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～七飯町海外交流派遣研修 2017～ 

町民代表 佐々木
さ さ き

 光子
み つ こ

 

 

ホームステイが出来た事は、私の一生涯の思い出になりました。 

 

10 月 3 日 

 夫と娘が、函館空港に見送りに来てくれました。研修訪問団の出発式が、家族が見守

る中で行われました。横断幕と共に記念写真を撮った後、9 時 55 分発 JAL-584 便で羽田

空港へ出発しました。羽田空港からリムジンバスで成田空港へ移動しました。空港のレ

ストランで、少し遅いお昼（しっかり日本食）を仲間と共に食べました。18 時 10 分発

JL008 便でボストン(ローガン空港)へ旅立ちました。成田出発時は雨が降っていました。

乱気流のせいなのか飛行機が頻繁に揺れました。結構長い時間揺れたので少し不安で怖

かったです。13 時間のフライトなので、映画を見たり、音楽を聴いたりして過ごしまし

た。長時間座っていたら足がむくみ、後の方で足を動かしている姿をみた日本人のベテ

ランの CA さんが竹ふみを出してくれました。CA さんから、私達が七飯町の海外交流派

遣研修団と知って事前にパソコンでホームページを見て勉強したと聞きました。さすが

だなと思いました。日付変更線通過後、ボストン空港に到着。※コンコードナナエネッ

トワークの皆様で出迎えられました。 

 挨拶をしてから写真を撮って、コンコードのスクールバスに乗り、カーライル高校へ

出発しました。 

ジュンコさんがボストン市内を車窓でガイドをしてくれました。 

 到着後、カーライル高校で対面・歓迎式が行われました。ス

ーザンさん、団長の伍楼さんの挨拶を聞いた後、いよいよ私の

ホストファミリーのナンシーさんとジャックさんご夫婦と対面

です。とても優しそうな方で安心しました。同じ町民代表の高

橋さんと一緒のホームステイなので、英語が苦手な私にとって

は、心強い人です。お互いに挨拶をしてから、ホストファミリ

ーの家へ行きました。荷物を部屋に置いてから、自己紹介をし

た後、プレゼントの交換をしました。私は日本の野球チーム、

日本ハムファイターズが好きなので、ファイターズのユニフォ

ーム（北海道カラー）、うちわ、扇子、私の家族で作ったお米（ふ

っくりんこ）、日本の食材と甘酒、お菓子をプレゼントしました。

ホストファミリーからは、コンコードの本、コンコードのロゴ

入り T シャツとバックをプレゼントしていただきました。一緒

に写真を撮りました。ホストファミリーの家は大きくてステキな暖炉がありました。シ

ャワーを浴びて寝ましたが、時差ボケで寝れませんでした。 
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10 月 4 日 

