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第 87回全米市長会議年次総会及びホノルル市との姉妹都市提携 

60周年記念事業への出席等について（帰国報告） 

 

１ 期間・用務先 

 ・期間：令和元年６月２９日（土）～７月５日（金） ５泊７日 

 ・用務先：米国・ホノルル市 

 

２ 用務 

 ⑴ 第８７回全米市長会議年次総会への出席等 

ア 目的 

米国・ホノルル市で開催された全米市長会議年次総会に出席し、核超大国である米国内で、

平和首長会議の加盟都市の拡大及び都市・市民レベルの核兵器廃絶に向けた気運の醸成を図

るために、ホノルル市の協力を得ながら、効果的な協力要請を行った。 

併せて、プナホウ・スクールで講演を行い、被爆者の核兵器廃絶に向けた切なる思いを伝

え、平和への思いを共有した。 

イ 期間 

    令和元年６月２９日（土）～７月１日（月） 

    ※ 全米市長会議年次総会の会期：令和元年６月２８日(金)～７月１日(月) 

  ウ 出張者 

    松井市長、（公財）広島平和文化センター２名（小溝理事長、職員） 

    ※ 小溝理事長は、６月２８日（金）から年次総会に出席した。 

 

⑵ ホノルル市との姉妹都市提携６０周年記念事業への出席等 

  ア 目的 

本市と米国・ホノルル市は、昭和３４年（１９５９年）の姉妹都市提携以来、平和、経済、

観光、青少年、学術、スポーツ、動物園など幅広い分野で交流を積み重ねてきた。平成３１

年度は姉妹都市提携６０周年の節目となることから相互訪問を行うこととしており、本市代

表団等をホノルル市に派遣し、姉妹都市提携６０周年記念セレモニー等に参加するとともに、

芸術団の公演や広島広域都市圏特産品プロモーションを実施し、両市の友好・交流の一層の

促進を図った。 

イ 期間 

令和元年７月２日（火）～７月３日（水） 

ウ 出張者 

・代表団 

市４名（松井市長、職員２名、ヒロシマ・メッセンジャー１名） 

     市議会３名（山田議長、宮崎議員、職員） 

・芸術団１２名（広島ジュニアマリンバアンサンブル１１名、職員１名） 

・経済交流団３名（職員３名） 
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３ 主な用務の報告 

 ⑴ ６月２８日（金） 

  ア キャロライン・ケネディ前駐日米国大使との懇談会 

    懇談会には、小溝理事長が広島市長の代理として出席したほか、ホノルル市行政長官、伊

藤在ホノルル日本国総領事、ホノルル市と姉妹都市提携を結

んでいる日本国内の３都市（宇和島市、茅ヶ崎市、長岡市）

の市長が出席した。小溝理事長はケネディ前大使に、    

２０１６年のオバマ前米国大統領の来広に御尽力いただいた

ことへの謝意を伝えるとともに、平和首長会議の核兵器のな

い世界の実現に向けた活動に対して引き続き御支援・御協力

をいただきたいと依頼した。 

 

  イ ホノルル姉妹都市交流サミットへの出席 

    小溝理事長が市長の代理として本サミットにも出席した。その他、日本総領事館、ホノル

ル市、前述の３都市の代表者が出席した。出席者は、それぞ

れホノルル市との姉妹都市提携の経緯を紹介するとともに、

市の施策に姉妹都市交流をどう位置づけ、展開しているかに

ついて意見交換を行った。小溝理事長は、ホノルルに広島出

身の移民が多く定住していたことが姉妹都市提携の契機と

なったことなどを述べるとともに、平和首長会議が実施して

いる事業を紹介し、取組に積極的に参加してもらうよう依頼

した。 

 

