会（JASDFW）
公益財団法人 仙台観光国際協会（SenTIA）

協

力

仙台市

後

援

仙台市教育委員会

参加人数

高校生６名、同行者２名

募集対象

仙台市にお住まいか通学している高校生で下記の条件を満たす方
①心身ともに健康であること。
②国際交流、異文化理解に関心があり、訪問の趣旨を理解・賛同し、団体行動
に参加可能であること。
③定められた日程・旅行条件で参加できること。
④すべての事前研修に参加できること。
⑤保護者の承諾を得ていること。
⑥過去に仙台観光国際協会が主催した海外派遣事業に参加していないこと。

事前研修

第1回

平成２９年６月２５日（日）概要説明、両市の交流について

第2回

平成２９年７月９日（日）アメリカについて、2013、2015 年
団員との交流

第3回

平成２９年７月２２日（土）現地でのプレゼン及び交流会準備
平成２９年７月２５日（火）仙台市長表敬訪問、プレゼン準備

事後研修

平成２９年 8 月 2６日（土） ご家族を招いて滞在中の活動報告
「訪問先、交流会、ホームステイなど」
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ダラス青少年訪問団員名簿 –List of Young Ambassadors 名前 Name

学年
Grade

所属 School

性別

大泉 さくら
Sakura OIZUMI

女

仙台二華高等学校

２

今野 里門（団長）
Rimon KONNO

女

宮城第一高等学校

2

庄子 彩花
Ayaka SHOJI

女

宮城第一高等学校

2

多々良 曜
Hikaru TATARA

男

東北学院高等学校

１

松本 夏子（副団長）
Natsuko MATSUMOTO

女

仙台青陵中等教育学校

２

渡邊 清広
Kiyohiro WATANABE

男

仙台向山高等学校

2

Kiyohiro

Rimon

Ayaka
同行職員

Hikaru

Natsuko

Sakura

–Chaperones名前

性別

所属

守 修一
Shuichi MORI

男

（公財）仙台観光国際協会

副理事長

八巻 優子
Yuko YAMAKI

女

（公財）仙台観光国際協会
国際化推進課 主事

国際化事業部
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仙台市とダラス市の交流
-History of Sendai-Dallas Exchange-

平成９年（１９９７年）８月２９日

平成４年１１月、当時のダラス市長スティーブ・バートレット氏が来仙し、ダラス市が仙台
市と文化・教育・産業分野における交流を希望していることを表明。青少年交流、市民訪問
団の相互訪問等約５年間の交流を経て、友好都市提携を行うこととなりました。

☆平成 9 年の友好都市提携後、数年ごとに公
式訪問団や市民訪問団が相互の都市を訪問。

平成 10 年か
ら青少年訪
問団がスタ
ートする

☆平成 10 年から青少年訪問団交流がスタート
する。
☆仙台国際ハーフマラソンに、友好都市の招待
選手として毎年ダラス市から選手団が参加。

東日本大震
災への支援
がたくさん
届けられま
した

☆平成 19 年 8 月、友好都市提携 10 周年を記
念して、記念彫刻「テキサスセレナーデ」が
贈呈される。国際センターに設置する。
☆平成 23 年 3 月の東日本大震災後、ダラ
ス・フォートワース日米協会が Sendai
Relief Fund（寄付金活動）から仙台市のた
めに支援をいただく。
☆平成 25 年 7 月、日米草の根交流サミット

平成 27 年度青

オプショナル仙台ツアーでテキサス出身者を

少年訪問団のダ

はじめとする 11 名が仙台を訪問。

ラス市役所訪問

☆平成 25 年 7 月、TOMODACHI イニシアチ

での様子

ブの支援を受け青少年交流が実施される。
25 年と 27 年に仙台の高校生を派遣。26
年と 2８年にはダラスより高校生が来仙。
☆平成 29 年 7 月、ダラス市との国際友好都
市提携 20 周年を記念し、ダラスより市民訪

平成 29 年 7

問団が来仙。日本文化交流や被災地視察など

月ダラス市民

を行う。

訪問団のみな
さん

☆平成 29 年 8 月、TOMODACHI イニシアチ
ブ支援プログラムとして 3 回目となる派遣
を行う。高校生 6 名を派遣。
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ダラス市について -About Dallasダラスは、アメリカ合衆国テキサス州北部にある都市です。
「ビッグＤ」という愛称を持つダラス市は、商業、流通、金融、製造
業が盛んな米国中南部の拠点都市で、全米有数のコンベンション都
市でもあります。また、「テキサスのシリコン・バレー」と呼ばれ、
米国でも屈指のハイテク集積地区です。
プロスポーツも盛んで、多数のプロチームの本拠地となっています。
ダラスの歴史は１８４１年にジョン・ニーリー・ブライアンがトリ
ニティ河畔にインディアンや開拓者相手の交易所を設置したことから始まりました。当時の
ダラス地域はテキサス共和国の一部でしたが、同国は１８４５年に米国テキサス州となりま
した。
アメリカでも南部に位置し、全米で最もメキシコ系の住民が多く、様々な人種や民族が混在
する国際的な都市です。
ダラス市の様子。近代的なビルが建ち並ぶ。

市内にはミュージアムなども多い。

ダラス市データ
人口：約 130 万人（ダラス市）
約 720 万人（ダラス・フォートワース連結大都市圏）
日中平均気温：夏(7 月) 24.6℃
ダラス市旗

冬(2 月) 12.6℃

人種：白人系、アフリカンアメリカン系、ヒスパニックまたはラテン系、
ネイティブアメリカン系、アジア系 その他で構成されている
プロスポーツチーム：ダラス・カウボーイズ、ダラス・マーベリックス、

ダラス市章

テキサス・レンジャーズ など
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Preparing for Departure
事前研修

第 1 回 事前研修
6 月２5 日（日）
1 回目は保護者の方々も入り、団

～

員の初顔合わせとなりました。あまり緊張するこ
となく、すぐに団員とも打ち解けることができま
した。ダラス市と仙台市の交流、訪問団の趣旨、
ダラスからの東日本大震災支援などについて学
びました。

第 2 回 事前研修
７月 9 日（日）
2 回目は、テキサス出身セーザさんのダラス紹介と
英会話ワンポイントレッスンで、ホームステイで使
いそうなフレーズを習いました。後半は、現地での
プレゼンに関してのアイディア出し、T シャツデザ
インについても話し合いました。2015 団員 2 名も
参加してくれて、訪問で気を付ける事、出し物のア
イディアなどについて話しました。
第 3 回 事前研修
7 月 22 日（土）
3 回目の事前研修は、主に現地でのプレゼ
ン準備を行いました。「幸せなら手を叩こ
う」と「世界に一つだけの花」の歌を何度
も練習し、クイズや福笑いの説明を上手く
伝えるように、各担当者がみんなの前で発
表しました。

Courtesy Call at Sendai City Hall
市長表敬

7 月 25 日（火）に仙台市役所に
て、奥山仙台市長（当時）へダラ
ス出発前の表敬訪問をしました。
緊張しながらも、しっかりと決意
表明をしました。
「表敬では、自覚や目的の意識を
高めることができたと思います。
（彩花）」
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日程表
月日

1

8月8日
(火)

場所

時間

仙台空港

6:40

〃
成田空港
成田空港発

8:05
9:00
11:05
9:00(同日）
10:00

ダラス・フォート
ワース国際空港着

8:30

2

8月9日
(水）

ダラス

8月10日
(木)

4

8月11日
(金)

ダラス

5

8月12日
(土)

各自
各自

8月13日
(日)

ダラス
「フェアウェル
パーティ」

9:00 - 10:30
11:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:30 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00
終日
日中

7

8月14日
(月)

ダラス

8

8月15日
（火）

ダラス・フォート
ワース国際空港

8月16日
(水)

国内線にて成田空港へ（ANA3232）
成田空港着、第二ターミナルへ移動
アメリカン航空にてダラスへ（ＡＡ8478） 飛行時間11時間20分
ダラスフォートワース国際空港着
JASDFWスタッフ、ホストファミリーと合流
ホストファミリーと行動（昼食、夕食）
ダラス市役所 集合
ダラス市役所訪問（ローリング市長表敬、市議会、市役所内見学）
Jorge's Tex-Mex Caféにて昼食。ダラスアート地区のBig in Dallasで記念撮影
トヨタモーター北米オフィスへ移動
トヨタモーター北米オフィス訪問。ジュリア・ワダ、リサ・ハリス氏面会
ダラス・フォートワース日米協会（JASDFW）へ移動
JASDFW到着、ホームスティ先へ（夕食）
John Horn High School 集合

成田空港
〃
仙台空港

ジョージWブッシュ大統領記念館
サザンメソジスト大学（SMU）
SMUキャンパス ロイヤーズインにて昼食。ダイアログサークルアクティビティ
シックスフロアミュージアム/Dealey Plaza
ユニオン駅まで歩く。16：19発 フォレストレーン駅まで電車で移動 16：46着
フォレストレーン駅集合、ホームスティ先へ（夕食）
ホストファミリーと自由行動
ホストファミリーと自由行動