 朝の挨拶をして、ステキな食卓で朝食のトースト・スクラン

ブルエッグ、カリカリベーコンとコーヒーをいただきました。

ベーコンがとても美味しかったです。 

今日は、大人の団員と共に若草物語の舞台となったオーチャ

ードハウスの見学ツアーです。日本人の職員の方が、オーチャ

ードハウス内を詳細に説明して下さいました。ルイザ・メイ・

オルコット役の方とお会いしました。2018 年 1 月 25 日から 31

日まで、東京ドームで展示会があるそうです。はり箱や色々な

物を展示するそうです。お庭で、ティータイムをしました。手

作りのクッキーをいただきました。お天気も良く、暖かかった

です。この日の気温は、23 度位ありました。 

次にウォールデンポンドを見学しました。七飯町の大沼公園

の風景に似ているように感じました。暖かいので泳いでいる人が数人いました。3 色の水

の色を見ることが出来ました。とてもきれいでした。 

コンコードの町は信号の数が少ない様に感じました。横断歩道レーンでは、人が渡っ

ていたら必ず車は止まらなければならないそう

です。守らなければ罰せられるそうです。日本人

も見習って欲しいと思いました。昼食会はディッ

ク＆ベバリー・ゴースィア夫妻の家で行われまし

た。 

サンドイッチ、フルーツサラダ、ヌードルサラ

ダ、ポテトチップス、ケーキやクッキーなどたく

さん種類がありました。とても美味しくいただきました。

中でもヌードルサラダが最高に美味しかったです。 

 コンコードセンター地区を散策し、郵便局や銀行、商店

街を見学。お迎えの時間まで図書館の中を見学し、詳細な

説明を聞きました。ホストファミリーと家に戻り、夕食の

準備を始めました。私が七飯の自宅から持ってきた自家米

（ふっくりんこ）を土鍋で炊いて、ちらし寿しを作りまし

た。キュウリとわかめの酢の物とみそ汁とおにぎりを作り

ました。ナンシーさんはカリフラワーのケバブ炒めを作っ

てくれました。4 人で食事をしました。おいしいと言ってく

れたので安心しました。 

 その後にナンシーさんとジャックさんに浴衣の着付けを

してあげました。すごく喜んでもらえたのでうれしかった

です。 
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10 月 5 日 

 朝食後、集合時間前にジャックさんと高橋さんと私でビーバーがいる HAPGOOD 

WRIGHT TOWN 10 REST CONSEVATION LAND を散歩しました。沼にビーバーを捕獲

する檻が入っていました。とても自然でのどかな場所を散歩する事が出来ました。途中

でナンシーさんと待ち合わせて、車でコンコード美術館へ行き、見学をしました。担当

の方の説明と松本さんの通訳でソローとコンコードの歴史と展示を見学しました。えん

ぴつ、牢屋の鍵、銃、剣、刀、測量に使うものさし、コンパス、分度器、手帳などにつ

いて説明していただきました。ソローやメイ・オルコットの当時使用していた家の家具

やベッド、暖炉、食卓テーブル、イス、タンス、机などが展示されていました。 

 その後、ジュンコさんの車で墓地に行きました。ソロー、メイ・オルコットの墓を見

学しました。ランチ会場は、カーライル高校でした。そこには、

アランさん、アイスクリーム屋経営のウェイド・ルベンスティン

さん、ヘザー・バウトさん達もいました。ヘザーさんはとても日

本語が上手に話せます。私は一緒にサラダ、サンドイッチなどを

いただきながら、お話をしました。すると、11 月に七飯町に行く

のよと言われ、また会えますねと話がはずみました。カーライル

高校内を少し見学しましたが、日本の学校とはまったく違ってい

て、ロビーにテーブルやイスがたくさん置いてあり、生徒たちは

それらを自由に使用して、パソコンを開いています。見た目から

解放感が感じられました。この後、タウンハウスを訪問、セレク

トボード委員会やタウンマネージャーと対面、挨拶をした後、一

番緊張する英語での自己紹介とスピーチをしました。タウンハウ

スの職員と大人の訪問団の話し合いが行われました。まずは今一

番しなければならない問題は何かという議題で、コンコードは観

光問題、七飯町は空き家問題が出ました。対策を色々話し合いましたが、よい案が見つ

かりませんでした。 

 その後は、アメリカ独立戦争勃発の地であるオールド

ノースブリッジを渡り、ミニットマンの像を見学しまし

た。 

夕方、アラン＆エリース・ウッドワード夫妻の家で軽

食パーティが行われました。大人の団員が参加しました。

訪問団とホストファミリーの紹介をされました。ギター

演奏を聴きながら互いに会話をしていました。パーティ

会場は大きな平屋の家で屋上に上がる事が出きて、屋上

にスピーカーがついていて、音楽が聴けました。屋上か

らの景色がとてもきれいでした。お月様もとてもきれい

でした。たくさんの方々が出席していました。ある日本

人の女性とお会いして、お話することになりました。そ
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の女性は、日本の大学を卒業して、50 年前に貨物船で 2 週間かけてアメリカに渡って来

