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八千代市・タイラー市姉妹都市締結 20 周年記念訪問団レポート
「親善訪問を終えて」

八千代市国際交流協会は、八千代市と姉妹都市提携 20 周年を迎えた米国テキサス州タイラー市
への親善訪問を行いました。
本レポートは、訪問団に参加した団員のひとりが 5 日間のタイラー市親善訪問とオプション・
ツアーとして企画されたロサンゼルス市、サンディエゴ市の旅で見聞き、体験したことを綴った
ものです。

タイラー市親善訪問
今回の友好親善訪問は、タイラー市姉妹都市委員会から 10 月 18 日から開催された第 79 回ロー
ズ・フェスティバルに合わせてお招きを頂き、訪問団は国際交流協会の周郷紀男会長を団長に市
長、市会議員 4 名を含む大人 34 名と市が国際交流事業の一環として実施した高校生海外派遣事業
に参加した市内在住高校生 10 名の総勢 44 名です。
訪問団は 10 月 17 日午前 9 時にダラス・フォートワース国際空港に到着の後、フォートワース
市内のストック・ヤード(家畜取引所)やＭＢＬテキサス・レンジャースの本拠地を見物しながら
バスでタイラー市に移動し、タイラー市での 5 日間の友好親善活動をスタートしました。

タイラー市の概要
タイラー市は、テキサス州の東部(East Texas)、
州内 254 郡(County)のひとつであるのスミス郡
(Smith County：タイラー市を含む 11 市町、人口
約 21 万人)の郡庁の所在地で、加工・製造業、医
療、教育および小売業といった地域産業・経済の
中心となっています。
広いアメリカ、幹線道路は非常に良く整備され
ています。タイラー市は、市の中央を南北に国道
(US.Highway69)が貫き、市の北側にはテキサス州
とルイジアナ州を結ぶ高速道路(Interstate-Highway20)が走っています。ダラスまでは、この高
速道路を経由して約 150 ㎞、２時間弱の距離にあります。
タイラー市は、市の北側の丘陵地に市役所、郡庁、裁判所等の公的機関や銀行、企業などのオ
フィス街があり中心地となっています。この丘陵地を東西７㎞、南北 10 ㎞を片側３車線の環状線
(Loop 325)が大きく囲っています。環状線の内側は、南北に縦断する国道 69 号線を基線(Broadway)
として、東西(Street)と南北(Avenue)の街路が整然と配置され、この街路沿いに芝生の前庭を持
った住宅が建っている全体的に緑豊かな街と云うよりも、森(松と樫の類)の中に街があるといっ
た趣きの美しい街です。

気候は、湿潤亜熱帯に分類され、夏季(8 月)の平均最高気温 34℃、
冬季(1 月)の平均最低気温 3℃、
月降雨量は 55～131 ㎜です。訪問団が訪れた 10 月の気候は、月平均で最高気温 26℃、最低気温
13℃、月降水量 131 ㎜となっています。
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タイラー市：2011 年推計
八千代市：2012 年 9 月末、

タイラー市：2011-12 予算
八千代市：平成 24 年度一般会計当初予算
フルタイム職員数

資料：タイラー市ホーム･ページwww.cityoftyler.org、八千代市ホーム･ページwww.city.yachiyo.chiba.jpより

人種構成は、白人が 60.5％、黒人 24.8％、少数民族 0.5％、アジア系 1.9%、その他です。また、
このうちヒスパニック(スペイン語を話す人)は、21.2％といわれています。
タイラー地域の産業･経済をセクター別の雇用割合で見ると、医療･教育セクターが 22％で最も
大きく、次いで大型ショッピング･モール、小売・卸売業を含む商業が 1８％、これに続いて連邦･
州・市役所等の公務員が 15％、レジャー施設･ホテル等が 11％、 弁護士、会計士等の専門職や経
営コンサルタント業の 9％が続き、製造業 7％、鉱業・建設業 6％、金融業と運輸･倉庫業がそれぞ
れ 4％、その他となっています。
1900 年代の初め伝染病の大発生により、タイラー市周辺の桃園が全滅し、当地の砂質土壌がバ
ラの生育に適していることを知った農家がバラ苗木の生産を始め、一時は見渡す限りのバラ育苗
圃が広がり、アメリカ国内のバラ苗木生産量の半分を占めるようになりました。現在でもタイラ
ー市周辺は国内有数のバラ苗木の生産、出荷拠点となっています。
タイラー市の予算規模は、邦貨に換算(１ドル=80 円)すると約 129 億円となっていますが、市が
行う行政は、住環境の保持･改善や産業･経済の活性化といったコミュニティー･サービスが中心で、
教育(小･中学校)や福祉(生活保護等)といった個々人を対象とする予算は含まれていません。義務
教育や福祉は、州・連邦政府が行う行政サービスの範疇
とされています。住環境の重要な要素である治安を確保
するために市警察が置かれ、市職員数 868 人のうち 249
人が警察職員です。
市政は、議長を務める市長と議員 6 名で構成する市議
会(City Council)が政策とその目標を決定し、市長によ
り任命された執行役(City Manager)がこの決定にもとづ
いて執行することになっています。
市長は全市から、市議６名はブロック別に選挙で選出
タイラー市中心部