 ⑵ ６月２９日（土） 

  ア 全米市長会議年次総会でのケネディ前大使の講演 

    午前中の総会でケネディ前大使が講演し、父であるケネディ元大統領が、国を動かしてい

るのは政府だけではなく、日々市民に向き合っている市長た

ちの努力によるところが大きいと考えていたことや、核なき

世界を希求していたことを述べた後に、オバマ前大統領の広

島でのスピーチの「和解」と「道徳心の目覚め」という言葉

の重要性や広島への思いを語られた。その後、小溝理事長が

発言の機会を得て、オバマ前大統領来広実現に向けて尽力い

ただいたことに対する謝意を述べ、今後の核なき世界に向け

た平和首長会議の取組への協力を依頼した。 

 

  イ ハワイ日本人移民慰霊碑、国立太平洋記念墓地等への参拝 

    松井市長はホノルル到着後、ハワイ日本人移民慰霊碑等を

参拝した。広島からハワイへ移住された方々の苦労を偲ぶと

ともに、第一次・第二次世界大戦の戦没者を悼み、献花し、

黙祷を捧げた。 

  

 

 

ケネディ前大使（右）と参加者 

サミットの参加者 

ケネディ前大使の講演 

ハワイ日本人移民慰霊碑参拝 
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総会でのスピーチ 

 ⑶ ６月３０日（日） 

  ア 全米市長会議年次総会（午前） 

    午前中に「アメリカの都市における１００％再生可能エネルギーへの道」と題したセッシ

ョンを傍聴した。このセッションでは、各都市の市長や企業による排気ガス削減のための取

組や海流をエネルギーに変える都市・大学の共同プロジェクトなどについて報告があった後、

活発な意見交換が行われ、再生可能エネルギーに対する関心の高さがうかがえた。 

    ホノルル市のコールドウェル市長が自身のスピーチの冒頭

で、２０１６年のオバマ前大統領の広島訪問について触れた

後に、「その広島から市長がこの場に来ている、来年広島は原

爆投下から７５周年を迎えるが、広島や長崎のような惨劇は

絶対に二度と起こらないようにしなければならない」と述べ

て、松井市長を紹介された。それを受けて松井市長がその場

に起立して挨拶すると、出席者から歓迎の拍手が送られた。 

 

  イ 総会でのスピーチ 

    松井市長は、総会でスピーチする機会を得て、全米市長会議会長であるサウスカロライナ

州コロンビア市のベンジャミン市長から「松井市長は平和首長会議の会長として、カウニー 

デモイン市長を始めとする世界の加盟都市の市長とともに核兵器のない世界の実現に向け

て国際世論を拡大するため、たゆみなく活動してきた。全米市長会議も平和首長会議と長年

連携関係を築いてきたが、世界情勢が混迷を極めている今ほど平和首長会議の活動が重要か

つタイムリーな時はない」と紹介され、登壇した。 

    松井市長は、平和首長会議の活動について紹介した後、「被爆者たちは、平均年齢が８２

歳を超えた現在も、『こんな思いを他の誰にもさせてはならない』という信念の下、核兵器

のない平和な世界が一日も早く訪れるよう訴え続けている」、

また、「核保有国が核戦力の近代化・機能向上のために費やし

ている予算は、本来市民の福祉や都市の基盤づくりなどのた

めにより建設的に使用され得るものである。市民の安心・安

全な生活を守るために日々努力されている同志の皆様には、

核兵器の使用によりその努力が無に帰すことにならないよう、

核兵器のない世界の実現に向けて共に歩んでいただきたいと

強く願っている」と述べ、大きな拍手を受けた。 

 

  ウ 全米市長会議年次総会（午後） 

    午後の「女性市長のリーダーシップ」のセッションでは、大統領選への出馬表明をしてい

るハワイ州選出のギャバード下院議員のスピーチを傍聴した。ギャバード議員は、先の松井

市長のスピーチと同様、核兵器の開発に多額の税金が費やさ

れていることに言及し、「それらはハワイであれば老朽化して

きたインフラ整備などに使われるべき予算である、このよう

に国の安全保障の問題は市民の生活に直接影響するものであ

ることを訴えるために自分は大統領選出場を決めた」と述べ

られた。スピーチ後に、松井市長はギャバード議員に挨拶を

し、広島訪問及び平和首長会議との今後の連携を要請した。 

 