たお話を聞くことが出来ました。アメリカに渡ることは親も認めてくれたと言っていま

した。とても理解のある親御さんだと感じました。若い女性一人でアメリカへ渡る勇気

も凄いと感じました。この女性が、何らかの広告を見てこのパーティに夫婦で参加した

と話していました。名前は聞きませんでしたが、この女性にお会い出来てとてもうれし

かったです。 

10 月 6 日 

 今日はナンシーさんの案内ときみこさんの通訳で、私は老人ホーム「コンコードパー

ク」を見学しました。ソーシャルワーカーの説明を聞きながら施設の中を見学しました。

この施設には 86 人が入居していて、自力・介護・記憶（アルツハイマー）の 3 つに分か

れています。スタッフは 7 名(普通は 4 名)。 

 最初に理容室を見せてもらいました。自力で行動出来る

人は、自分で予約をして髪や爪のケアをしてもらい、自分

でお金を支払うそうです。次にアルツハイマーの棟を見学

させていただきました。徘徊する人がいるので、出入り口

に鍵をかけていました。この階は自由に歩き回れます。中

庭にも出る事が出来ます。中庭には、テーブル、イスがあ

り、木もあり、お花も咲いていて、かわいらしい置物が飾

られていました。部屋の中も見学することが出来ました。1

人部屋でトイレ、バス、キッチン付です。記憶のむずかし

い人は、自分の部屋がわかりやすい様に、部屋の入口に自

分の写真や家族の写真、お気に入りの品物を飾ってありま

す。部屋の中には家から持ってきた家具などが置かれてい

ました。小さくて、アットホームな施設でした。食事をす

る所は、まるで高級レストランのような雰囲気がしていま

した。特別に家族との食事会や誕生日会も出来るプライベートルームもありました。持

ち込みもしくはお金を支払って料理を作っていただく事も出来るそうです。入居者の家

族はより良いサービスを受けさせる事が出来るようにお手伝いさんを雇って付ける人も

いるそうです。ゆったりと過ごせる広さの部屋でした。この施設は、1 ケ月 7,900 米ドル

～9,000 米ドルするそうです。驚くほどの金額でした。自力の方が入居している棟では、

アクティビティルームでヨガやエクササイズもでき、週 5日間歴史の話をしてくれる人、

アート、昔話をしてくれる人や、宗教に応じて牧師さんやお坊さんも来るそうです。パ

ソコンは自由に使えて、パズル、ゲームなども出来るそうです。いちごまつり、バーベ

キュー、ジャズやピアノ演奏、誕生日会など、毎日のように色々なイベントがたくさん

あるそうです。お庭も広いので散歩も出来るそうです。 
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～地域センター「ハーヴィーウィラーセンター」の見学～ 

 町が経営していて、学童保育（幼稚園に上がる前の子供）

50 人～60 人来ているそうです。この日は遠足の為、子供達が

いないので教室に入ることと写真を撮ることが出来ました。

アメリカでは無断で子供の写真を撮ると罰せられるそうです。

勉強になりました。 

 コンコードの町では介護用品が無料で借りる事が出来るそ

うです。売店もあり、この店で売っている品物は全部寄付で

仕入れたものを値段をつけて売っていて、その売上げを経営

の足しにしているそうです。 

 お昼はレストラン 99 に大人団員が集合しました。午前中に

訪問した結果を発表しながら、ビックサイズのお肉などを食

べました。 

 その後、コンコード西地区の見学と散策をしました。アイ

スクリームや「Reasons To Be Cheerful」でアイスクリームを

お店の中で色々なお話をしながら食べました。私は英語を上手に話すことが出来ません

が、日本語と笑顔と身振り手振りで補いました。なぜか皆さんに笑われます。 

この日の夜は、ホストファミリーのご近所のお友達のおうちでポットラックパーティ

ーが行われ、参加しました。各家庭で作った料理を持ち寄り、会場となった家のメイン

ディッシュも美味しくいただきました。ここのお家もすごく大きく、ステキなお家でし

た。冷蔵庫やオーブンがとても大きくて驚きました。プール付きで、石で作られたバー

ベキューコンロも大きかったので、驚きました。何もかもがすごすきです。この会場で

ホストファミリーの 2～3 件隣の大学生の娘さんと仲良くなりました。皆さんは、見ず知

らずの私と高橋さんをやさしく受け入れてくれました。本当にうれしかったです。良い

思い出になりました。 

10 月 7 日 

 朝食はナンシーさんのフレンチトーストをいただきまし

た。とても美味しかったです。朝食後、ホストファミリー

のお庭を散歩しました。そこには、大きな木が植えてあり、

実がなっていました。リスが 3 匹いて木の実を運んでいる

様子を見ていました。のどかな気分でした。ジャックさん

が、昨日パーティーで会った娘さんの家に私たちを連れて

行ってくれました。また会うことが出来てとてもうれしか

ったです。ホストファミリーの家に戻り、私と高橋さんは

浴衣に着替え、ナンシーさんとジャックさんはハッピを着

て、ダドリー家の友好ポットラックパーティーに参加しま

した。このパーティーは七飯訪問団全員が参加します。中

高生達とは 4 日ぶりに会えましたが、皆さん元気そうでし
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た。コンコード七飯ネットワークの皆さんの手料理をいただきました。 