18:00 - 19:30 フェアウェルパーティ 場所：キッドスプリングパーク
夜
8:45

9

ス ケジュール
仙台空港2階国内線出発ロビー 集合

9:00 - 10:30 フォートワースへ移動
10:30 - 11:30 フォートワース市内をドライブ、フォートワース・ストックヤード到着
フォートワース
姉妹都市看板にて原信スカラーと合流
ストックヤード 11:30 - 11:45 ストックヤードにて牛追い見学
12:00 - 13:30 トーマス・シーファー前駐日大使、原信スカラーとRiscky's BAR-B-Qで昼食
13:30 - 15:30 原信スカラーとフォートワースストックヤード自由見学
15:30 - 17:00 ダラス（メスキート）へ移動
夕方
ホームスティ先へ（夕食）
8:45
ジョージWブッシュ大統領記念館 集合

3
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8:45 - 11:00
11:30 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00
8:45

–Itinerary-

ホームスティ先へ
John Horn High School 集合

9:00 - 11:30 John Horn High School ブルースパーキンス校長面会
校内とフットボールスタジアム見学、ジュニア国際会議メンバーとQ&Aゲーム
12:00 - 12:15 ダラス・フォートワース日米協会(JASDFW)訪問
12:15 - 13:30 日米協会会員とWendy'sにて昼食
13:30 -14:00 スコティッシュライト子ども病院へ移動
14:15 - 15:00 スコティッシュライト子ども病院でボランティア活動、見学
15:00 -15:45 Globe Life Ballpark(アーリントン)球場へ移動。メディアゲートで原信スカラーと合
15:45 -16:30 テキサスレンジャースバッティング練習を球場にて見学
16:30 - 17:00 ボールパーク見学、レンジャース役員幹部と面会
17:00 - 18:00 フォトスカベンジャーハント ※写真を使ったアイスブレーキング
18:00 - 22:00 ホストファミリーと野球観戦（テキサスレンジャースvs デトロイトタイガース）
夜
ホームスティ先へ
10:00
ダラス・フォートワース国際空港 集合
13:30
16:30

アメリカン航空にて成田へ（AA061）
成田空港到着

18:35
19:45

成田空港発（ANA3235)
仙台空港着、解散式
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飛行時間13時間

T シャツについて T-shirt Info

バックデザイン①
担当：ひかる
ダラスのシンボル「星マーク」と伊達政宗のカラ
フルな「水玉模様」と、仙台の有名な七夕祭り（天の川）の
イメージを描き、
「Sendai」と「Dallas」の文字をつなげることで、
両関係の親密さをアピール。また自分達がダラスに行った大切な
年「2017」も表記し思い出に残るようにしました。
この訪問が終わっても長く着てもらうことを考え、白をベースに
カラフルな配色にし、カジュアルさにも気を付けました。
ダラスカウボーイズのスタジアムの電光掲示板にこの T シャツ
がしっかり映った時はとても嬉しかったです。

フロントデザイン
担当：キヨヒロ

日本の伝統といえば
書道。筆で書かれる
特有の勢い、力強さ、
温かみを文字に込めま
した。その日本らしさ
がダラスの方々に伝わ
っていたら幸いです。

毎回、自分たちでデザインした
T シャツを着用し、感謝の気持
ちとしてお世話になった人へ
プレゼントします。

Instagram の
「＃（ハッシュタグ）
」
を用いたデザインには、ダ
ラスと仙台の友好都市関係
を多くの人に知ってほし
い、そして私達が広めてい
きたいという願いを込めま
した。

バックデザイン②
担当：あやか

TOMODACHI Ｔシャツ
2013 年、2015 年と同様
TOMODACHI イニシアチブからの
「トモダチＴシャツ」を空港で着用し
ました。
シンプルだけど、わかりやすいデザ
インが目を引きます。ダラス・フォー
トワース国際空港でホストファミリー
と初対面の時や、施設訪問時に何度か
着用しました。
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今回訪問した
施設や、活動した思い
出深い場所についてま
とめてみました。

市役所には各国から寄付された国旗がたくさん並んでいました。その日は週
に一回開かれる公開会議が行われていて、市民の方がたくさんいました。そ
の会議では時間制限はありますが、一般市民も発言することができます。市
民の声を反映するのに良い機会だと思います。市長さんを始め職員の方がと
てもフレンドリーで、私たちの素朴な疑問にも丁寧に答えていただきまし
た。とても貴重な体験でした。（なつこ）

世界でも有名な日本車の会社であるトヨタに行きまし
た。何よりまず思ったことは、「デカイ」です。たった
1つの会社なのに、物凄い広さ・大きさで、私達が行っ
た時はほぼ建設完了で、まだ新しいオフィスでした。フ
ロントは、壁はガラス張りで、天井からは日の光が差し
込み、正面には大きく“TOYOTA”と書かれていました。
今回は、設備紹介とトヨタの歴史を教えてもらい、設計
テーマは「仕事はただ何かをさせられる場所ではなく、
何かを自分で決めてする場所」なのだそうです。そのた
め、施設内にはオープンな席や休憩場所だけでなく、ジ
ムや数多くの店、パブリックアートがありました。驚い
たのは、コンビニエンスストアに歯医者、中庭には川ま
でありました。これが日本の大企業「TOYOTA」かと思う
と、誇り高く感じました。（キヨヒロ）
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「The カウ
ボーイの街」
でした。街の
雰囲気がとて
も良く、19世
紀にタイムス
リップしたみ
たいでした。
昔、家畜(ブ
タ、ヒツジ、
ウシ等)を飼育していた小屋をリフォームしたレ
ストランで食事をしたり、カウボーイハットや
ブーツ、ロングホーンの角や皮が売られているの
を見たりと見どころがたくさんあって、歩いてい
るだけで楽しい街です。
また、牛追いを間近で見ることができました。迫
力があり、日本では絶対に見られない光景だなと
思いました。牛と馬の筋肉が素敵でした(笑)。
フォートワースの姉妹都市である長岡(新潟)の
方々とも会えてお話出来て楽しかったです。とて
も暑かったですが、フォートワースにはそんなギ
ラギラの太陽が似合うなと思いました。
（なつこ）

1911年創立の歴史のある私立大学。アメリカの
大学は日本とは比べものにならないほど広いとは
聞いていましたが、その想像を裕に超える広さで
した。見渡す限りキャンパスで、私達は徒歩で移
動し、バッテリーカーのような乗り物で移動して
いる人達もたくさんいました。校内の設備は一箇
所に集めず、各分野など専用の建物にわけられて
いました。また、校章は青地に赤い馬で、かつてのテキサスを走り抜ける馬をモチーフにしているようです。
外国の大学に魅力されたことと、キャンパス内の噴水前で皆で撮った写真は私にとって大切な思い出です。
（キヨヒロ）

大統領記念館ということもあり、警備、セキュリティは万
全で、ジョージ・W・ブッシュ元大統領の資料や記念品が
最後まで見きれないほどありました。中庭には彼と彼の父
の像があり、また彼が大統領時のホワイトハウスの再現な
どもありました。この記念館で興味深い事は2つあり、ま
ずは9.11の記録です。予想以上の無惨さを壊れた鉄筋が物
語っていました。もう一つは彼の絵画です。大統領退任後
に始めた趣味らしく、最初は上手とは言えなかったようですが、記念館に飾っている絵はどれも人間らしい素
敵な絵ばかりでした。特に、イラク戦争での無名の戦士達の絵は、他の絵に比べて表情がより一層素敵な顔に
描かれている気がしました。アメリカとテロとの密接な資料が置いてある、ジョージ・W・ブッシュ記念館は
今の不安定な社会を改めて考えさせてくれた施設でした。（キヨヒロ）

移動の際には、小型バスに乗りました。仙台クイズやダラスクイズを出
し合ったり、童謡やディズニーなどの歌を歌ったりと全員で楽しんだ
り、日本人とアメリカ人が隣どうしになるようにして座り、ホストファ
ミリー以外の人とも仲良くなりました。（りもん）
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この学校は、とにかく大きく設備もしっかりしている高校でした。今回のホストファミリーも通っている高校
で、とても良い雰囲気でした。もちろんアメリカなので数学の教室も英語だらけでしたが、日本人の私からす
ると英語科の教室のように思えました。日本では理科の実験室は机が長方形ですが、アメリカでは六角形に
なっていました。その後は理系の設備と音楽関係の設備を見学させてもらいました。どちらも日本ではありえ
ないような設備で、理系ではスタジオが準備されていたり、音楽関係では校内にホールがあったりと驚かされ
るばかりでした。そして、本場アメリカでのチアガール達の練習風景も見させてもらい、圧倒的な迫力でし
た。この高校はジャガーが高校のモチーフとされており、図書室にあった着ぐるみはとても可愛かったです。
（キヨヒロ）

こども病院は「病院」を感じさせない内装で、カラフル
で可愛い印象でした。中に入ると、ポップコーンの良い
匂いがしました。それを売ったお金が、病院の資金の一
部になっているそうです。子供たちに紹介しようと思い
作っていった折り紙や福笑いを病院へプレゼントしまし
た。子供たちが遊んでくれていると嬉しいです。
（なつこ）