セッションの傍聴者 

左：ギャバード下院議員 
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  エ 現地マスコミによるインタビュー 

    ハワイの新聞社からインタビューを受けた。祖母が広島の被爆者であり、広島での取材経

験も有する記者からは「家族に被爆者がいることは市長としての職にどのような関係がある

か」などの質問があり、市長は「母親をはじめ親戚にも被爆者がいるが、みんな家族には自

分の苦しんだ経験をあまり語りたがらなかった。市長になって多くの被爆者の方々とお話し

する中で被爆体験やお気持ちをお聞きし、より深く母親や親戚の思いについて理解できるよ

うになった」と語った。 

 また、インタビューの後半では、加盟都市であり、毎年全

米市長会議において核兵器廃絶や平和首長会議への賛同決議

を共同提案してくださっているオレゴン州ビーバートン市の

ドイル市長も同席した。ドイル市長は、「市長が市民と共に国

を動かしていくのだ、そのため平和首長会議は核兵器のない

世界に向けて世界の国々で変化を起こしていく」と力強く述

べられた。 

 

 ⑷ ７月１日（月） 

  ア プナホウ・スクールでの講演 

    オバマ前大統領の母校であるプナホウ・スクールで、サマースクールに参加してアジアの

歴史を学んでいる約１３０人の高校生を対象に、パワーポイントを使用して講演を行った。

被爆の実相や被爆者の思いを伝え、「核兵器のない世界の実現への道を共に歩んでほしい」

と述べた。 

    生徒たちはメモを取りながら熱心に講演を聴いた後で、市長に対し非常に多くの質問をし

た。「核兵器の廃絶は可能か」「平和首長会議の会長として活

動の成果をどのようにとらえているか」「他国が原爆投下から

学ぶことは何か」などの質問に対して、松井市長は、「原爆投

下は人類全体にとって大変不幸な出来事だったが、再びその

悲劇を繰り返さないために、意見の対立をいかに平和裏に解

決できるか理性的に考え、持続可能な地球を残していくこと

が重要だ」と述べた。また、生徒代表に神奈川県の中学生が

折った千羽鶴を手渡し平和への思いを伝えた。 

 

 イ 決議文の採択 

    午前中に行われたセッションで、核兵器廃絶と平和首長会議の取組に賛同する決議文が満

場一致で採択された。これで決議文の採択は２００６年から１４年連続となった。 

 

 ウ 平和首長会議への加盟要請 

    この日の年次総会では、ミシガン州ロチェスターヒルズ市のバーネット市長の全米市長会

議次期会長就任スピーチがあった。バーネット市長は、誰でも幸せに暮らす権利を有してい

る、我々市長はそれを実現するために努力しなければならないと訴えた。その後、松井市長

はバーネット新会長に大阪府の中学生が折った折鶴を手渡し、加盟要請を行った。 

    また、夕方からのホノルル市主催イベントでは、本年次総会まで全米市長会議会長を務め、

今年の８月に平和都市宣言を行う予定のベンジャミン コロンビア市長や、被爆イチョウの 

  

インタビューの様子 

生徒代表に千羽鶴を贈呈 
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中央：ロチェスターヒルズ市長 左：コロンビア市長 左：ヒルズボロ市長 

苗木を育ててくださっているオレゴン州ヒルズボロ市のキャラウェイ市長などにも加盟要

請を行い、好感触を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ ７月２日（火） 

  ア ホノルル市長訪問 

    コールドウェル市長に出迎えていただき、１９６８年に本市から寄贈した石灯籠、   

２０１８年６月の移民１５０周年「元年者（がんねんもの）」の石碑などが配置された市庁

舎前の日本庭園を案内していただいた。 

ホノルル市庁舎のホールに入ると、ホノルル市職員の方々から拍手で出迎えていただいた。 

    松井市長は、コールドウェル市長との面会の中で、「今年１１月の本市での姉妹都市提携

６０周年記念行事「ホノルルの日」にはコールドウェル市長か代理の方に本市を訪問いただ

きたい。また、ホノルル市から安佐動物公園に寄贈いただいたスミレコンゴウインコが卵を

温めており、また本市から寄贈したオオサンショウウオもこの４年でふ化に成功したと伺っ

ており、今後も繁殖等の技術

交換をお願いしたい。広島市

植物公園の新しい温室にハ

ワイ固有種の群生するコー

ナーを作りたいと考えてい

るので、今後交流を深めたい」

と述べた。 

   