 その後に七飯町役場の職員が製作したイカ踊りの動画を鑑賞してイカ踊りの踊り方を

学びました。外に出て皆さんと一緒にイカ踊りを楽しく踊りました。皆さんとても良い

笑顔で踊っていました。家の中に入り、訪問団の中高生 2 名の誕生日を祝いました。そ

の後、ホストファミリーの家に戻り、着替えて、すぐに今度はホストファミリーのお友

達の娘さんの結婚パーティーに参加しました。たくさんの人がお祝いに来ていました。

家の一階全てと一階バルコニーがパーティー会場になっていました。このような所に行

けるとは夢のようでした。良い経験になりました。ホストファミリーに感謝です。ここ

でも色々な方々にお会いできた事は、思い出の一つとなりました。ウェディングケーキ

も 3 個ありました。カットしたケーキをいただきました。 

ホストファミリーの家に戻り、夕食をいただきました。牛ひき肉料理、ボイルカボチ

ャ、サラダ（セロリ、リンゴ、バナナ、トマト、赤パプリカの角切り）など、とても美

味しかったです。 

10 月 8 日 

 今日はホストファミリーと 1 日中一緒に過ごしました。 

 朝食後、ナンシーさんの車の運転でボストンへ行きました。ジャックさんが車窓でケ

ンブリッジやハーバード大学などをガイドしてくれました。4 人でボストンの美術館に行

きました。アメリカンアートを見学しました。 

 青と白の陶器の花瓶と 4 人の娘。1882 年の油絵「エドワード・D・ボイトの娘たち」。

ジョン・シンガー・サージェントの絵画。美しいステンドグラスなど華やかで豪華な装

飾のお部屋がありました。私の一番のお気に入りは「ドールハウス」です。繊細な作り

でとても豪華でした。美術館のカフェはガラス張りの窓で天井も高く、広々としていて

解放感がありました。ここでお昼を食べました。美術館の売店で買い物をしてコンコー

ドへ戻りました。 

 ナンシーさん、ジャックさん、高橋さんと私でタウンハウスの近くを散策しながら、

お買い物をして、コーヒーを飲んでホストファミリーの家に帰りました。 

 夕方になり、ジャックさんが、お家の中が寒くないのに暖炉に火を入れてくれました。

とても嬉しくて、高橋さんと二人ではしゃいでいました。 

 夕食にピザとサラダを食べました。とても大きなピザで美味しかったです。食後に日

本のラジオ体操をホストファミリーと一緒にしました。七飯町音頭をホストファミリー

と高橋さんに教え、一緒に楽しく踊りました。七飯町町歌の演奏を聴いたり、音楽鑑賞

をしました。高橋さんのピアノの演奏でジャックさんとナンシーさんが歌ったりしてと

ても和やかに過ごしました。最高の一日でした。 

10 月 9 日 

 今日はスーザンさん、ジュンコさん、訪問団の仲間全員でスクールバスに乗ってボス

トンの見学に行きました。あいにくの天気でしたが、ハーバード大学を見学して、生協

でお買い物をしました。クインシーマーケットでロブスターサンドとクラムチャウダー

を食べました。とても美味しかったです。ウィンドウショッピングをして歩き回りまし
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た。コンコードへ戻る途中、コストコで買い物をしました。レジで支払ってから、もう