シックスフロアミュージア
ムはケネディ大統領暗殺事
件について公開している博
物館です。ケネディ大統領
の暗殺までの状況や、当時
のアメリカの政治・経済が
詳しく展示されていまし
た。実際の暗殺現場の場所
を見れるなど、とても興味
深いところでした。
（キヨヒロ）
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訪問団６人で浴衣や甚平、袴を着てのフェアエルパーティーでした。ホストファミリー以外にもこの訪問に携
わっていただいた方々がいらっしゃって、緊張と楽しさが混ざったような気持ちでした。スピーチや歌で、ホ
ストファミリーを始めとするたくさんの方に感謝を伝えられたと思います。
書道のブースにはたくさんの方に来ていただいて、日本の文化を紹介すると共に、色紙やうちわに書いた文字
で感謝や想いを伝えることができました。個人的にはスピーチが成功したことが嬉しかったです。
フェアエルパーティーはとても楽しかったです。でも終わりに近づくと共に、もう少しで日本に帰らないとい
けない、帰りたくないという寂しい気持ちになりました。（なつこ）

テキサス・レンジャースのダルビッシュ有選手に会っ
てサインがもらえるかも！と楽しみにしていた私たちで
すが、彼は７月末にロサンゼルス・ドジャーズに移籍し
てしまい、当初企画されていたセレモニーも中止に。な
んとも言えず残念でしたが、選手のバッティング練習を
間近で見たり、ホストファミリーと野球観戦で最後の夜
を楽しみました。
通訳をしてくれていたSuperはレンジャーズの大ファ
ンで、選手の名前や特徴を細かく教えてくれました。夕
方から試合は始まり、飲み物とおやつを買ってホスト
ファミリーと一緒に野球観戦をしました。
試合はテキサス・レンジャースｖｓデトロイト・タイ
ガース。感動的だったのが試合前の国歌斉唱です。球場
全体が歌声と熱気に包まれ、愛国心を強く感じました。
試合中は応援団の演奏はなく、観
客一人一人が好きなときに選手に
声援を送ったり、ブーイングをし
たりする、日本とは少し違った観
戦スタイル。僕のホストマザー
は、好きな選手が出てくると興奮
して叫んでいました。結果はレン
ジャーズが宿敵タイガースに勝利
し大興奮の夜でした。（ひかる＆なつこ）
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渡航前、「アメリカの食べ物は
とても大きくて量が多いのだろうな」と
予想していましたが、予想が当たった部分と
そうでない部分がありました。
毎回の食事前、どんな内容のご飯が
出てくるのかとても楽しみでした。
ここでは、ほんの一部ではありますが、
私がアメリカで食べたものについて
紹介していきたいと思います！
（さくら）

～朝食編～
朝はイングリッシュマフィンのみ、
大きな甘いマフィンのみ、スクラン
ブルエッグ＆ベーコンのみなど、、、。
とても軽くてびっくりしました。

～夕食編～
家では、肉料理、サラダ、マッシュポテト
などを頂きました。どれも美味しかったの
で す が、グリ ル さ れ たお 肉 が 特 に 美 味し
か っ た で す。米、パ ン な ど の 主 食 が な く
て、驚 き ま し た。写 真、撮 り 忘 れ ま し
た、、、。

～昼食編～
とにかく大きかったです。２ピース
でかなりお腹いっぱいになりまし
た。
ドギーバッグ（持ち帰り）制度が充
実しているみたいで、余ったピザを
持って帰ることができました。ほか
の店でも持ち帰ることがありまし
た。
フォートワース・ストックヤードで食
べたハンバーガー。ポテトの量が多
かったです。ピクルスが大きくてびっ
くり！（写真左）
これはWendy’sで食べたハンバーガー
です。Wendy’sはアメリカでpopular
なfast food店だそうです。（写真右）

テクスメクス！
豆をすりつぶしたもので、エンチェ
ラーダという春巻きみたいなタコス。
ボリュームが凄くて食べきれませんで
したが美味しかったです。
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デザート・お菓子など
～デザート・お菓子編～

ストックヤードで食べまし
た。コットンキャンディー
フレーバーのアイス！３１
アイスクリームとあまり変
わらない甘さ。美味しかっ
たです！

テキサスレンジャースの帽
子に入ったアイス！球場で
ホストマザーに買ってもら
い、Kelsey、Jordanとシェ
アして食べました。甘すぎ
ず、美味でした。

体的にボリューミーで味が濃かったです。
キャンディーの色も凄い色でした。BBQ
味のポテトチップスがおいしかったです。

～その他～

～飲み物編～

スタバに行きました。日本と
あまり変わらなかったです。
ただ、トールサイズがとても
トールでした、、、。店員さ
んがカップに名前を書いてく
れたのですが、「Sakura」を
聞 き 間 違 え て、「Sachira」
と書いてしまいました。良い
思い出です（笑）。

アメリカで買ってもらったお菓子たち。全

ピクルスの天ぷらみたいなやつ
です。アメリカでは結構食べら
れているそう。タルタルソース
みたいなものにディップして食
べました。
すごーくおいしかったです。ま
た食べたい！
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ストックヤードにある、スパ
イスのお店で撮った一枚。色
んなフレーバーの砂糖が買え
ます。

ダラスでの9日間、全日滞在はホームステイ。
それぞれのホストファミリーとの毎日を体験談にしました。

Don’t Mess with Texas!
庄子 彩花

私はBishop（ビショップ）家にお世話になりました。優しいお父さんのRod
（ロッド）さん、明るいお母さんのHannah（ハナ）さん、日本に興味がある
Ellis（エリス）、かわいくて歌が上手なClara（クララ）の4人家族でした。
初日、Dallas空港でホストファミリーのみなさんが出迎えてくれた
時は不安でいっぱいでした。空港からその足でEllisの働いている
Starbucksに行きました。注文一つも緊張でしたが、飲み物のサイズ
を迷っていた私に実物をみせてくれたり、どっちがいい？と聞いてく
れたりと丁寧に教えてくれました。その日の夜はEllisの部屋でClaraと
3人で日本からのお土産を広げながら盛り上がりました。日本のお菓
子に興味を持ってくれて、一つずつ「アメリカのお菓子と似てる！」
「これは何？」と笑ってくれたのが嬉しく、安心しました。お茶漬けも
美味しいと言いながら完食してくれました。日本の映画を一緒に見たことも、良い思い出です。映画にでてく
る日本の高校や生活について質問してくれました。他にも海外ドラマや日本のアニメを見ました。「これは映
画の中の話し、、現実にはないよ（笑）」というシーンがあるのは日本もアメリカも共通でした。
4日目の夜はHannahさんのお母さんのお家でハンバーガーを食べました。その後、近くのアジアンマー
ケットとDAISOに行きました。日本のものが沢山売られていて、ポッキーは現地でも人気だと聞きました。
自由行動の日はEllis、Claraとショッピングに行きました。友達のように仲の良い兄妹で一緒にいて本当に
楽しかったです。フェアウェルパーティーの後に行ったReunion Towerから見た夜景は綺麗で忘れられませ
ん。

Dallasでは多くの出会いがあり、現地の方のあたたかさ
を感じました。ホームステイも何もかもが初めての経験で
緊張の連続でしたが、私にとって貴重な財産となりまし
た。英語の必要性を改めて感じ、勉強を頑張ろうと強く思
いました。
Bishop家を始めとする、訪問団に関わるみなさんに感
謝したいです。そして、この出会いを今後も大切にし、仙
台とDallasの友好に貢献できるようにしたいと思います。
ありがとうございました。
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I ♡ Texas: The Lone Star State
渡邊 清広

初めての海外でした。
正直、空港に着いただけでは海外という感覚はまだ無かっ
たです。しかし、そこでホストファミリーと出会い、いよいよ外

国を肌で感じはじめました。
私のホストファミリーは、Khoja（コージャ）一家で、パキス
タンアメリカンの家でした。お父さんのNoor（ノーア）さんは、
料理好きな方で美味しい料理を作ってくれました。お母さ
んのHamida（ハミダ）さんは、今回最もホームステイ中長く
一緒に居てくれて、買い物などに付き合ってくれました。兄のZain（ゼイン）は、明るくて積極的に話しをしてく
れていました。そして、弟のRayyan（ライアン）は、私の事をとても考えてくれて、一番気を遣わせてしまった
気がします。とにかくとても優しい方々で、何でも甘えてしまいました。
海外の生活は、私からすると非常に魅力的なものが多かったです。
その中で、私の印象に特に残っている事を紹介します。
まずは、英語の生活でした。「とにかくわからない」それが初めて
ホームステイをして思った感想でした。スピードや発音が授業で行っ
ているのとは大違いだったのです。それでも、私と話す時はゆっくり話
してくれたり、タイピングを使ってもらったりしたのですが…
次は、食事です。テキサスの食事はアメリカンフードとメキシカンフー
ドが合わさったようなものが多いです。私的には、アメリカンフード（ハン
バーガーやピザなど）は食べ慣れているため、ダラスでも美味しく感じ
ました。しかし、メキシカンフードはどうも慣れませんでした。一番美味
しかったのは、ホストファザーのNoorさんが作ってくれた料理でした。
最後にドライブです。金曜日の夜、私はお肉料理の店に連れて行っ
てもらいました。その後、ダラスの観光地にホストファミリーとドライブに
行きました。かなり豪華なストリートで、ZainとRayaan曰く超リッチな人
達が遊びに来る場所らしいです。そこでの1番の思い出は、ホストファ
ザーとZainと色々はなした結果、思い出深い写真を撮ったことです。2
日目のハプニングもなかなかの思い出です（笑）
たかが1週間の短い時間ではあったものの、初海外の私にとってはとても濃い、大切な思い出になりました。
Thank you for such wonderful memories!
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ホームステイ体験
今野 里門
ダラス訪問の旅でもっとも心配していたの
は、ホームステイについてでした。英語を話
す、聞くのはうまくないし、仲良くやっていける
か不安だったからです。しかしなんとかホスト
ファミリーとメールをして質問をしたり写真を
送ったりして疑問を解決し、想像を膨らませ
ていました。
メキシコと繋がりの深い、私のホストファミ
リーを紹介します。
とっても優しいホストマザーのOlga（オルガ）。兄妹の末っ子のRuby（ルビー）。
他のお兄さんとお姉さんは独立してそれぞれ別のところに住んでいます。家に帰ってから、遊びに行った時、
皆歓迎してくれて嬉しかったです。お兄さんは画家で、絵を描いてくれました。
子供がたくさんいて、女の子が私に絵を描きながら単語（flower, cloud）などを教えてくれたのが嬉しかった
です。