され、任期は２年で、再選は３期までとなっています。

姉妹都市締結 20 周年記念式典
10 月 18 日午前 9 時、晴天のタイラー市役所において、八千代市・タイラー市姉妹都市締結 20
周年記念式典が執り行われました。
この式典は、タイラー市の市長、市会議員の列席、タイラー市姉妹都市委員会メンバーに加え、
市役所幹部が出席し、八千代市訪問団に対する歓迎ムードなか開催されました。

- 2 -

バーバラ・バス(MS. Barbara Bass)市長は、
『今年は、みなさんを我がまちに迎えてことが
でき大変嬉しく思います。旧交を温め、新しい
友好を築くことを切に望みます。
・・・
（ご来訪
を）歓迎すると共に気楽にお過ごし頂きたいと
存じます』と歓迎のあいさつ。
姉妹都市委員会のパット・ジョーンズ(Mrs.
Pat Johns)会長は、『訪問団はみなさん、ロー
ズ・フェスティバルを楽しみに来訪されました。
周郷会長は 5 回目、豊田市長は４回目のタイラ
記念式典で歓迎あいさつをするバーバラ･バス市長(中央)

ー訪問です』と訪問団を紹介。

豊田市長は、
『ローズ・フェスティバルにお招き頂き感謝します。タイラー市を再び訪れ、皆さ
まからの温かい心遣いを受け嬉しく思います。今年は、1992 年に姉妹都市協定を締結して 20 年、
記念すべき年・・・』と多くの八千代市民と共に訪問できたことの幸せとスピーチしました。
92 年以来、八千代市、タイラー市の相互訪問は 22 回に行われ、八千代市から 194 名、タイラー
市から 257 名がそれぞれの市を訪問しています。
この式典にあたり、在ヒューストン日本国総領事館の山本条太総領事から、タイラー市と訪問
団に宛てたメッセージを頂きました。山本総領事は、1992 年の姉妹都市協定の締結以来、多くの
関係者の努力により 20 周年を迎えたことに対する祝意を述べてうえで、継続した市民レベルの国
際交流の重要性とその意義について触れ『今回の訪問により両市の友好が一層深まることを希望
します』とこのメッセージを結んでおられました。
〔本レポートにメッセージ原文を添付させて頂
きました〕
式典は、記念品交換、両市長の共同宣言と続き、市役所の庭への永年タイラー市姉妹都市委員
会のコーディネーターとしてご尽力頂いた故カズエ・ヒヨシ・ジョンソンさんを追悼する楓
(Japanese Maple)の植樹が行われました。
2000 年から姉妹都市委員会メンバーで委員長
を２期務め、日本を 3 回訪問しているタイラー市
警察の署長グレイ・スインドル(Mr. Gray Swindle)
氏は、訪問団メンバーとの再会を『これぞ、まさ
に友好。長年にわたり多くの友達付き合いをした
だけ・・・これこそが得難い経験です』とスピー
チしました。
市民の相互訪問のほか、タイラー市及び周辺地
域から八千代市内の学校の英語アシスタント教員
として 20 名の若い女性がこれまでに派遣されて
います。また、65 名以上からなる八千代市こども
合唱団がタイラー市を訪れています。

江野沢議長、豊田市長、バス市長、周郷会長による追悼植樹

豊田市長は、こうした交流が両市における文化の相互理解につながったと語り、今回同行した
高校生にとってもこの滞在が実り多きものになることを期待していると述べました。
高校生代表を務める２年生の今泉若菜さんは、
『私たち高校生は、アメリカの生活事情を学びた
いと思っています』と述べて『今、少し緊張しています。今回は短い滞在ですが、できるだけ多
くの人々とお話して、
・・・帰国後はさらなる友好交流の促進に貢献したい』とスピーチしました。
八千代市国際交流協会の実行委員会メンバーは、これまで大人だけの訪問団に高校生を参加さ
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せられたことの意義を強調していました。
姉妹都市委員会メンバーのベティ・ヴァワー(Ms. Betty Bower)さんは、『この 20 周年記念行事
は、タイラー市姉妹都市委員会のコーディネーターを永年勤めてこられ 2010 年 8 月 16 日に 65 歳
で逝去された故カズエ・ヒヨシ・ジョンソンさんの貢献をぬきしてはありえません』と述懐しな
がら、
『余人をもって換えがたき人でした。私たちは、本当に惜しい人を亡くしました』と故人を
偲んでいました。
また、タイラー市姉妹都市委員会メンバーは『これまでの八千代市との交流は、アイゼンハワ
ー大統領が 1956 年に提唱した“Lifelong friendships through person-to-person visits”の実
践にそのものだ』と語っていました。
周郷紀男団長は、今回の訪問団の受け入れ計画に対する協力に感謝の意を述べたうえで、
『この
式典は、非常に歴史的で記念すべきものとなった』
『今年、タイラー市への訪問団募集を発表した
ら、多くの八千代市民が強い興味を示し、参加を希望した。私はこの(記念式典開催などで示され
た)協力と友好関係は決して途絶えることなく、末永く継続するものと考えます。このすばらしい
関係が今後とも維持されることを切に願っています』と挨拶し、記念式典を締めくくりました。