 

  イ 姉妹都市提携６０周年記念セレモニー 

    ホノルル市議会議事堂で、約６０人の県人会等関係者が見守る中、姉妹都市提携６０周年

記念セレモニーが開催され、本市からは代表団が出席した。両市長と両市議会議長の挨拶か

ら始まり、松井市長は挨拶の中で「お互いに初の姉妹都市となった１９５９年は、終戦から

１４年目の年に当たるが、太平洋戦争におけるパールハーバーと原爆投下という象徴的かつ

悲劇的な体験をした両市が、世界に先駆けて、ともに強く平和を希求し、友好親善を図って

いこうと結びついたものと言っても過言ではないだろう。この平和を礎とする両市の結びつ

きは、１９世紀後半に広島か

らハワイへ多くの移民が渡っ

たという御縁をベースとしな

がらも、２０１７年に、ホノ

ルル出身のオバマ大統領を、

現職の米国大統領として初め

日本庭園を案内するコールド

ウェル市長 

コールドウェル市長と握手を

交わす松井市長 

挨拶する松井市長 友好関係の再確認文書への署名 
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て広島へお迎えしたことで、今後さらに深まっていくことが運命付けられたと考えている。

相互に恩恵のある姉妹都市関係を引き続き構築する地盤をしっかりと固めたい」と述べた。

その後、広島市とホノルル市との友好関係の再確認文書に四者が署名した。 

 

  ウ ホノルル市議会議長訪問 

    ホノルル市議会議長室を訪問し、イカイカ・アンダーソン議長と面談し、建設中の交通シ

ステムや市議会の委員会の構成等について説明を受け、質疑応答を行った。 

 

  エ 広島レストランフェア視察 

    ２０１９年６月２８日（金）から７月３日（水）まで、日系人のオーナーシェフの協力の

下、地元の人気店ＭＷレストランにおいて広島産の食器を使用して広島の食材・調味料によ

る６種のメニュー及び４種の広島の酒

を提供している広島レストランフェア

を視察し、特別メニューを試食した。

当フェアは盛況で、多くの地元の方に

広島の食を味わっていただいており、

特別メニューのうち、一部のメニュー

は人気が高いため、レストランの定番

メニューとなる見込みということであっ 

た。 

    

オ ワイキキ・インプルーブメント・アソシエーション視察 

    ワイキキ・インプルーブメント・アソシエーションは４０年続く非営利団体で、「住民と

観光客の双方に恩恵をもたらす」ことを目指し、ビジネス、行政、コミュニティが共働して、

ワイキキの整備と美化に取り組んでいる。リック・エゲット所長から、「１９９０年代のワ

イキキが古びたリゾート地になっていたことから、１９９８年から２年間かけて地域住民と

話し合いを重ね、地域の行動計画を作成し、環境に配慮した公衆トイレ、緑化、ホームレス

の退去、防犯カメラの増設、ハワイらしさを取り戻すためのトーチ型の照明やハワイの歴史

を伝える説明版設置、無料フラダンスショー、ハワイアンバンド演奏等に取り組んできた」

と説明を受けた。 

 

  カ ＢＩＫＩ（ビキ）視察 

    ２０１７年６月２８日にバイクシェア・ハワイが開始した自転車のシェアサービスを展開

するＢＩＫＩは、ホノルル中心部に１３５カ所のＢＩＫＩストップ（サイクルポート）があ

り、自転車１，３００台で運用している。自転車メンテナンス場を視察した後、トッド・ブ

ランシェ取締役から、サービスを開始して２年になるが、１年目に比べて２年目は利用者が

倍増したこと、利用者の用途に応じて様々な料金体系が提供されていること、ＢＩＫＩのア

プリで自転車がどこに何台あるか、どのＢＩＫＩストップに空きがあるか分かるようになっ

ていること等のサービス内容について説明を受けた。 

 