また、別の日にはOlgaさんの弟さんの家族とメキシコのチキン料
理を食べに行きました。あっさりしているのにジューシーで、間違い
なく今までで一番美味しいチキンでした。トルティーヤチップスや
ビーンズ、メキシカンライスなど、今まで積極的に食べていません
でしたが、そのお店で食べて大好きになりました。
休日にはRubyのお姉さんとその息子と一緒に買い物をしたり、
Six Flagsという遊園地に遊びに行ったりしました。遊園地では
ジェットコースターに乗ったり、ライド型のシューティングゲームをし
たり、日本のお祭りのときにあるような出店で遊んだりと楽しく過ごし
ました。
車の中ではスペイン語の歌が流れ、Olgaは家族とスペイン語で
会話し、メキシコの料理やおやつを食べ、私はまるでメキシカンア
メリカンになったかのような九日間を過ごしました。このような経験
は世界に様々な文化があること、そして、全然違う文化に慣れるこ
とはそう難しくないことを私に教えてくれました。
私を歓迎し、素晴らしいもてなしをしてくれたことに本当に感謝して
います。
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ホストファミリーとの思い出
多々良 曜
僕のホストファミリーは、Diggles（ディガルス）家。いつも優しいホストマ
ザーのMarlys（マーリス）、笑顔の素敵なグランドマザーのBurnice（バー
ニス）、そしていつも明るく元気なホストブラザーのJadyn（ジェイディン）、
Joel（ジョエル）と楽しい毎日を送りました。
ホストファミリーとは事前にビデオチャットで連絡を取り合って、お互いの

ことを知ることができていたので、不安よりもワクワクのほうが大きく、会う
のが待ち遠しかったです。ダラスの空港についたとき、「Welcome Pica!!」
と家族のように迎えてくれました。（「Pica」というのは、僕の名前「ひかる」
のニックネームです。メンバーには「たらちゃん」と呼ばれています。）
家に着いてまず、日本からのお土産を渡しました。持って行ったもの
は、招き猫の置物や扇子、お寿司のマグネットなど。「絆」と習字で書い
たTシャツもプレゼントしました。中でも招き猫の置物をとても気に入り、
「招き猫cute!!」と毎日言われました。
ホストファミリーは日本語にとても興味があり、一緒に簡単な
日本語を話して楽しみました。食事のときは「いただきます」や
「ごちそうさま」などの挨拶を一緒にしました。もちろん、お祈りも
しました。
家の向かいにはコミュニティープールがあり、ホストブラザー
と遊びに行きました。水鉄砲で遊んだり、「マルコポーロゲー
ム」（アメリカではポピュラーなプールの中での鬼ごっこ）をした
りしました。
週末はダラスのシンボル的存在であるユニオンタワーに登
り、ダラス市街を一望してきました。昼食は「FAT CHICKEN」という美味しいチキン屋さんで食べました。
日曜日はホストファミリー全員で教会に行きました。宗
派によって違うとは思いますが、ホストファミリーが通う教
会はお祈りをするというよりかはコンサートのような雰囲
気で、みんなで歌って楽しみました。僕も温かく迎えら
れ、みんなの前で一曲歌ってきました。
あっという間に７日間のホームステイが終わりました。
本当にあっという間に。ダラスを出発する朝、マーリスか
らホストファミリーと過ごした７日間のアルバムをもらいま
した。これは僕の宝物です。また必ずダラスに、Diggles
家に戻ってきます。我が家に。
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１９２時間をぎゅっとした話
松本 夏子
私にとってこのダラス訪問が初めての海外、初めてのホームステイでし
た。ダラスに着くまでは不安や緊張はほとんどなく、自分がダラスに向
かっているという実感すらないほどでした。しかし、11時間のフライトも終
盤、あと１時間で着くという時に「あと１時間後には英語で話しているのか
な」と不思議な気持ちになりました。緊張や不安よりもダラスに来たという
実感が芽生えた感じでした。その後は土地や時差、英語の環境に慣れ
るのに2日かかりました。その間は母に「寂しくなったら舐めていいよ」と冗
談交じりに渡された何味かも分からない飴を何度も舐めそうになりました
（笑）。
私のホストファミリーは五人家族で、優しくて料理上手なお母さん、家
族思いで涙もろいお父さん、ニューヨークの大学に通っているお兄さん
（2日間だけ会うことができました。作ってくれた朝ごはんはとても美味し
かったです）、オシャレでお茶目なCarmel（カーメル） 、しっかり者で面白いMayakah（マヤカ）です。一日目
の夜、私の誕生日をケーキで祝ってくれました。アメリカのケーキは本当に甘くて、食べるのが大変です。ホ
ストシスターやホストマザーですらもクリームを避けて食べていました。Mayakahとウォーターパークに行った

り、家族でモールにショッピングに行ったりしたことも楽しい思い出の一つです。ウォーターパークでは2時間ほ
どはしゃいで遊びました。日本では水着を着たがらない人の方が多いのに、アメリカではそういう人はあまりい
なくて、ほとんどの人がビキニのセクシーな水着でした。ショッピングに行ったモールでは長年の夢を果たせま
した。リップや香水、服やヘアミスト等両手いっぱいに紙袋
を持つ事が出来て、本当に楽しかったです。
でも、ホームステイの思い出を語る上で外せないのはホ
ストマザーが作ってくれたご飯です。本当にどれも美味し
く、1番好きなのはチキンカレーでした。日本に帰ってきて
からも恋しくなって、何度もインドカレーを食べにお店に行
きましたが、ホストマザーのチキンカレーにかなうものはあ

りませんでした。次に会う時には1番にそれをリクエストした
いと思います。
ホストファミリーの家でシャンプーをなくしたこと以外には大
きな失敗もなく、楽しく終えることができました。一緒にダラスに行った訪問団の6人と協力して、とても大きな
ものを得たと共に、とても大きなものを残して帰ってくることができたと思います。このプロジェクトに参加出来
て、何よりこの６人でダラスに行くことができ、たくさんの体験と感動を得ることができて本当に良かったです。
自分への大きな自信に繋がりました。
最後に、このプロジェクトに関わって下さった方々、ホストファミリー、送り出してくれた家族、私たち6人に感謝
します。本当にありがとうございました。楽しかった！！
19

初めてのホームステイ
大泉 さくら
私はGilligan（ギリガン） familyのお家に滞在させて頂きました。Jason
（ジェイソン）さんはスペイン語も話すことができ、Kim（キム）さんは韓
国のバンドが好きで、Jordan（ジョーダン）は日本語、Kelsey（ケルシ）
はドイツ語を勉強中で、とても国際的な家族でした。また、Kelseyのお
部屋に大きな扇子が飾ってあったり、皆「甚平」という単語を知ってい
たりと、日本について興味を持ってくれている家族でした。そのため、
ホームステイ前に感じていた「ちゃんと私を受け入れてもらえるのだろ
うか」という不安が早いうちから解消されました。
私はGilligan familyの皆さんのお陰で本当に貴重な体験ができたし、
何よりアメリカ滞在を楽しむことができました。初日や研修後、土日に
たくさんの場所に連れて行ってもらい、どれも私にとって新鮮なもので
したが、その中で特に印象に残っているのが食べ物に関することと、夜
に遊んだことです。初日の昼にピザを食べに行ったのですが、そのピザ
の大きさが日本のLサイズの2倍近くあり、衝撃を受けました。また、連れて行ってもらったレストランでワニ肉
のから揚げを食べました。日本では中々食べることができないので、とても良い体験になりました。夕食後、