姉妹都市締結 20 周年記念レセプション
20 周年記念式典の後、同日午後はテキサス大タイラー校
の医療(健康科学)センター、市内の大型商業施設などを視察
し、午後 6 時からの記念レセプションに臨みました。
記念レセプションは、ホリーツリー・カントリー・クラブ
(ゴルフ場)のクラブハウスで行われ、タイラー短大のアパッ
チ・ベルズ(チェアガールズ)とハーモニー＆アンダースタン
ディング(コーラスグループ)のパフォーマンスを楽しみな
がら、新たな出会いと旧交を温める晩餐会でした。

20 周年記念のデコレーション・ケーキ

タイラー市内の視察
タイラー市の産業は、医療／研究、教育、流通・小売り、空調機製造、通信・電話、公務員、
建設コンサルタント、銀行、食肉加工、鋳鉄管等製造、石油･ガス精製、生コン製造、観光、バラ
苗生産･出荷と多様です。この中で、医療・教育分野が地域経済の大きな柱となっているのがタイ
ラー市の特徴です
タイラー市のトップ10事業体(従業員数レベル)
単位：人

事

業

体

名

Trinity Mother Frances*
East Texas Medical Center*
Brookshire Grocery Company*
Tyler Independent School District
Wal-Mart
The Trane Co.*
Suddenlink*
UT Health Center at Tyler
Carrier Corporation
Tyler Junior College
Smith County
City of Tyler
Target Distribution Center
Southside Bank*
The University of Texas at Tyler
John Soules Foods
Tyler Pipe
CB&I

分
野
医療
医療
流通
教育行政
小売業
空調機製造
通信･電話
医療／研究
空調機製造
大学
郡政府
市役所
小売／流通
銀行業
大学
食肉加工
鋳鉄管製造
建設コンサル

従業員数

† Full-time equivalents * Company has headquarters in Tyler, Texas
Source: Tyler Economic Development Council

3,884
3,725
2,524
2,464
1,711
1,575
1,197
849
795
786
775
761
700
600
565
470
363
280

タイラー市には、３つの総合病院(Trinity Mother
Frances, East Texas Medical Center, Texas Spine
& Joint Hospital)と保健・医療研究センター(The
University of Texas Health Center at Tyler)のほ
か、多くの開業医院があり、医師 735 人、歯科医 87
人、入院ベッド総数 955 床で東テキサス地域の保
健・医療の中心となっています。
教育分野は、学校区(教育行政機関)による小中学
校、公立高２校のほか、財団・教団等を含む私立高
９ 校があります。これに加えて、テキサス大タイラ
ー校(University of Texas at Tyler)、同大付属の
保健・医療研究センター(UT Health Center at Tyler)、
テキサス大(Texas College)、タイラー短大(Tyler
Junior College)の４つの高等教育機関があります。
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10 月 18 日、訪問団は、テキサス大タイラー校(UTT)と同大付属タイラー保健・医療研究センタ
ー(UTHSC) を訪問し、広報担当者等から概要の説明を受け施設等を視察しました。
また、翌 19 日にはタイラー短大(TJC)を訪問し、学長の出迎えを受け概要説明を頂き、大学構
内の視察しました。

テキサス大タイラー校（UTT）
テキサス大タイラー校(UTT : University of Texas at Tyler)は、1971 年設立の人文・理学群、
経営・生産工学群、教育・心理学群、機械・電子工学群、看護・保健学群の５つの学群(College)
からなる総合大学(University)で、学部 5,251 名、大学院 1,624 名の計 6,875 名が在学し、この
ほかに在宅受講者(通信教育)773 名が在籍しています。教員数は 388 名で学生：教員は 17：1 です。
市の南東部に位置するキャンパスは、敷地面積が約 105ha あり、講義棟のほか、図書館、食堂、
カフェテリア、売店等を完備した学生会館、体育館、コンサート・ホール、学生寮、学生アパー
トなどが美しい松と樫の林に中にゆったりと建っています。
大学構内の視察では、まず昼食を兼ねて学生会館の食堂に立ち寄りました。
高校生 10 人は、食堂に居合わせた学生とす
ぐに意気投合、そのうち『天気が良いので芝生
で食べよう』となったようで、車座になってに
ぎやかな野外ランチを楽しんでいました。
体 育 館 (Herrington Patriot Center) は 、
2,000 人の観客収容が可能な屋内スタジアム
でバスケット・ボールの大学対抗やプロ・リー
グの試合が行われるそうです。また、最新のト
レーニング機器が設置されており学生のフィ
ットネス・センターとして使われています。

大学生グループと談笑する高校生

コンサート・ホール(R. Don Cowan Performing Arts Center)は、学内行事だけでなく、タイラ
ー市民の文化施設として多くの催しに使われているとのことです。後述のローズ・クイーン戴冠
式もこのホールで行われました。

