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第55回 芦屋市・モンテベロ市学生親善使節が決まりました！
The 55th Student Ambassadors from Ashiya and Montebello have been selected

◀さくらまつりにて　
　岡﨑麟太郎さん
　玉田紗和さん　

◀韓国食文化交流教室
　(駐神戸大韓民国総領事館・HIA主催)

▲日本語学習者 佟立容さん（左）の書画展示

　父と母、弟と妹の5人家族です。現在、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校に通う18歳で、生物化学を専攻しています。
将来は薬理学者になるのが夢です。私はアメリカ人ですが、両親はメキシコ出身です。趣味は絵を描くことやピアノを弾くこ
と、クラリネットも演奏します。また、水泳も好きで、色々な言語にも大変興味があります。
　芦屋市を訪問し、皆さんとお会いする日が今から待ち遠しくて仕方ありません。

Hello, my name is Angel Ruiz and I am very excited to travel to Ashiya. I am 
currently 18 years old and will turn 19 on August 11. I am a biochemistry 
major at CSULB with hopes of pursuing Pharmacy School to become a 
Pharmacologist. My family has 5 people and I have one brother and sister, I 
am the oldest. I am American but my parents are from Mexico. Some of my 
hobbies include drawing, playing the piano, playing clarinet, swimming, and 
learning languages. I cannot wait to meet everyone! 

　今まで 積み上げられてきた絆や交流をより深
いものに出来るように務めたいと思います。これ
から芦屋市をより魅力的な街にして行くために
も滞在中、取り入れた方がいい点などを帰国後
皆さんにしっかり伝えられるよう沢山吸収してき
たいです。

I will strive to create a deeper bond and 
international interaction between the 
two cities. In order for us to make Ashiya an even more attractive 
city, I seek to assimilate countless knowledges so that I will be 
able to bring back something valuable to you all when returning 
from Montebello.

エンジェル・ルイス

Angel Ruiz

　父と母、兄と姉の5人家族です。現在、モンテベロ高校に通う18歳の高校３年生で、学校ではバスケットボールと野球、陸上
競技のクラブに所属しています。その他にも映画音楽のクラブも立ち上げました。課外活動では、全米最大の奉仕クラブ
「Key club」や「全米優等生協会」にも属して精力的に活動しています。秋からはカリフォルニア大学サンタバーバラ校に進
学予定で、心理学を専攻し、博士号取得を目指します。ギター演奏、音楽鑑賞、サーフィン、写真、読書なども大好きです。時間
があれば、友人と出かけたり、バンド仲間と演奏したり、街を散策したりします。
　芦屋市を訪問し、新しい出会いと「本物」の日本文化を学べることを大変楽しみにしています。

I have two older siblings. My brother Jayson who is 37 and my sister 
Jessica who is 20. My parent’s names are Rosemary and Armando. I am 
currently a senior at Montebello High School. I was previously a member of 
my school’s basketball, baseball, and track team as well as in clubs such as 
Key Club, National Honor Society, and Film Music and Art Club-started by 
me. I will be attending the University of California Santa Barbara in the fall. I 
plan to study Psychology and earn a doctorate degree in that field. Some of 
my hobbies include playing guitar, listening to music, surfing, photography, 
reading, and writing. In my free time, I enjoy hanging out with my friends, 
jamming with my band, and finding new spots around the city to hang out. I am excited to travel to 
Ashiya and look forward to meeting new people and learning about authentic Japanese culture!

ザッカリー・バーナル

Zachary Bernal

Rintaro Okazaki
（second grade at senior high school）

Sawa Tamada 
（second grade at senior high school）

岡﨑　麟太郎（高校2年生）

玉田　紗和  （高校2年生）

芦屋からモンテベロへ＊＊＊ from Ashiya to Montebello モンテベロから芦屋へ＊＊＊from Montebello to Ashiya

　正直、親善使節としての役割に僕はとても不
安とプレッシャーを感じています。でも、そんな
気持ちの反面、期待やワクワク感もあります。僕
はまだまだ未熟者です。でも、だからこそ、全力
でこの活動に取り組んで自分を強くしたい、そし
て芦屋とモンテベロの架け橋になりたいです。
応援よろしくお願いします。

To be honest, I’m feeling very uneasy about playing a role. 
Meanwhile, I am so excited for it. I am still inexperienced. But, 
that’s why I want to do my best and be mentally tough. I want to 
become a bridge between Ashiya and Montebello!! Please 
continue to support us!!

▲作って食べよう世界の料理 初夏を味わう 日本料理編

▲作って食べよう
　世界の料理 ネパール編

▲作って食べよう世界の料理 イタリア編

　第54代SAで、今年HAリーダーを務めさせていただ
く正木志果と八木新之助です。この夏、モンテベロから
来られる学生親善使節の方をお迎えすることを心待ち
にしています。お二人に芦屋市の魅力を伝えられるよう
精一杯頑張ります。みなさん一緒に最高の夏を作りま
しょう！

Hello! We are this year’s host ambassadors, 
Motoka Masaki and Shinnosuke Yagi. We are 
so excited to see student ambassadors from 
Montebello this summer. We will do our best 
to tell them the loveliness of our beautiful 
city Ashiya. Let’s make this summer the best 
summer ever together!

私たちが2019年度のホストアンバサダーです

外国人のための▶
文化教室～茶道　

▲昨年のホストアンバサダー達（歓送迎会にて）


