
会長退任のご挨拶 Farewell message by the former ACA President

　この度、会長を退任することになりました。2013年に副会長を拝命し、さらに2015年から2
年間会長の役を務めさせていただきました。この間、当協会の組織としての体質改善に取り組
み、一応の成果を上げることができました。これらは私をお支え頂いた副会長他の常任理事会メ
ンバーの方々はじめ会員の方々のおかげです。深くお礼申し上げます。
　実は今年の理事改選期にあたり、もう少し会長をやって
はという先輩方の暖かい励ましもいただいたのですが、
わたしの趣味としています登山（ロープやピッケルを使う
レベルです）を続けられるのは体力的に、もう２年間くら
いではないかと思うようになり、人生で悔いを残さないよ
うに退任させて頂くことにしました。幸い有能な後継者の
方々に恵まれ、ご迷惑をおかけせずに退任させていただ
けることになり、本当に感謝しております。
　新しい体制のもとで当協会は更に大きく発展していく
と確信しております。私も館長という立場で協力していく
所存です。会員の皆様の一層のご支援、ご協力をお願い
申し上げ、退任の挨拶とします。ありがとうございました。

I have just resigned the ACA President.  I had firstly accepted the Vice President in 
2013 and then acted as the President for two years since 2015.  During my tenure, I 
had tackled with the issue of reorganization and reinforcement of the ACA 
organizational structure and achieved fairy good results.  I say this was entirely 
because the Vice President, the Executive Committee Members, and the ACA 
members had sincerely supported my role.  I would deeply appreciate your cooperation, 
support, and consideration.
To tell the truth, some senior members had kindly encouraged me to continue the 
position for some more years, however; I dared to choose the retirement since I assume 
that I will be able to enjoy my hobby of mountain climbing in the professional level for 
about the most two years at the thought of my physical strength.  Thanks to the 
engagement of a quite capable successor, I can proudly retire without any problem.  I 
really feel happy and honored.
I believe the ACA is sure to advance under the new organization with the strong 
initiative of the new President.  I am ready to help as the ACA Director.  I will close my 
farewell by requesting your further support and cooperation for us.  Thank you again!

戸田  祐一 Yuichi Toda

2013年度SAの奥田考祥（たかよし）さんが、ひょうご国際交流団体連絡協議会の草の根国際功労賞を受賞されました
Mr. Takayoshi Okuda, 2013 Student Ambassador, received the prestigious International Grass Roots Contribution Award presented by the Hyogo Consortium of International Associations

第５３回芦屋市・モンテベロ市学生親善使節が決まりました！
The 53rd Student Ambassadors from Ashiya and Montebello have been selected

受賞にあたって＊＊＊＊＊＊　　
　この度は草の根国際功労賞を受賞できたことを大変光栄に思
います。このような素敵な賞を頂くことができたのもACAの皆様
のご尽力並びにご指導、ご鞭撻があってこそだと感じており、心か
ら感謝しております。
　私は今回の受賞を通じて伝えたいことがあります。それは
「もっとたくさんの人に国際交流に参加してほしい」ということ、
そして「国際交流は決して難しくない」ということです。
　私は姉妹都市事業に参加して５年が経ちますが、未だに英語を
話すことができません。しかし、毎年モンテベロ市からやってくる
アンバサダーと同じ場所、同じ時間を共有することによって、たく
さんのかけがえのない家族を作ることができました。たとえ語学
力に自信がなかったとしても、伝えたいという気持ちがあれば、言
語や文化の壁は必ず乗り越えられると思います。
　今回頂いた賞をきっかけに今後も国際交流にさらに多くの人
が携わって頂けるよう、微力ながら支え、盛り上げていきたいと考
えております。

My comment in return
I am so honored to receive this award.  I sincerely appreciate your support, 
guidance, and encouragement that led to this unexpected award for me.
I have a very thing to inform you by reason of my award-winning experience.  
That is "I really wish more of you to engage in the international exchange 
and communication." and "These are not so difficult against your 
preconceived idea.
It passed five years since my enrollment in the Sister City Relationship 
activities; however, I do not speak English well.  Nevertheless, as I have 
shared the same place and time together with incoming Student 
Ambassadors every year from Montebello City, I could establish so many 
invaluable international families.  Even you feel hesitated of your language 
ability, your motivation and efforts will surely help overcome the cultural and 
language barriers.   
In the wake of this award, I will try hard to support and enhance 
international exchange for much more people.