  キ 姉妹都市提携６０周年記念被爆樹木植樹式 

    フォスター植物園において、本市とホノルル市の姉妹都市提携６０周年を記念して、本市

から昨年種を送り同植物園で約８０センチまで成長した被爆樹木ムクノキの苗木を、コール

オーナーシェフへの挨拶 広島の甘酒を使用した

デザート 
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ドウェル市長、アメミヤ行政長官、松井

市長、山田議長、宮崎議員、伊藤在ホノ

ルル日本国総領事で植樹を行った。デリ

ック・ミヤサキ副園長の歓迎の言葉の後、

両市長が挨拶し、松井市長は挨拶の中で、

「ムクノキがホノルル市民に愛され、皆

様の手でしっかりと育てられることによ

って、大地に根をおろし、両市の友好の

絆と平和の心を共有する象徴となることを願っている」と述べた。 

 

ク 姉妹都市提携６０周年記念レセプション 

    在ホノルル日本国総領事館にて開催されたレセプションには、ホノルル市、ハワイ州、ホ

ノルル広島県人会をはじめとする、広島市に縁のある方々が約１００人出席された。レセプ

ションは、両国国歌の独唱、ハワイ州歌、ひろしま平和の歌で厳かに始まり、伊藤在ホノル

ル日本国総領事や両市長の挨拶の後、ヒロシマ・メッセンジャーによる広島紹介のプレゼン

テーションが行われた。また、芸術団として参加した広島ジュニアマリンバアンサンブルに

よる演奏は観客を魅了し、惜しみない拍手を浴びた。 

  さらに、同レセプション内にブースを設置し、広島広域都市圏特産品の展示、試食・試飲

等を通じたＰＲを行い、多くの参加者で賑わった。 

 

 

         

                          

 

 

 

 

 

 

⑹ ７月３日（水） 

  ア 広島平和の鐘視察 

    本市から姉妹都市提携２５周年を記念して寄贈した広島平

和の鐘を視察した。ここでは毎年８月６日に広島追悼平和式典

が執り行われ、広島市長の平和宣言が読み上げられている。 

８月６日のみ鳴らされる平和の鐘であるが、今回、特別に打

鐘させていただいた。 

     

 

 

 

  イ コバヤシトラベルサービス視察 

    広島県出身の方が創業者である旅行会社のコバヤシトラベルサービスを視察し、タツキ

チ・コバヤシ３代目社長、マイケル・コバヤシ４代目社長、ピーター・コバヤシ副社長から、

姉妹都市提携６０周年を記念した被爆樹木の植樹 

平和の鐘の打鐘 

ヒロシマ・メッセンジャーによる

プレゼンテーション 
広島ジュニアマリンバアンサン

ブルの公演 

広島広域都市圏特産品のＰＲブース 
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「１８９２年に、移民が移民局での身体検査を受けるためオ

アフ島に立ち寄った際に利用するための旅館を創業し、その

後、旅行会社に業態を変え、現在では従業員１００名、バス

３５台所有、年商２５００万ドルの会社となった。日本旅行

を斡旋する時には東京、京都に加え、広島を紹介している」

といった会社の歴史や経営について、創業当時の写真を見せ

てもらいながら説明を受けた。最後に、広島の更なるＰＲの

ため、観光パンフレットを一式手交した。 

     

  ウ ホノルル日本人商工会議所会頭訪問 

    ホノルル日本人商工会議所のジョン・ツカモト会頭を訪問し、同会議所の会員は約６００

人で、そのうち４０％が中小企業であり、現在は若いメンバーを増やすことが課題で、広島

県とは、若手のビジネスリーダー１０人が相互訪問する事業

を行っていると説明を受けた。松井市長は、「ホノルル日本

人商工会議所の“Members Supporting Members”という方針

は、私がこれから４年で完成したい「共助」の精神に通ずる

ものだ」と述べた。また、日高経済観光局長が、本市で来年

２月に開催予定のビジネスフェア中四国 2020 へのホノルル

市内の企業参加等を依頼した。 

     