テキサス大タイラー保健・医療研究センター（UTHSC）
18 日午後、訪問団は、テキサス大タイラー保健・医療研究センター(UTHSC : The University of
Texas Health Science Center at Tyler)を訪れ、施設の概要説明を受けたあと、医療器械等を視
察しました。以下の記述は、現地で受けた説明に同センターの HP 情報を補足したものです。
1947 年、テキサス州政府によって現在の地にイースト・テキサス結核療養所が設置され、その
後 1971 年に呼吸器系・心臓疾患の治療機関となり 1977 年にテキサス大学機構の保健・医療研究
センターとなりました。
保健・医療研究センターは、肺・心臓疾患を中心にした治療、研究、教育機関です。その役割
は、優れた治療や地域医療をテキサス州東部地域、その他に提供することと総合的な医療に関す
る教育と先端的研究を行うことです。この施設の業務には 800 名以上が従事しています。
保健・医療研究センターは、研修医を含む約 100 名の医師団が入院ベット 109 床と外来診療に
あたっています。主な診療科目は、肺疾患、心臓疾患、癌、初期治療、職業病治療(心理学)、外
科です。
保健・医療研究センターは、2003 年から医療過疎地域における高齢者の生活向上を目的とする
州政府のテキサス東部地域老人保健センターに指定され、これらの地域での調査、公衆衛生、往
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診、啓蒙・普及、診療を行っています。
研究部門は、老化現象、臓器移植の拒絶反応を軽減するための免疫メカニズム、結核感染の経
路の追跡、血栓症の発症原因に関する研究等を行っています。
教育部門は、研修医の指導と生物工学、環境科学を専攻する修士課程学生の教育です。
保健・医療研究センターは、医療と研究で評価され
ていますが、それだけではなく地域経済へインパクト
を与えています。保健・医療研究センターの経済分析
によると、年間運営経費１億 2,500 万ドル(約 100 億円)
と研究費 1,200 万ドルが地域経済に及ぼす経済効果は
８億 7,500 万ドル(約 700 億円)と算定しています。
この他、保健・医療研究センターで勤務経験を持っ
た看護師や介護士の雇用や開業医の研修プログラムへ
の参加による地域医療の向上効果があると評価してい

保健医療研究センター

ます。

タイラー短大（TJC）
19 日午前、訪問団は、タイラー短大(TJC : Tyler Junior Collage)を訪問しました。
訪問団は学長の出迎えを受け、大学の特徴や力点を置いて取り組んでいる社会人教育について
説明して頂き、大学構内を視察しました。
この大学は、1926 年にタイラー地域の住民へ高等教育の機会を提供するためタイラー学校区よ
って設立された公立の短期大学です。設立から 1940 年代までは、文学科と小中学校での音楽と家
政を教えるための実業科だけしかなく、学生数も 200 名程度でした。その後、講義科目の拡大と
もに学生が増加し、現在、秋の学期初めの入学者(受講登録)は毎年約 10,000 名で、これに加えて、
年間約 15,000 名の社会人等が単位取得を目指して履修しています。
タイラー短大には、準応用理学士、準文学士と技術資
格を取得できる 60 以上のコースがあり、常勤教官は 265
名で１クラスの平均学生数は 21 名となっています。看護
師、医療事務、放射線技師、音波診断技師、外科技師、
CT スキャン技師などの医療関連の資格取得のための分
野が充実しています。
大学には多くの学生サークルがあり、中でもチェア
ー・ガール・チーム(アッパチ・ベルズ)とマーチング・
バンド(アッパチ・マーチン・バンド)は、プロ・フット
タイラー・ジュニア・カレッジ

ボールのハーフ・タイム・ショーなどで出演するなど、

全米屈指の実力を持っているそうです。後述するローズ・フェスティバルのパレードにも参加し
ていて市民の人気を集めていました。
訪問団は、メイン・キャンパスを視察した後、少し離れた分校に移動して大学の教授が日本庭
園を模して造った枯山水風の小規模庭園を見せて頂いたり、学生への個人カウンセリングの様子
を視察しました。

タイラー美術館と地球＆宇宙科学教育センターの視察
19 日、訪問団は、タイラー短大のキャンパスにあるタイラー美術館(Tyler Museum of Art)と地
球＆宇宙科学教育センター(Center for Earth and Space Science Education)を視察しました。
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タイラー美術館
タイラー美術館は、1971 年に非営利団体タイラー青少年同盟(The Junior League of Tyler)に
よって開設され、この団体によって運営されています。
美術館は、1,500 点以上の絵画、出版物、写真、彫刻を所
蔵し、展示ギャラリー２室、図書室、レクチャー・ルーム、
喫茶室と売店を備えています。美術館は、テキサス州出身の
芸術家の現在美術の展示に力を入れていましたが、最近の多
様化する市民の要望に応え、イギリスの近代陶芸、16・17
世紀のオランダ絵画などの特別展示を行っています。訪問時
には、テキサス・アクロス・ワイエス展(The Wyeths Across
タイラー美術館