毎晩のようにプレイルームで遊んだり、踊ったり、お喋りしたり、ふざけあったりしました。Jordanはold person
なのでいつもは夜早く寝るそうなのですが、１１：００近くまで一緒に遊んでくれて、少し申し訳ないような気も
しましたが、とても嬉しかったです。
また、アメリカのおもちゃで遊ぶことができて、これも貴重な体験でした。「もう一回やりたい」と私が言うと、
快くOKしてくれて、疲れている中、私に付き合ってくれたので、とても嬉しく、2人とも優しいなと感じました。さ
らに、2人とのお喋りの中でアメリカのことわざについてや、学校生活の中で起こった面白いことについても聞く
ことができたので、この時間は私にとってとても良い時間で、１日の中でもお気に入りの時間でした。
ホームステイ中は常にリスニングのテストをしているようで、初めは５０％位しか理解できませんでしたが、３
日目辺りから、もっと言っていることを理解できるようになり、とても嬉しかったです。ただ、今回のホームステ
イでは自分からあまり発言できず、日本や仙台について
あまり話ができなかったことを後悔しています。自分の
英語力の無さ、発言力の無さに気付くことができた、と
ても良い機会になりました。これから一生懸命英語を勉
強しようと思うことができました。英語がペラペラになっ
てからまたGilligan familyに会いに行き、今度は沢山話
したいです。
最後に、Gilligan familyの皆さん、本当にお世話になり
ました。ありがとうございました！
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Don’t Mess with Texas!
Ayaka Shoji
My host family was the Bishop family, which consisted of four people. A
kind father, Rod; a cheerful mother, Hannah; and their two children, Ellis
and Clara. Ellis had a keen interest in Japan, and Clara was cute and a
good singer.

I was full of nerves on the first day when our host families were coming
to meet us at Dallas Airport. From the airport we went straight to the
Starbucks that Ellis worked at. I was so nervous when ordering my drink
but Ellis was really kind and showed me all of the different sizes, and
then asked me which one I would prefer.
On that night with Clara and Ellis, I spread out all of the souvenirs that I had brought from Japan, which
they were very excited by. They were really interested in all of the candy that I had brought from Japan
and looked at them one by one, telling me “This one looks like
American candy,” or laughing and asking “What is this one?” I was
so relieved and happy that they enjoyed them. They also said the
ochadzuke was delicious and finished all of it.
I have great memories of watching a Japanese movie with them,
and they asked me lots of questions about high-school life in Japan.
We also watched some American dramas and some anime from Japan too. There were some scenes that we laughed at, saying “this
doesn’t actually happen in real life,” which was something both Japan and America shared.
On the fourth night, we had hamburgers at Hannah’s mother’s house. After this we went to the nearby
Asian Market and DAISO. They were selling so many Japanese products, and it seemed that Pocky is popular in Dallas too.
On my free day, I went shopping with Ellis and Clara. It was so much fun to hang out with siblings that
were so close with each other.
I will never forget the beautiful view from the top of Reunion Tower at the farewell party.

I have so many wonderful memories from my time in Dallas, and I was able to feel the warmth of its people.
This was my first experience of staying with a host family
and I was very nervous, however the memories are ones
that I will treasure forever.
During my time here, I realized the importance of English,
and it has made me want to do my best with my studies. I
am so thankful to the Bishop family and everyone else
involved in the Young Ambassador Program. I want to
continue to cherish these memories and continue to contribute to the Sendai and Dallas friendship.
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I ♡ Texas: The Lone Star State
Kiyohiro Watanabe
This was my first time overseas. To be honest, when I
first arrived at the airport I didn’t feel like I was in a
different country. It was when I met my host family
that I finally felt like I was in a different country.

I stayed with the Khoja family, a Pakistani-American
family. My host father, Noor, was interested in food
and cooked many delicious foods. My host Mother,
Hamida, spent the most time with me, kept me company, and took me out shopping. Their eldest son,
Zain, was so cheerful and made a conscious effort to
talk with me. Their youngest son, Rayyan, was always
considerate of me and I felt as if he was the one who
looked out for me the most. They were an incredibly
kind family and they really spoiled me.
For me, there were so many aspects of foreign lifestyle that were fascinating, and I would like to explain
the memories that were the most impressionable.
The first thing that comes to mind was an English-speaking lifestyle. My first thought was “I don’t understand at any rate.” The
pronunciation and speed at which people talked at was so different to what I had learned in lessons. However, everyone talked
slowly and even typed some things out into English for me.
Next was food. Texas has so many foods that are a mix of American and Mexican style food. In my mind, I was kind of used to
American food and it was delicious in Dallas. However, I couldn’t
get used to Mexican food. The best food that I had was the food
that my host father made for us.
Lastly was driving. On the Friday night we went out to a meat
restaurant. After this we went driving around some of the tourist spots in Dallas. We went to a really fancy street, and Zain and
Rayyan told me that it’s a place that rich people used to come
to. My favorite memory from here was talking with Zain and the
photo that we took.
One week really was a short time, but my first trip overseas is a
memory that I will treasure.
Thank you for such wonderful memories!
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My Homestay Experience
Rimon Konno
The thing that I was most worried about on
my trip to Dallas was the homestay. I didn’t
have any confidence in listening or speaking
English and I was unsure if it would go well.
But, after contacting my host family, having
my questions answered, and sending pictures I felt much better.
My host family had strong connections with
Mexico and was made up of a very kind host
mother Olga, and her youngest daughter
Ruby.
All of her sons had moved out of home and were living in their own places, but after I arrived at their family home, they all gave me such a warm welcome which made me very happy. The oldest brother was an
artist and drew a picture for me. They had a lot of children, and one of their daughters taught me different words (like flower and cloud) while they were drawing pictures.
On another day we went out to try Mexican chicken with Olga’s
younger brother’s family. The chicken was light and juicy and I
think it’s the best chicken I’ve ever had in my life. I had never really had Mexican food, but the tortilla, chips, beans, and the
Mexican rice really made me start to love it.
On our day off, we went out to an amusement park called Six
Flags with Ruby’s older sister and her son. I rode on the rollercoaster and went on a moving shooting style ride, it was just like
spending time at a Japanese festival, and we all had such a good
time.
In the car there, Olga played Spanish music and spoke in Spanish
with her family and we ate Mexican snacks. I spent nine days as
as if I was a Mexican American.
This experience made me realize there are so many different cultures in the world and that interacting with different cultures is
not as difficult as I thought.
I am so thankful to my host family for being so wonderful and for
their hospitality during my time in Texas.
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My Second Family
Hikaru Tatara
My host family was the Diggles family. My host mother Marlys was always so kind. Then there was their grandmother Burnice, who had such
a wonderful smile, and my two host brothers, Joel and Jaydyn, who
were so energetic and cheery which made every day so much fun.
I was able to video call my host family before I left so I was able to get
to know them a little better and I was more excited than nervous. It felt
like I had waited for forever before I got to meet them.
When I arrived at the airport, I was greeted like a family member and
they even made me a welcome sign saying “Welcome Pica!!” (My nickname which comes from my real name Hikaru, but the other members
of the program gave me the nickname Tara-chan.)
I gave my host family the souvenirs before we even arrived back at
their home. I gave them a lucky cat, fans and some sushi fridge magnets. I also gave them some T-shirts which had the Chinese
character “kizuna” (bond/ tie) written on them. They really
loved the lucky cat that I gave them, and always said how cute
it was every day.
My host family had a real interest in the Japanese language so
it was really fun having simple conversations with them. Before meals we would say “itadakimasu” and after we would
say “gochisousama” together, and of course we would have a
short prayer too.
Opposite my host family’s house there was a community pool,
so my host brother and I went there together and played with
water guns and played “Marco Polo”.
On the weekend we went up the Union Tower, one of the
symbols of Dallas, and looked over the entire city. For lunch we went to a chicken specialty restaurant
called “Fat Chicken” and it was so tasty.
On Sunday, my host family and I all went to church. I think
that every type of faith is different, but at my host family’s
church, it was a concert-like atmosphere more than worshiping. Everyone was singing together and enjoyed themselves. Everybody welcomed me so warmly and I also sang
a song in front of everyone.
My week-long homestay went so quickly; it felt like it was
over in a flash. On the morning that we departed from Dallas, my host mother Marlys gave me an album of our week
together, which I treasure. I will definitely go back to Dallas
and back to the Diggles family, my second family.
24