エ ハワイ日本文化センター視察 

    日系移民の歴史を紹介するハワイ日本文化センターを視

察し、移民開始当初は、日米の利益が一致し、移民が米国に

押し寄せたが、課題が出始めたことで、官約移民が中止とな

り、次に民間契約移民も中止となり、最終的には移民自体が

禁止された歴史や当時の生活等の説明を受けた。松井市長は、

「日本での外国人労働者の受け入れについて、こういった歴

史から課題を学び、活かしていかなければならない」と述べ

た。 

     

 

  オ 宮島鳥居レプリカ視察 

    ホノルル日本人商工会議所１００周年記念として   

２００２年に日系移民が多く住む地に設置され、広島市も一

部費用負担を行った、宮島鳥居レプリカを視察した。宮島鳥

居レプリカは大きな道路の交差する目立つ場所に設置され

ており、日系人の誇りであるとともに、ランドマークになっ

ていると説明を受けた。 

    

 

 

 

 

コバヤシトラベルサービス視察 

ホノルル日本人商工会議所会頭訪問 

ハワイ日本文化センター視察 

宮島鳥居レプリカ視察 
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  カ ホノルル動物園視察 

    ホノルル動物園内の花で作られたレイでの出迎えを受け、

ロイ・アメミヤ ホノルル市行政長官とローラ・デブナー副

園長による案内で動物園を視察した。安佐動物公園から寄贈

した３頭のオオサンショウウオ（パンダ、ピース、マル）は

特設された水槽で飼育・展示されており、そのうち、パンダ

とピースはつがいで飼育されていた。松井市長、山田議長、

宮崎議員は特別にマルの餌やりを体験した。ホノルル動物園

からは、マルのパートナーとなるようなオスを寄贈していた

だきたいと要望があった。 

     

キ 芸術団市内公演 

  大規模なショッピングセンター２ヶ所（ロイヤルハワイアンセンター及びアラモアナセンター）

で公演を行った。日本から持参したマリンバのほか、ドラム、和太鼓等で迫力ある演奏を行った。

各会場には多くの観客が訪れて、子どもたちの元気いっぱいの演奏を楽しんでいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 所感 

・ 今回の出張の前半の、全米市長会議年次総会の出席を主たる用務とする期間中には、様々な

発信活動を行った。まず、６月３０日の総会で約３００人の市長を前に、スピーチをする機会

を得て、被爆者の思いや核兵器の開発に費やす莫大な予算は本来市民のために使うべきである

と訴えた時には、会場から拍手が沸き起こり、核超大国である米国の市長に、被爆者の思いが

十分伝わり、共感していただいたと感じた。 

・ ７月１日には、オバマ前米国大統領の母校でもあるプナホウ・スクールで、約１３０人の高

校生を対象に講演を行った。生徒たちは熱心に講演を聴いてくれ、質疑応答の時間には、「核

兵器の廃絶は可能か」「平和首長会議の会長として活動の成果をどのようにとらえているか」

などの質問が相次いで出た。「再びこの悲劇を繰り返さないために、いかに意見の対立を平和

裏に解決できるか理性的に考え、持続可能な地球を残していくことが重要だ」と伝え、次代を

担う青少年にも、しっかりとヒロシマの心を伝えることができたと感じた。 

・ ハワイの新聞社からのインタビュー記事は一面に掲載され、全米市長会議でのスピーチのほ

か、被爆者の体験や核兵器廃絶への切なる願いや平和首長会議の活動が紹介された。インタビ

ューの後半には、加盟都市のオレゴン州ビーバートン市のドイル市長も同席し、「市長が市民

と共に国を動かしていくのだ、そのため平和首長会議は核兵器のない世界に向けて世界の国々

で変化を起こしていく」と力強く述べられたことも記事に掲載され、日米の市長の平和への思

いがハワイの方々に効果的に伝わる機会となった。 

 