Texas)が開催されていました。

地球＆宇宙科学教育センター
地球＆宇宙科学教育センターは、昨年９月に改築オープンされた最新の科学館です。この改築
には、タイラー短大の建物に使われていた植民地時代のレンガ建築が使われました。
この科学館は、最新のプラネタリュームを備え、こ
のドーム型スクリーンは迫力ある宇宙空間の再現が
可能で,宇宙現象を実感できるようになっています。
また、別の大型プラズマ・スクリーンではＮＡＳＡと
宇宙観測研究所の同時映像を映し出しています。
訪問団が訪れた時、ワシントンＤＣのスミソニアン
博物館の移動特別展：宇宙服が開催されていました。
科学館は、こどもの理科教室、研究会や各種の市民活
地球＆宇宙科学教育センター

動にも利用されています。

高校生の授業体験
地元新聞(Tyler Morning Telegraph)は、高校生の授業体験の様子を以下のように報道していま
した。
19 日、高校生 10 名(男子 3 名、女子 7 名)は、グレース高校を訪れ、2 時間(2 コマ)の授業を受
講と礼拝に参加し、アメリカの高校生活を体験しました。
高校生 10 名は、笑顔で現地高校生と写真を取り合ったり、お土産を交換して抱き合ったりして
いました。
同日夕方には、アメリカの国技ともいえるアメリカン・フットボール
のグレース高対ビショップ・ゴーマン高の試合を観戦し、同夜はホス
ト・ファミリー宅での１泊ホーム・ステーを体験しました。
このほか、高校生はローズ・フェスティバルのパレードへの参加、ゴ
ルフ体験(男子)、ショッピング・モールでのお買い物(女子)、テキサス
大タイラー校、タイラー短大の訪問、タイラー市消防隊の訓練デモンス
トレーションの視察などの盛りだくさんの日程をこなしました。
姉妹都市委員会の会長パット・ジョーンズさんは『彼らには、この滞
在期間中にタイラー市を少しでも見てもらい、普通のティーンエイジャ
ーとしての体験をしてもらえたらとの思いで日程をアレンジしました』
と同紙にコメントしたと報じていました。
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Hello!!

(地元紙より）

ローズ・フェスティバル
「世界のバラのまちタイラー」のテキサス・ローズ・フェスティバルは、1933 年に第１回が開
催されて以来、今年で第 79 回を迎えるタイラー市の伝統行事です。
今年のフェスティバルは、10 月 18 日から 4 日間にわたり開催され、この期間中には色々なイベ
ントが行われており、訪問団は、18 日金曜日のローズ・クイーン戴冠式、19 日土曜日のローズ・
パレードとローズ・クイーンのお茶会などを案内して頂きました。

ローズ・クイーン戴冠式
19 日金曜日午後 7 時、訪問団はローズ・クイーン戴冠式の夜の部に招待されました。
この会場で、開演前に訪問団の紹介をして頂き、会場から大きな拍手を受けました。訪問団は
起立してこれに応えました。
ローズ・クイーン戴冠式は、宮廷を模したミュジカルで豪華賢覧な衣装(ドレスとガウン、ティ
アラ)の美女が音楽と歌、ナレーションに合わせて、燕尾服を着たイケ面男子にエスコートされて
約 1 時間半にわたって、次々に登場するものです。
今年のテーマは、
“Indochine : Year of the Dragon”
でマルコポーロが東洋へとたどった国々の風俗・文
化を表現したものです。ちなみに日本は 9 名の女性
がそれぞれ「黒真珠」、
「薩摩」、
「きもの」、
「つばき」
、
「伊万里」、
「さくら」、
「サムライ」
、
「扇」
、
「富士山」
を表現したコスチューム・ドレスで登場しました。
会場では、観客も女性はドレスアップし、男性の
多くはシックなスーツにネクタイをしており、会場
全体がフォーマルな社交の場といった雰囲気があふ
れていました。
少し下種な話ですが、ローズ・クイーンの衣装代
などの費用、何と 20 万ドル(約 1 千 6 百万円)が掛か
ったとか、この費用すべてローズ・クイーンの親御
さんの負担だそうです。愛する娘をヤングレディー
としデビューさせるための儀式だとしても、さすが
アメリカの上流階級。
日本でも成人式を迎える娘さんに綺麗な振袖を用
意します。
「娘を思う親心は世界共通・・」と思いつ
つも、その額を聞くとやはり「社会と文化の違い」

2012 年ローズ･クイーンのハリー・マックグレデ
ィ・アンダーソン嬢（ローズ･パレードにて）

を感じます。

ローズ・パレード
20 日午前 9 時半、ローズ・フェスティバルのなかで最も人気あるイベントであるローズ・パレ
ードに豊田市長、周郷会長夫妻、高校生 10 名が参加しました。
パレードは、儀仗兵４人が保持する星条旗、テキサス州旗、テキサス州軍旗とタイラー市旗を
先頭にオープンカーや仮装山車、マーチング・バンド、チェアーガール・チーム、クラシックカ
ーなどが続き、そのあとタイラー市長、ローズ・レディー、そして最後にローズ・クイーンを載
せた山車が登場する陽気なアメリカン、テキサス人を象徴する 135 組のパレードが繰り広げられ
ました。このパレードに集まった観客は約 35,000 人と地元新聞が報じていました。
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周郷会長夫妻は、星条旗に続くパレードの先頭でオープンカーに乗って登場、2 番目に豊田市長
と続きました。周郷会長婦人は着物姿で蛇の目の日傘をさしておられ、ご夫妻を紹介するアナウ
ンスが流れると多くの観客が立ち上がり拍手喝采。『What a Charm !!・・』と声をあげる観客に
『あのパラソルは、竹と紙で出来ていますよ』
、反応は『Oh my! Oriental beauty・・??』だった
そうです。また、高校生 10 名も下駄を履き浴衣姿で、団扇を振りながらにこやかに行進、沿道か
ら盛んな拍手と声援を送られていました。