192 Hours Packed into One Page
Natsuko Matsumoto
For me, this was both my first trip overseas and my first time experiencing a homestay. Before arriving in Dallas, I wasn’t particularly anxious or nervous- I didn’t even feel as if I was travelling to Dallas. Close
to the end of the 11-hour flight I had a strange feeling of “after an hour
I’m going to be speaking English.” More that nervousness I had the
feeling that I had arrived in Dallas. It took me about two days to adjust
to the time difference and to get used to being in an English-speaking
environment. My mom gave me candy and I didn’t know what flavor it
was. She jokingly told me “it’s ok to eat it if you feel sad.” There were
many times where I was very close to eating it (haha).
My host family was a family of five: my kind host mother, who was very
good at cooking; my host father, who was very devoted to his family
and easily moved to tears; their oldest son, who was attending university in New York (I got to meet him for just a few days, and the breakfasts that he made for me were delicious); the stylish and playful Carmel; and lastly, the dependable and
interesting Mayakah. On the first night we celebrated my birthday with a birthday cake. I thought that
American cake was sweet and difficult to eat. My host mother and sister avoided the cream as they ate it.
Going to the water park with Mayakah, and going shopping with the rest of the family are some of my favorite memories from this trip. We spent about 2 hours at the water park. In Japan many people hate
wearing swimsuits, but it seemed to be the opposite in America where most girls were wearing bikinis.
The mall that we went shopping at far exceeded that of my dreams, I was so happy that was able to experience leaving the mall with both hands full of paper shopping bags of clothing, lip products, perfumes,
and hair mists.
The memory that towers above the rest is that of my
host mother’s cooking. Everything she made was delicious, but the meal I enjoyed the most was her chicken
curry. I missed it so much when I got back to Japan that I
went to Indian restaurants, but nothing was quite the
same as her food. The next time I go back to see them
my host mother’s chicken curry will be my first request.
Apart from losing my shampoo at my host family’s
house, there were no huge mistakes that I made and I
was able to have a fun time.
It was with the cooperation of the six young ambassadors in the group that I was able to gain so many memories, and also leave behind some. I am so glad that I was able to participate in this project along with the
other five ambassadors to make so many memories and have so many experiences. I definitely have a lot
more confidence because of this. Lastly I would also like to thank all of those who were involved in helping
us, our host families, and our families who took us and picked us up from the airport. Thank you so very
much. I had such a fantastic time!!
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My First Homestay
Sakura Oizumi
I stayed with the Gillian family during my time in Dallas. They were a
very international family: Jason could speak Spanish, Kim had an interest in Korean bands, Jordan could speak Japanese, and Kelsey was
studying German. In Kelsey’s room she had a large fan hanging on
her wall, and everyone knew the word jinbei. They were a family
who had a real interest in Japan. Before I left for Dallas I was worried
about how I would be received in their family, but after I arrived
those feelings quickly disappeared.
It was because of the Gillian family that my experience was so special. They made my stay in America enjoyable. On the first day, after
sightseeing, and on the weekend, they took me to a lot of different
places, each of which was new to me, but the things that are stuck in
my memories are the ones related to food, and those from when we
went out at night.
On the first day for lunch we went out for pizza, but I was so shocked
by the size of the pizza- it was double the size of a Japanese large.
We also went to a restaurant where I ate fried alligator. It was such a good experience to eat many things
that you can’t eat in Japan.

Almost every night after dinner we would all hang out in the playroom and sing and dance. Jordan was
like an old person and liked to go to bed early, but he stayed up until close to 11pm to hang out with us. I
felt a little guilty for keeping him awake, but I was glad that he stayed up with us.
I was also able to play with some American kids’ toys which was really fun for me.
When I asked to do something one more time, they always happily said okay, even though they were
tired they continued to spend time with me which made me very happy. They were both so kind. They
also talked with me about American sayings and proverbs and interesting things that happened in their
school life in America. This was a really pleasant time for me and was always one of the highlights of my
days.
During my homestay, it was like I was taking a listening test and at the start I could only understood
around fifty percent of what I heard, but by around the third day I began to understand a lot more which
made me super happy.
I regret that I wasn’t able to talk much about Sendai and
Japan with my host family or start up conversations.
During my time in Dallas I am glad that I was able to realize
my lack of English ability and unassertiveness as it has
made me want to study English even more. So when I become more fluent in English, I’d like to go and visit the Gilligan family and talk with them a lot.
Lastly, I’d like to thank the Gilligan family for looking after
me so well, I truly appreciate it!!
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ホストファミリーからのメッセージ
学生たちを受け入れてくれたホストファミリー
６家庭にインタビューをしました！
We interviewed the six families who kindly
hosted the students during our stay!

From Rod, Hannah, Clara, and Ellis Bishop
Hi Ayaka! We miss you! It was such a pleasure getting
to know you! We are so happy Ellis gets to visit you and
all the Young Ambassadors. We hope to see you again
one day! Thank you! – The Bishop Family
ハイ、あやか！ 会えなくてさみしいよ。君と知り合えたことは
大きな喜びでした。エリスが君とヤングアンバサダー全員に
会いに行くのはとてもうれしいことです。いつの日かあなたと
また会えるのを願っています！ありがとう！
―ビショップ家より

From P.T., Sudha, Carmel, and Mayakah
Joseph
Hi Natsuko, hosting you was a once in a life time
experience for us. We miss you, but I know that
we will meet each other again. Much Love from
Texas.
ハイ、 なつこ、君のホストファミリーになったことは、私
たちにとって一生に一度の良い経験になったよ。さみ
しいけれど、お互いにまた会えることを信じているよ。
テキサスから愛をこめて。
―ジョセフ家より
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From the Noor, Hamida, Zain, and Rayaan Khoja
Kiyohiro is a brave young man with a bright future
ahead of him. On the very first day of our experience with him we were involved in a car accident. I
will never forget the moment when all of us looked
over to Kiyohiro to see if he was okay and he said
“okay” with a thumbs up and a smile on his face.
Our early journey with him was characterized by
difficulties in communication but as the week continued, we got more and more connected; by the
end of our trip we didn’t even need a translator to
talk. His companionship is truly treasured as he is not only a member of our family but also a gift of Sendai
culture and experiences. Kiyohiro taught us the phrase “Ohaiyo gozaimasu,” which means “good morning”
in Japanese. We hope that we can meet again in the future, whether it be in Sendai or in Dallas.
清広は明るい未来をもつ勇敢な青年です。彼を迎えた最初の日、私たちは交通事故に巻きこまれました。彼が無事
かどうか全員で彼の方を振り向きました。その時の、彼が笑顔を浮かべながら親指を立てて「OK」と言った瞬間の
ことは、きっといつまでも忘れることはないでしょう。初めはコミュニケーションの難しさに悩まされましたが、一週間も
すると徐々にうまく会話ができるようになっていき、最後には通訳が必要ないほどになりました。彼の人付き合いの良
さは本当に貴重でしたし、彼は私たち家族の一員であるだけではなく、仙台の文化や体験の贈り物でもありました。
清広は私たちに「おはよう ございます」という”Good morning”を意味する日本語を教えてくれました。仙台もしく
はダラスで、将来彼とまた会えることを願っています。 ―コージャ家より

From Olga Jimenez and Janeth Chavez
Rimon is a very nice person, she was shy at first but eventually started talking more to us. She's a very fast
learner and she's very thoughtful.
Before Rimon came we were nervous because it was the first time we've ever hosted a person who we didn't know. After a while she cooked Curry and made ramen for us,
not only that but she taught us how to make them. She taught us a
few Japanese words and we taught her some Spanish, over all it
was an amazing experience meeting her.
We learned that Japan has many delicious treats and food.
Our message to her is for her to keep working hard and do what she
likes to do, we miss her and we'll meet again someday.
りもんはとてもいい子でした。最初は恥ずかしがっていましたが、じきに私
たちにだんだんと話しかけるようになりました。のみこみが早くて、それにと
ても思慮深い子でした。
今まで知らない人をこの家に迎えたことがなかったので、りもんが来る前、
私たちはちょっと緊張していました。しばらくすると彼女は私たちのために
カレーやラーメンを作ってくれただけではなく、その作り方まで教えてくれま
した。彼女はいくつかの日本語を、私たちはスペイン語をそれぞれ教えあ
いました。彼女と出会ってからのすべてのことが素晴らしい経験となりまし
た。
日本にはたくさんのおいしい食べ物があることを知りました。
彼女に伝えたいのは、勉強をがんばり続けることと、自分の好きなことをし
てほしいということです。いつかまた会いましょうね。
―オルガ＆ジャネスより
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ホストファミリーからの
メッセージ

From Jason, Kim, Jordan, and Kelsey Gilligan
It was such an honor to be a host family for the Sendai Ambassadors. We enjoyed having Sakura as a part of our family for the time
they were here. Sakura and the other Sendai students were such a
joy to be around. Not only were they all respectful and caring, they
all took their time to teach us many things about Sendai, especially
Sakura. Her visit was so enjoyable and we were able go places and
do things that she wanted to do. We were able to make a friend
and form memories with her that we will be able to hold onto for
years to come.