マルの餌やりをする松井市長 

アラモアナセンターでの公演 ロイヤルハワイアンセンター

での公演 



 10 / 10 

・ 今回の年次総会で、多くの米国の市長に直接被爆者の思いを伝え、平和首長会議の活動を紹

介し、加盟を呼びかけた。８月に両被爆地のために追悼行事を行っているサウスカロライナ州

コロンビア市や被爆イチョウの苗木を育ててくださっているオレゴン州ヒルズボロ市の市長

に、すでに広島の思いを共有していただいていることへの感謝を伝え、是非加盟して私たちと

協働していただきたいと要請したところ、非常によい反応を得た。 

・ 米国のリーダー都市であるデモイン市のカウニー市長らの尽力により、１９人の米国市長の

共同提案による核兵器廃絶と平和首長会議の取組への賛同決議が満場一致で採択された。その

結果、２００６年から１４年連続の採択となったことも、米国内での加盟都市の拡大及び都

市・市民レベルの核兵器廃絶に向けた気運の醸成につながると期待している。 

・ 今回の出張の後半で、本市とホノルル市の姉妹都市提携６０周年記念事業として、記念セレ

モニー、被爆樹木植樹、芸術団公演及び広島広域都市圏特産品のＰＲを行った。セレモニーで

は本市とホノルル市との友好関係の再確認文書に、両市長と両市議会議長の四者が署名し、両

市の繁栄と両市市民のさらなる友好関係の発展のため、経済、教育、青少年、平和、スポーツ、

文化などあらゆる分野での交流の促進を誓いあった。 

・ 被爆樹木植樹については、昨年種をホノルル市に送り、フォスター植物園で育てていただいてい

た被爆樹木のムクノキが立派な苗木に育っており、ホノルル市の代表、本市の代表及び在ホノルル

日本国総領事とで、同植物園内で平和の心を共有する象徴となることを願い植樹を行った。この

ムクノキへ続くバリアフリーの小道を整備する計画と聞いており、多くのホノルル市民が見て平和

を感じてもらうことを期待している。 

・ 芸術団の広島ジュニアマリンバアンサンブルは、記念レセプションでの公演のほか、市内２カ所

の大規模ショッピングセンターで公演を行った。若いメンバーによるはつらつとした演奏は、多く

の方に高い関心を持って受け入れていただき、市民レベルでの文化・芸術交流を図ることができた。 

・ 記念レセプションでは特設ブースを設置し、広島広域都市圏特産品の展示、試食・試飲等を行い、

大変盛況であった。また、現地レストランで開催した広島レストランフェアを通じて、多くの地元

の方に広島の魅力を知っていただくことができた。 

・ ホノルル日本人商工会議所会頭訪問時に、日系人が漬物、ふりかけをよく買う傾向にあると伺っ

た。今後、消費需要を捉えて、日本の食材、特産品を届けることによって、日系人の経済・文化を

側面的に支援でき、それが経済面で大きな貢献につながるのではないかとの感触を得た。 

・ ワイキキ・インプルーブメント・アソシエーションでは、まちづくりの方向性を住民を始め

関係者を巻き込んで、２年間掛け話し合いを重ね、ワイキキの整備と美化のための行動計画を

作成し、住民にも観光客にも魅力のあるまちづくりを実行してきたという説明を伺った。住民

を上手に巻き込むという方法論は、本市のまちづくりの基本的な考え方であるエリアマネジメ

ントと一致するものであり、その成果を目の当たりにし、エリアマネジメントを一層推進した

いとの思いを新たにした。 

・ また、広島からハワイへ移住された多くの移民の方々の苦労を偲ぶため、ハワイ日本人移民

慰霊碑を参拝し、移民の歴史を学べるハワイ日本文化センターを訪問した。今回のこうした訪

問や見聞を通して、日本人がハワイという新天地において日本人同士で共生社会を築いてきて、

困っている時に助け合える関係を発展させてきたことがよく理解でき、あらゆる社会の発展に

は「共生」がベースとなることを強く感じた。本市においても、地域共生をコンセプトに据え、

持続可能な社会を作っていくことができるとの思いを強くした。 