スタジアムに集まった観客の歓迎に手を振って応える豊田市長(右)と周郷会長夫妻

訪問団はローズ・パレードを見物の後、タイラー市消防隊の訓練所に移動して、消防隊員が準
備してくれた野外バーべキューの昼食を隊員と懇談しながら頂いたあと、救助訓練のデモンスト
レーションを見せてもらいました。

ローズ・クイーンの茶会
20 日午後、訪問団は、タイラー市ローズ・ガーデンを会場に行われたローズ・クイーンの茶会
で午後のひと時をすごしました。
ローズ・クイーンや宮廷令嬢の豪華な衣装を間近に見られるこのお茶会は、タイラー市民にと
っても人気イベントで記念写真を撮ったりしながら楽しんでいました。訪問団メンバーも晴天の
もとバラ園の散策とアフターヌーン・ティーを楽しみました。

ホーム・ビジットほか
20 日午後 5 時、この日の夕食は、姉妹都市委員会メンバーのスティーブ・ヘルムス（Mr. Steve
Helmuth)氏が所有する山荘でのガーデン・パーティーに招かれました。
夏時間を採用しているテキサスの午後５時、まだ日が高く『みなさん、ようこそお越しくださ
いました』
『夕暮れまでにはたっぷり時間があります。ビールなども用意してありますので、飲ん
で、食べて、騒ぎましょう。ただし、もめ事は・・』とホスト、ヘルムス氏があいさつしている
なか、後ろの方でなりやら騒ぎが・・？？。無頼漢２人、美女をめぐっての喧嘩。
そこへ保安官が登場『喧嘩はやめろ』と諭す。
『争いは
許さぬ、立ち去れ。さもないと撃つぞ』これに男２人は
逆上。女を人質に『ピストルを捨てろ』と叫ぶ。保安官、
ガン・ベルトをはずして地面に投げる。『この腰抜け野
郎！』無頼漢２人が女を連れ去ろうとしたそのとき、保
安官が地面に転がりながら拳銃を拾っての早撃ち、悪党
２人を見事に撃ち倒す。昭和 30・40 年代にテレビ、映画
でみた西部劇、勧善懲悪、正義の保安官の寸劇でした。
このあとはウエスタン娘 10 人が登場、ウエスタン・ミ
ュージックに合わせてのステップダンスを見せてくれま
した。
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丸腰の保安官にピストルを向ける無法者

『みなさんも一緒に踊りましょう』とバス市長に促され、
江野沢議長『チョッと拍子が合わないかな』と言いつつ、
笛・鉦・太鼓のお囃子に換えてウエスタン･ミュージッ
クでのバカ面踊り(神社の祭礼で奉納される伝統芸能)
を披露。この江野沢議長の粋なご酔狂に出席のみなさん
は大爆笑、大喝采、大喜びでした。
21 日午前 11 時、訪問団は、４・５人のグループごと
に姉妹都市委員会メンバーの自宅に招かれ、それぞれ昼
食を頂きながら、歓談する機会を得ました。
バス市長(右)の誘いにビールを片手にウエス
タン･ハット姿で応じる江野沢議長

筆者らを招待してくれたメンバーは、日系アメリカ人
のタイラー短大で数学を講義している大学教授トニ

ー・只左(Dr. Tony Tadasa)氏です。トニー教授は、10 歳代で日本を離れ、アメリカで教育を受け
て大学教授の職を得て、アメリカ人の奥さんと結婚したそうです。教授は、60 年近く英語だけで
の生活をしており、日本語での会話は多少不自由さを感じているご様子でした。
滞在中には、お宅の間取りや庭を見せてもらい、保有のピストルやライフルに触らせてもらっ
たり、裏庭でのモグラ取りに挑戦させてもらったりと、住宅事情やアメリカ人の日常生活の一端
を知る良い機会となりました。
教授は、羊羹が大好物だそうで、お土産にお持ちした虎屋の羊羹を『家族の誰にもあげない』
と奥さんに宣言するなど、大変喜んで頂きました。