仙台からのヤングアンバサダーのホストファミリーとなることは、とても名誉
なことでした。家族の一員としてのさくらと過ごす時間はとても楽しかった
です。さくらと仙台の高校生たちは一緒にいてとても喜んでいました。彼らは、お互いに尊敬し思いやるだけでなく、
私たちに仙台についての多くのことを教えてくれたり、特にさくらは沢山のことを教えてくれたりしました。
彼女の訪問はとても楽しく、様々な場所に行って彼女がしたいことをすることができました。私たちは彼女と友達にな
り、何年たっても変わらない思い出を作ることができました。
―ギリガン家より

From Marlys Diggles and Jadyn and Joel Rowlett
When we first met our son, Hikaru (Pica), via Facebook a few
weeks before he arrived we knew that this would be a life changing experience. Waiting for him at the airport was like expecting a
long-lost friend and when we finally saw him our hearts opened
wide. We swam, danced, took naps, played in the backyard and
ate Chic-fil-A like families do in the summer time. He taught us
words, customs, games, songs and shared many interesting facts
about Sendai, but most importantly Pica taught us that family is
universal. Now when we speak of our family he is included. He is
our son, our brother and our friend for life. We are so thankful for the opportunity to have met this scholarly young gentleman and look forward to traveling to Japan to see the beautiful country that is his home.
To Pica and the entire Tatara family we say, “God bless you! Hikaru is an ambassador of good will. His
smile lights up a room and we feel privileged to be a part of your journey. You will always have a room in
our home. We will see you soon!”
私たちの息子、ひかる（Pica）と初めて会う数週間前からFacebookで彼とやり取りしていた私たちは、彼のホスト
ファミリーとなることが人生を変えるような体験であることを知っていました。空港で彼を待ったことは、まるで長く
会っていなかった友人を待つような気持でしたし、そしてとうとう彼の姿が見えた時は、心から彼を歓迎しました。私
たちは水泳やダンスをしたり、昼寝をしたり、裏庭で遊んだり、チックフィレー（アメリカのファストフードレストラン。チキ
ンバーガーショップ）を食べたりして、夏の間家族のように過ごしました。彼は私たちに言葉や習慣、ゲーム、歌を教
えてくれ、仙台についての興味深い事を私たちに教えてくれました。しかしPicaが教えてくれたもっとも大切なこと
は、家族は普遍的であるということでした。今や私たちが家族について話すとき、そこに彼も含められています。彼は
私たちの息子であり、兄弟であり、そして生涯の友人でもあるのです。彼という優秀な若い紳士に出会えたこの機会
にとても感謝しています。そして、彼の故郷である美しい土地を見るために日本を訪れるのを楽しみにしています。
Picaと多々良家のみなさんへ。「神のご加護がありますように！ひかるは善良なアンバサダーです。彼の笑顔は部屋
を明るくし、そして私たちは彼の旅の一員となれたことを誇りに思います。あなたにはいつも我が家があります。また
会いましょう！」 ―ディガルス家より
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From John and Christiana Stich
We had a very special time during the visit of the Young
Ambassadors from Sendai, and especially so because Mr.
Shuichi Mori, serving as a chaperone, agreed to stay at our
home for four nights. This was the third time for Mori-san
to visit Dallas and it was so fitting that he was here for the
20th anniversary of the Dallas-Sendai Friendship City relationship. He joined the rest of the delegation for a number
of events, such as meeting the City of Dallas Mayor, Mike
Rawlings, the Dallas City Council and a special JapanAmerica Friendship Night at the Texas Rangers Ballpark. I
enjoyed showing him some of the major new construction
in this area such as the Toyota Headquarters and the $6
Billion Mile in Frisco. In addition to sightseeing, we spent
some relaxing time to talk about our families and try a few different foods, from Japanese restaurants to
Texas steak. Mr. Mori is always welcome at our home.
仙台からのヤングアンバサダーとともに過ごした時間はとても特別なものでした。それは、私たちの家で４
日間を過ごした同行者の守さんのおかげでもあります。守さんがダラスを訪れるのは三度目であり、ダラ
ス市と仙台市との友好協定20周年という記念の年を彼がここで過ごすのはふさわしいことでした。彼は
訪問団の責任者として、ダラス市長マイクローリングスとの会談、ダラス市議会、そしてテキサスレンジャー
スボールパークでのジャパンアメリカフレンドシップナイトなど数々のイベントに参加しました。私は彼にトヨ
タ北米支社やフリスコの$6 Billion Mileなど、新しく建造された地域を見せました。観光に加えて、家族
についての話をしたり、日本食レストランからテキサスのステーキを味わったり、新しい食べ物に挑戦したり
して、リラックスした時間を過ごして楽しみました。守さん、いつでも我が家に帰ってきてください。
―ジョン＆クリスティーナ スティックより

From Mark and Liz Berry
We really enjoyed hosting Yuko. We felt like we’ve known her for a long time. She fit right in with us.
Her English was so natural and we felt so comfortable talking to her. She did a great job with the kids.
She had some challenges and she always put the kids as first priority. I admired her for that.
I’m looking forward to meeting Yuko again next May when I come to Sendai.
優子のホストファミリーとして私たちは本当
に楽しい時間を過ごしました。私たちは彼
女をずっと前から知っているような感じが
しました。彼女は私たちにとても合っていま
した。彼女の英語はとても自然で、話して
いて心地よいと感じました。彼女は同行し
ている高校生たちとともに素晴らしい仕事
をしたと思います。
優子はいつもヤングアンバサダーを第一
優先に考えて行動し、挑戦する姿勢にはと
ても感心しました。次の5月に仙台でまた
優子に会えることを楽しみにしています。
―マーク＆リズ ベリーより
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帰国後、ダラスでの訪問を振り返り、協会職員や団員
の家族を交えて6人それぞれのホームステイ体験や、施
設見学の様子などを発表しました。
あらためて、訪問団がどんな活動をしてきたかを知っ
てもらう良い機会となり、保護者の方々は、度々顔をほ
ころばせていました。
この日は、2015年のヤングアンバサダー2名も参加
してくれて、今後の活動に生かせるよう、先輩らしいメッ

セージも団員へ送られました。

11月25日～28日の4日間、庄子彩花さんのホストブラザー
だったビショップ エリス君が仙台を訪問してくれました。
エリス君は、日本初来日で東京～京都～高野山などを1人旅
しながらその後仙台を訪れ、再会した団員たちと短い時間で
したが、楽しいひと時を過ごしました。

到着した日の夜は歓迎会をしました。
エリス君の神社・寺院巡り、御朱印集め
の話で盛り上がりました。
エリスくんは日本語でコミュニケーション
を取れるようになっていて、びっくりしまし
た。 またそれが私たちにとっても刺激にな
りました。
仙台に来てくれてありがとう、エリス君！
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1.レンジャーズゲーム

1.英語でのコミュニケーション

2.フェアウェルパーティー
シックスフロアミュージアム

2.飛行機の中
3.パッキング、お風呂につかれないこと

・メキシコのスナック、料理(りもん)
・Raising Cane's のチキン(きよくん)
・ワニ肉の唐揚げ、ピクルスあげ
(さくら)
・ホストマザーのインドカレー(まつきよ)
・手作りのハンバーガー(あやか)
・フライドチキン(たらちゃん)

・シックスフラッグスに行ったこと、カレーをつくったこと(りもん)
・お肉のレストランへ行ったこと、観光地めぐりをしたこと(きよくん)
・おかしをつまみながらのおしゃべり、Reunion Towerに
登ったこと(さくら)
・ホストシスターと車の中で熱唱(まつきよ)
・映画をみたこと、ショッピング(あやか)
・プール、UNO、福笑いで遊んだこと(たらちゃん)

・"Everything is bigger in Texas."だった。 小さかったものは…思いつかない（笑）
(りもん)
・モールの駐車場で、自分達の車がどこにあるかわからなくなったこと(笑)(きよくん)
・MOCHIというアイスを家で食べ、日本の「雪見だいふく」に似ていて面白かった。(さくら)
・くしゃみ三連発した時、小さい声で「Bless You」って聞こえたこと(まつきよ)
・電車でみんなが初対面でもフレンドリーにしゃべってたこと(あやか)
・運転があぶない！(たらちゃん)
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Messages from Dallas Friends and Alumni
このプログラムに関わるダラス・フォートワース日米協会の方や、
2013年と2015年青少年訪問団のみなさん（アルムナイ）からのメッセージです。

From Anna McFarland
Thank you for visiting Dallas! We enjoyed celebrating 20 years of Sendai-Dallas
friendship together with you. Please continue supporting U.S.-Japan relations in
the future.
Anna McFarland
Executive Director, Japan-America Society of Dallas/Fort Worth

ダラスを訪れてくれてありがとう！私たちは仙台とダラスの友好20周年という節目
を、あなたたちと一緒に祝い楽しみました。どうかこれからもアメリカと日本の友好
関係をサポートし続けてください。
アンナ・マクファーランド（ダラス・フォートワース日米協会 常務理事）

From Cori Hallock
Dear Young Ambassadors, it was such a privilege to meet all of you! I will never
forget the songs you sang on the bus or your smiling faces. Thank you for all your
hard work, and I hope to see you again one day in Sendai or Dallas!
Cori Hallock
Program Manager at Japan-America Society of Dallas/Fort Worth

ヤングアンバサダーの皆さん、あなたたちと出会えたことはとても光栄なことでし
た！私はあなたたちがバスの中で歌ってくれた歌も、笑顔も忘れません。あなたた
ちの頑張りに感謝します。そして、いつか仙台かダラスでまた会えることを願って
います！
コーリィ・ハロック（ダラス・フォートワース日米協会 プログラムマネージャー）