一度カウンターでレシートと品物の確認をしました。慣れないのでドキドキでした。 

 夕方、お別れ夕食会が「レストランパパラッチ」で行われました。苦手な英語で自己

紹介や老人施設を見学した事を話しました。通訳を交えて皆さまにお礼を言いました。

コンコード最後の夜、なかなか寝付けませんでした。 

10 月 10 日 

 ホストファミリーとのお別れの朝、最後の朝食を 4 人でいただきました。7 泊 8 日の憧

れのホームステイが終わろうとしています。集合場所に行き、ナンシーさんとジャック

さんとお見送りに来てくれた方にお別れの挨拶をしてハグをしたら涙が溢れだしてきま

した。バスに乗ってニューヨークへ向かいました。アメリカの高速道路の長さは 4,800km

あるそうです。 

アメリカの高速道路の番号の奇数は縦線、偶数は横線とバスのガイドさんが説明して

くれました。ニューヨーク市内を車窓で見学しました。セントラルパークはすごく大き

く 3.41 ㎢もあるそうです。ホテルへ荷物を預けて、バスの乗り換えをし、ガイドさんも

替わりました。ニューヨークシティはたくさんの人がいました。レゴランドを見てから、

ロックフェラーセンターの展望台に上り、景色を見渡しました。とても眺めが美しく感

動しました。ニューヨークの気温は 27 度位ありました。ロックフェラーセンターの近く

にはアイススケート場があり、涼しそうでした。 

 夕方、タイムズスクエアに行きました。驚くほどの人がいました。どこを見渡しても、

人、人、人。夕食は仲間全員でパスタをいただきました。食後、ショッピングタイム。

ディズニーストアなどでお買い物をしてホテルへ戻りました。眠らない街ニューヨーク。

夜遅くてもライトで昼間の様に明るかったし、遅い時間にもかかわらず、人は沢山いま

した。 

10 月 11 日 

 朝食にパンケーキを頼んだら、ビックサイズが出てきまし

た。半分位しか食べられませんでした。国連の見学に行きま

した。いつもはテレビのニュースでしか見た事のない場所へ

来るとは夢にも思いませんでした。国連のガイドスタッフが

詳細に説明してくれました。ちょうど会議が行われていない

ので会議室の中を見学できました。とてもラッキーでした。

その後、お昼を食べに行きました。 

 またまた、とても大きなハンバーガーと沢山の量のフライ

ドポテトが出てきました。さすがにフライドポテトを食べる

のは無理でした。サラダとチーズケーキがとても美味しかっ

たです。食後に自由の女神像を見学するためにフェリーに乗

ってリバティ島に渡りましたが、とても厳しいセキュリティ

ーを通過し、女神像を登る際にも、荷物をコインロッカーに

入れなければなりませんでした。階段を 215 段登りましたが、
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ほとんどの人はここまでしか上がれませんでした。これ以上登るには事前の予約が必要

ですとガイドさんが言っていました。外に出て、風景を見渡すと、とても美しく感じま

した。売店で買い物をしてから皆さんと一緒に写真を撮って、フェリーに乗ってマンハ

ッタン島に戻り、バスでホテルへ行きました。 

 夕食を食べるため、全員でホテルから出て歩き出したらすぐに雨が降り出しました。

ほとんどの人が傘を持っていなかったので、ずぶ濡れでした。レストランで夕食を食べ、

ホテルに戻る途中にお買い物をしてホテルへ帰りました。 

10 月 12 日～13 日 

 ニューヨークを出発し、ケネディ空港に向かいました。セキュリティチェックを受け

るまで、かなりの時間がかかりました。待っている間に麻薬などを見つける犬が近づい

てきました。セキュリティー後、時間があまりないので、すばやくお買い物をして、11

時 30 分発 JL-003 便で成田空港へ出発しました。長時間のフライトが始まりました。映画

を 3 本見ました。また時差ボケが始まりました。成田空港に着き、近くのホテルへ移動

した後は、大人女性 3 人部屋でゆっくり落ち着いて色々な話をしてから、夕食を食べて

寝ました。 

10 月 14 日 

 成田のホテルの朝食でお粥を食べてようやく日本に帰ってきたと感じました。成田空

港から羽田空港までリムジンバスにて移動。羽田空港で軽食を食べ、12 時 45 分発 JAL-587

便で函館空港へフライト。1 時間はとても早く感じました、到着後、家族と役場の方々が

出迎えに来てくれました。最後に団長の伍楼さんの挨拶で無事に海外交流派遣研修が終

了しました。 

 最後にこの研修に参加させていただきまして、ありがとうございます。私は、このホ

ームステイを通して多くの人と触れ合うことが出来ました。ホストファミリーのジャッ

クさん、ナンシーさんはとても優しくて、オシドリ夫婦のようでした。コンコードナナ

エネットワークの皆さんやコンコードの人たちに大変良くしていただき、ありがとうご

ざいました。七飯町役場の皆さまにも大変お世話になりました。感謝しております。 

 11 月に七飯町とコンコード町の姉妹都市提携 20 周年式典が七飯町で行われます。今後

は私がコンコードの皆さまに“おもてなし”をする番だと思っています。友好親善の絆

をより一層深めていきたいと思っています。本当にありがとうございました。 

 

 

  