多様な交流への期待
19 日 11 時半、タイラー・ジュニア・カレッジを訪問した際、同大学の学長から興味深い話が２
つありました。
ひとつは、同大学のチェアー・ガール･チーム(アパッチ・ベルズ)とマーチング・バンド・チー
ム(アパッチ・バンド)が米国海軍太平洋艦隊横須賀基地を慰問のため、来年 3 月に訪日すること
が決まっているとのことです。訪問団から『せっかくのチャンス。八千代市に立ち寄ってもらっ
たら』の声があがり、豊田市長も『結構な話ではあるが・・、会場、日程、移動手段などの調整
が必要。持ち帰って関係部局に可能性を検討させたい』と応じました。
ふたつ目は、同大学の卒業生が英語補助教師(ALT)として八千代市内の中学校で教壇に立ってい
ることから、同大学への留学生２名の招聘を検討したいということです。これに対して同行の高
校生何人かは『是非、応募したい』と強い関心を示していました。
また、19 日午前、訪問団は、ＮＰＯが運営するタイラー美術館を訪れました。この美術館は 1,500
点以上の絵画等を所蔵しています。現在、八千代市が建設を予定している市民ギャラリーが完成
したら、八千代市の所蔵する星譲一コレクションとの相互貸与による特別展示を企画したらとい
った芸術交流を期待する声も聞かれました。
少し余談になりますが、日本では「10 年ひと昔」ということばのとおり 10 年毎を区切りにしま
すが、アメリカ合衆国のコインを見ると、10 セント硬貨の次は 25 セント硬貨です。アメリカ人的
感覚では、10 周年の次は 25 周年、即ち四半世紀(quarter century)が記念すべき年次なのかなと
思いました。あと 5 年、八千代での 25 周年記念(Anniversary of Quarter Century)を楽しみに待
ちたいと思います。
これらの構想や考えを具体化するには、多くの検討や調整を要する課題があると思います。実
現に向けた関係者の努力に期待します。
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フェアウェル・パーティー
21 日午後 6 時、会員制ゴルフ・クラブのクラブハウスでフェアウェル･パーティーが催されまし
た。
訪問団は、タイラー市長をはじめ市会議員、姉妹都市委員会のメ
ンバーとの別れを惜しみながらも、滞在中の思い出を語ったりしな
がら団欒のひと時を過ごしました。
訪問団は、タイラー市側の配慮と心のこもった歓待へのお礼と有
意義な滞在になったことへの感謝の気持をこめて、｢さくら｣「ふる
さと」｢上お向いて歩こう｣の歌 3 曲と「炭坑節」の踊りを披露しま
した。
最後に、周郷会長が今回のタイラー市側の歓待に対する感謝のこ
とばと『来年、八千代でお会いできることを楽しみにしています』

プロ歌手を目指す女子学生の熱唱

と挨拶してお開きとなりました。

オプション･ツアー
22 日午前５時半、夜明け前にタイラー市を出発、ダラス･フォートワース空港でこの日帰国する
高校生 10 名、引率者と別れ、ロスアンゼルに移動。オプション・ツアーとして企画された半日の
ロサンゼルスとサンディエゴ市への日帰りバス・ツアーに参加しました。
ロスアンゼルス市では、サンタモニカの市街地を見物のあとロデオ・ドライブをバスで走り、
ルート 66 の終点に立ち寄り、ダウンタウンのチャイニーズ･シアターなどを散策しました。
23 日は、メキシコ国境の街サンディエゴ市へのバス･ツアーです。サンディエゴ市は米国太平洋
艦隊の基地が置かれる軍港の町です。イラク戦争を最後に 92 年に退役し博物館として係留展示さ
れている空母ミッドウェイを見学。飛行デッキには往時の戦闘機が並び、臨場感あふれる説明や
展示は迫力がありました。オールド･タウンでは、メキシコ情緒を漂わせる街並みを散策、ひと味
違ったアメリカを楽しみ、ロサンゼルスに戻りました。

展示された駅馬車

ボリュームたっぷりのチーズ･バーガー

24 日午前 9 時、ホテルを出発、12:00 発のアメリカン航空の便で帰国の途につきました。
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まとめ
これまで多くの国内・海外旅行に出かけたが、今回の訪問でタイラー市に５連泊したように同
一地に留まる旅行は初めてでした。タイラー市姉妹都市委員会のみなさんの暖かいご配慮で、多
くの人々と懇談できたことはアメリカ南部の地方都市の市民生活を理解する上で貴重な経験でし
た。
タイラー市は、市政や地域経済に関するインター・ネット情報をもとに事前にイメージしたと
おりの地方都市でした。少し違うとすれば、荒野の広がるテキサスのイメージに反し、森(樹木)
の多い街であったという点です。
ローズ・フェスティバルは、企業や個人がスポンサーになり、これにボランティアが参加して
実施されていました。スポンサー名は公表されていますが、企業の製品ＣＭといったものはあま
り見られませんでした。税負担するかコミュニティーで慈善活動をするか「自由(Liberty)社会の
文化」と理解しました。
地域の産業･経済のなかで医療･教育分野が大きな割合を占めていますが、これら施設のほとん
どは私立や民間財団が経営するものです。また、美術館も、その設立・運営はＮＰＯが行ってい
ます。民間主導による「まちづくり」を進めている印象を強く持ちました。
今回の親善訪問には高校生 10 名が同行しました。彼らは、行く先々で対応してくれた人々と瞬
時に打ち解け、明るく堂々と対応していました。限られた 5 日間の滞在を「如何に楽しみながら、
多くを学ぶか」はつらつと行動する彼らの姿を頼もしく感じました。