　わたしはバスケットボール、バレーボール、ランニングなど、スポーツが大好きです。趣味は、歌うこ
と、ウクレレを演奏すること、そして色々な種類の食べ物を食べることです。音楽を聴くことやお友達
と出かけることも大好きです。
　わたしは両親とばっちゃんと一緒に住んでいます。家族で一緒によくディズニーランドにも行きま
す。たくさんの人たちと出会えるのが楽しみで仕方ありません。学生親善使節として選ばれたことを
大変うれしく思います。芦屋市に行くことを今からとても楽しみにしています。

My name is Alicia Amamoto. I am a junior at Schurr High School 
and I enjoy playing sports, including basketball, volleyball, and 
running. My hobbies include singing, playing ukulele, and eating 
many different foods. In my free time I love listening to music 
and hanging out with friends.
I live with my mom, dad, and bachan. We spend a lot of time with 
each other and go to Disneyland a lot. I look forward to seeing 
and experiencing Ashiya with the host families and I'm very 
excited to get to know everyone. I am grateful that I was chosen 
as an ambassador and I look forward to traveling to Japan!

Hi! I am Celeste Zepeda and I am so excited to go to Ashiya!
I am in the 10th grade and a part of Robotics, Rocketry, Theatre, 
Coding Club and Student Council at my school. My favorite thing 
to do is design, program, and develop apps and websites, making 
me want to be a computer scientist.
I also love acting, singing, and listening to musical theatre, like 
my favorite musicals "Hamilton" and "In the Heights”.
When I go to Ashiya, I cannot wait to reconnect with my friends 
and make new ones. I am so excited to visit Ashiya and see all 
the beautiful nature, eat the delicious food, and meet all the 
wonderful people in the association.

　わたしは、ロボット・ロケット工学に興味があり、プログラミングクラブと演劇部に入っています。
学校の生徒会メンバーでもあります。　
　コンピュータのプログラミング開発やウェブのデザインをすることが大好きで、将来はコン
ピュータの科学者になりたいと思っています。
　その他にも、演劇に出演したり、歌を歌ったり、ミュージカルが大好きです。とくに好きなミュージ
カルは「ハミルトン」や「イン・ザ・ハイツ」です。
　芦屋に行き、新しいお友達が出来るのが楽しみでワクワクしています。芦屋の美しい自然、おい
しい食べ物、そしてたくさんの素晴らしい人たちにお会いすることをとても楽しみにしています。

　私は自然豊かで人の温かさを感じられる芦屋が大好きです。
　芦屋で育った私だからこそ知る芦屋の素晴らしい魅力を、モンテベロ市の
方々へ精一杯伝えていきたいと思います。そして、この経験を糧に、将来は国際
人になりたいです。

Ashiya city has beautiful nature and is where people are warm, so 
I really love Ashiya.  I would like to tell Montebello about the 
wonderful charm of Ashiya which I know about because I was 
raised in Ashiya. And I would like to become a citizen of the world 
in the future.

国際事業委員　奥田  考祥 Takayoshi Okuda, ACA International Program Committee
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山隈　恵里子（高校2年生）（写真左）
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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

　芦屋市の学生親善大使としてモンテベロ市に行く夢が叶い、とてもうれしく、
光栄です。モンテベロの文化にふれ、芦屋のすばらしさを伝え、これからもずっ
とこの2つの街の友情が続きますよう、全力を尽くします。

It is an absolute honor to be a student ambassador of Ashiya 
and to go to Montebello. This is my dream come true. I’m so 
excited to visit Montebello to learn about its culture, and to tell 
people there about our lovely city. I will do my very best to 
maintain the relationship between our two cities.