From Kotaro Obara, 2013 Young Ambassador
2017年の訪問団の皆さんとお会いして、年月の流れの速さを感じるところで
ありますが、今年の夏も仙台の高校生がダラスでの友好都市交流を通して友
情を育むことができたと思うと、一人一人が貴重な高校生活の中で有意義な
活動をされたのだと、かつての訪問団の一員としてとても頼もしく感じます。こ
れから両市の関係を発展させていく主役として、この度ダラスに行かれたメン
バーの皆さんと近い将来、関わる機会があることを期待しております。
小原 公太郎（2013年青少年訪問団 団員）
Meeting with the 2017 Sendai Young Ambassadors made me feel how fast the
last few years have passed. Thinking about how high school students from
Sendai have visited Dallas this summer and made new friendships via the
friendship city interactions, I feel each of them has taken part in meaningful activities in their precious high
school life. As a former Ambassador myself, it makes me feel this group will be very reliable in efforts towards developing international exchange between Dallas and Sendai. I look forward to any opportunities
to work with them in the near future.
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From Yuto Kuwagata, 2015 Young Ambassador
今回の訪問団には事前準備で関わらせてもらいましたが、団員一人ひとりが自
分の役割に一生懸命、互いに意見を交わしながら準備に取り組んでいました。訪
問先には前回にはなかったところもあり、新しい出会いや繋がりがあったと思いま
す。以前から続いているダラスとの関係を継続し、さらに今回の訪問で新しくでき
た繋がりを大切にしていってもらいたいです。訪問団での経験や出会いを活かし
て、これからも新しいことにチャレンジしてもらいたいです。
鍬形 優歩（2015年青少年訪問団 団員）
When I met this year’s Young Ambassadors, we were able to exchange many opinions with each other and talk about each person’s role in the group. This year’s
group got to go to places that had not been visited in previous years, so I’m sure they made many new
friends and connections. I have high hopes for them to continue to pursue friendship between Dallas and
Sendai, just like previous ambassadors have, and I hope they treasure the connections they have made. I
would like for them to challenge themselves by using their experiences and people they’ve met.

From Natsumi Anazawa, 2015 Young Ambassador
事前研修の時から積極的だった皆さんですが、プログラムを終えてさらに頼もしく
なって帰ってきましたね!でも今回、充実した気持ちと同時にもどかしい思いを抱え
てプログラムを終えた人もいるかもしれません。私もそうでした。でも大丈夫。まだ
まだチャンスは広がっています！今回の経験、胸に秘めた思い、人との繋がりを大
切にして、たくさん挑戦していってください。そして、このプロジェクトに参加できたこ
とに誇りを持ってくださいね。
穴澤 夏実（2015年青少年訪問団 団員）
I got to meet this year’s positive Young Ambassadors before their departure, and
they have returned even more determined than ever since finishing the program.
There were some people that felt accomplished yet frustrated at the same time having finished the program, but don’t worry! That’s exactly how I felt too. There are still many chances that will arise for you.
Please use this experience and keep it close to your heart, treasure the bonds you made with others and
continue to keep on challenging yourselves. Be proud that you participated in this program.

From Kana Nemoto, 2015 Young Ambassador
2015年の夏に訪問団の一員としてダラス市を訪れてから2年。月日が流れても、
先輩という立場で青少年訪問団の活動に再び関わることができ、とても光栄に
思っております。今年の事前研修において、団員全員が積極的に意見を出し合っ
たり、懸命に準備に取り組んだりする姿を見て、両市の交流をよりよいものにしよう
と奮闘する皆さんの熱意を強く感じました。2年前の訪問団での経験が今も私の
中で生き続けているように、今回の派遣は後輩たちにとっても、この先変わらず輝
き続けるものとなるでしょう。
根本 佳奈（2015年青少年訪問団 団員）
It has been two years since I visited Dallas on the Young Ambassadors program in summer 2015. As time
has passed, I have once again become involved with the Young Ambassador program, but this time to help
with this year’s preparations, in which I gladly participated. At the preparation workshops, after seeing all
of the members actively exchanging their opinions and the hard work they were putting in, I really felt everyone’s passion and will to improve the exchanges between our cities. The experiences of my time on the
program two years ago still live within me, and I hope that the experiences the members this time take
home will stay with them for a long time too.
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同行者より- Messages from our Chaperones 団員に選ばれた6名の皆さんは、ダラス市訪問に向け懸命に準備を重ね、そして現地
に入ってからは、言葉や習慣の違いに戸惑いながらも、すぐにホストファミリーとも打ち解
け、親善大使としての役割を立派に果たしてくれました。ダラスの人々との交流を通じた
異文化の理解、また震災時の支援に対する感謝の伝達など今回の訪問目的が十分に
理解されたものと確信しております。団員の皆さんの頑張りに心からの拍手を送りたい
と思います。
高校生という多感な時期に、異文化と出会い、多様な価値観を学ぶ機会を得たこと
は、大変貴重な経験になったのではないでしょうか。団員の皆さんには、これからもアメリ
カのみならず世界の様々な国の歴史と文化、さらには今日的な出来事にも関心を持っ
て、学び行動してもらいたいと思います。
今回の訪問は仙台市とダラス市の国際友好都市締結20周年記念事業の一つに位置
付けられておりました。私にとりましても20年ぶりのダラス市訪問でしたが、ダラス市周辺に多くの日本企業が進出
するなど、アメリカ南西部の中心都市のひとつとして力強く発展する姿を目の当たりにして、大変うれしく思いまし
た。今後、仙台市とダラス市の交流と絆が一層深まっていくことを願っております。
最後に、今回の素晴らしいプログラムを企画してくださったダラス・フォートワース日米協会の皆様方、そして強力な
支援をいただいた「TOMODACHI イニシアチブ」の皆様方に心からの感謝を申し上げますとともに、私を温かく迎
え入れてくださったJohn and Christiana Stichご夫妻はじめ全てのホストファミリーの皆様方に厚く御礼を申し
上げます。
（公財）仙台観光国際協会 守修一

All six of the members chosen to be part of the delegation prepared well for the visit to Dallas, and after
arriving they were all able to get along well with their respective host families right away, without being
concerned about language or custom differences. They performed their roles as friendship ambassadors
admirably. I am sure that each member of the delegation understood the purpose of the visit this time,
and has come back having understood more about other cultures through interactions with Dallas people
and expressed their gratitude for the support received at the time of the disaster. I want to applaud the
efforts of all of the members of the delegation.
I am sure that this has been a very precious experience for them encountering different cultures and
learning about various values, especially as high school students at this sensitive age. In future, I hope that
all of the delegation members go on to learn more about not only the United States, but various countries
around the world and their history and culture, in addition to gaining an interest in up-to-date affairs.
The visit this time was one of the projects that marked the 20-year anniversary of the international
friendship city relationship between Sendai and Dallas. Personally, it was my first visit to Dallas in 20
years, and I saw that many Japanese companies have moved into Dallas and the surrounding area. I was
very happy to see for myself that Dallas is developing well as one of the major cities in southwestern United States. I hope that the ties between Sendai and Dallas only deepen even further in future. Lastly, I
would like to sincerely thank all of the staff at the Japan-America Society of Dallas/Fort Worth for organising such a wonderful program, everyone from the Tomodachi Initiative for all their excellent support, and
express my heartfelt gratitude to all of the host families, including John and Christiana Stich who gave me
such a warm welcome.
Sendai Tourism, Convention and International Association
Shuichi Mori
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同行者より
- Messages from our Chaperones 「TOMODACHI イニシアチブ」の支援を受けてのダラス訪問は、2013年、2015
年に続き、今回が3回目となりました。今年は、仙台市とダラス市の国際友好都市提
携 20 周年の節目ということもあり、ヤングアンバサダー6名も気合い十分でダラス
へと旅立ちました。現地に到着し、始めはホームステイや英語でのコミュニケーション
に緊張気味だったメンバーも、ダラス市民の温かさに触れ、次第に笑顔で交流を楽し
む姿が見られました。毎日の私たちの活動を支えてくださった、ホストファミリーやダラ
ス・フォートワース協会の皆さんに心から感謝いたします。そして、ホストファミリーとし
て私を快く受け入れてくれたMark & Liz Berry夫妻。お2人のおかげで、私の初の
ダラス滞在も更に充実した素敵な夏の思い出となりました。今後、ヤングアンバサダー
が両市の架け橋となり、様々な交流を通して親睦と理解を深めていくことを願っていま
す。
（公財）仙台観光国際協会 八巻優子

With the support of the Tomodachi Initiative, there have been three delegations to Dallas from Sendai,
with this one continuing on from those in 2013 and 2015. This year marked the 20 th anniversary of the
international friendship agreement between Sendai and Dallas, and six Young Ambassadors made the trip
to Dallas. After arriving, some of the members were quite nervous with the visit being their first
homestay, or communicating in English. After seeing firsthand how warm the people of Dallas are, they
gradually began to interact with everyone with a smile on their faces. I’m truly grateful to our host families and the Japan-America Society of Dallas/Fort Worth for supporting our daily activities. I would also
like to thank my host family Mark and Liz Berry for taking me in so willingly. They helped make my first
stay in Dallas an even more enjoyable and fulfilling time, leaving me with wonderful summer memories. I
hope that the Young Ambassadors will go on and act as a bridge between our two cities and deepen the
friendship and understanding between us through a variety of exchanges.
Sendai Tourism, Convention and International Association
Yuko Yamaki
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ダラスでの活動時やホストファミリーとの何気ないひとコマをフォトギャラリーにしました。
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みんなが撮った写真の中
から、ぼくが代表で選びま
し た！現 地 で の 毎 日 を 思
い出します。
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