記述にあたって参考にした資料等


City of Tyler website : http://www.cityoftyler.org/



Tyler Paper.com website : http://www.tylerpaper.com/section/NEWS



Tyler Convention & Visitor Bureau website : http://www.visittler.com/



Texas - Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Texas



Smith County - Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Smith_County,_Texas



Tyler, Texas - Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Tyler,_Texas



在ヒューストン日本国総領事館website : http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/



The University of Texas at Tyler website : http://www.uttyler.edu/



Tyler Junior Collage website : http://www.tjc.edu/



The University of Texas Health Science Center at Tyler website : http://www.uthct.edu/



Tyler Museum of Art website : http://www.tylermuseum.org



The Center For Earth And Space Science Education website : http://www.familydaysout.com/
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= 謝 辞 =
今回の親善訪問におけるタイラー市での滞在日程等をアレンジして頂き、心温まる歓待
をして頂いたタイラー市長はじめ関係者とタイラー市姉妹都市委員会の会長、メンバーの
皆さんに心より感謝を申し上げます。〔お世話になった方々のリストを下に掲げました〕
山本条太在ヒューストン総領事には、祝賀のメッセージに書かれておられました市民レ
ベルの友好親善の意義を再認識させて頂きました。また、事前に訪問団の来訪についてタ
イラー市へのお口添えを頂いたと聞いています。ありがとうございました。
訪問に同行して頂いた豊田俊郎市長をはじめ、訪問計画の策定段階からご苦労を頂いた
八千代市関係部局の方々、国際交流協会のスタッフの皆さんに感謝します。
最後に、今次親善訪問団の団長を努めて頂いた八千代市国際交流協会の周郷紀男会長の
ご苦労へのご慰労と感謝を申しあげるとともに、有意義な親善訪問旅行をご一緒した同行
訪問団の皆さんのご厚情に対しお礼を申し上げ、本レポートの謝辞とします。
お世話になった方々

Name
Ms. Barbara Bass
Mrs. Pat Johns
Ms. Serena Butcher
Mr. Jesse Acosta
Mr. Henry Bell
Ms. Betty Bower
Mr. Butch Hays
Ms. Akemi Henderson
Ms. Kathlyn Redmond
Mr. Gray Swindle
Ms. Lisa Osbourn
Ms. Betty Briggs
Ms. Fumie Moulton
Mr. Jack Johns
Mr. Wanda Joyce
Mr. Ernei Clark
Mrs. Amy Mccullough
Mr. David Mccullough

Remarks
Mayor
President

Name
Mr. Tony Tadasa
Ms. Carol Pendleton
Mr. Mickey Slimp
Mr. Maxine Flatt
Ms. Jill Blondin
Mrs. Margaret Perkins
Mr. Jim Perkins
Mr. Tammy Jackson
Ms. Barbara Shtofman
Dr. Kirk A. Calhoun
Ms. Ellen Musselman
Ms. Judy Isaacson
Mr. Evelyn Muntz
Ms. Flora Wilson
Ms. Polly Richardson
Ms. Linda Rudd
Mr. Brittany Stone
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Remarks

【添付資料】

Consul-General Yamamoto’s Message
on the Celebration of the 20th Anniversary
of the Sister City Exchange
between Tyler, Texas and Yachiyo, Chiba
City of Tyler
212 N. Bonner Ave.
Tyler, TX 75702
October 16, 2012
To the City of Tyler and honored guests from Yachiyo City:
It is my honor and delight to send my congratulations to the cities of Tyler, Texas and Yachiyo,
Japan on the occasion of the 20th anniversary of their distinguished sister-city relationship.
This relationship was created in 1992 in the hopes that the two cities would mutually grow from
the partnership. People in Tyler could learn more about Japan’s long history and culture, while
those from Yachiyo could experience the people and lifestyles of Texas. I hope those who have
come from Yachiyo to participate in this weekend’s festivities will enjoy their stay in Tyler, as well
as learn about the warm hospitality and unique culture of Texas.
The longest-standing of Tyler’s sister city relationships, the Tyler-Yachiyo partnership truly
exemplifies the goal of promoting mutual respect through cultural exchange. This beneficial
relationship has resulted in 22 official visits between the two cities, many young adults from Tyler
going to Yachiyo to teach English, and hundreds of home stay experiences. These kinds of
cultural exchanges at the grassroots level create lifelong friendships, and it is my hope that many
more friendships are made here this weekend.
I would like to thank both the mayor of Yachiyo, Mr. Toshiro Toyoda, and the mayor of Tyler, Ms.
Barbara Bass, for their contributions toward fostering the friendship between the two
communities. I also would like to recognize Tyler Sister Cities President Patricia Johns and all of
the Sister Cities members for their dedicated efforts and hard work to coordinate the twinning
20th anniversary celebration.
It is sincerely gratifying to see such a flourishing sister-city relationship as that of Tyler and
Yachiyo City. I encourage the people of both cities to continue their efforts in strengthening these
ties even for our future generations.

Sincerely,
Jota Yamamoto
Consul-General of Japan
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