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３ 姉妹都市提携５０周年 
 （１）姉妹・友好都市週間ＰＲ展 

本市とアメリカ・フロリダ州，セント・ピーターズバーグ市との姉妹都市提携５０周年

の節目の年を機会に，セント・ピーターズバーグ市を中心とした本市の姉妹・友好都市で

あるフランス トゥール市，中国 南昌市の各都市を紹介する姉妹・友好都市週間が１１

月６日～１２日の間実施されるに当たり，市民の意識の高揚を図るため，姉妹・友好都市

週間ＰＲ展として，パネル展を開催しました。 
また，関連事業として，期間中，高松市役所吹奏楽団によるフロアコンサートを実施し，

アメリカにちなんだ音楽を演奏し，姉妹都市提携５０周年を盛り上げました。 
会場：市役所１階 市民ホール 
期間：平成２３年９月２６日（月）～９月３０日（金） 

※フロアコンサート   
9/27（火）～9/29（木）12:15～ 

展示内容  
①【セ市特集】 写真で見る姉妹都市提携５０年のあゆみ 
②トゥール市，南昌市の紹介 
③関連事業紹介 高松市美術館第３期常設展の紹介  

「ダリとシュルレアリズム」，「磯井如真の技と美」                                       
④関連事業紹介 学校給食における取組を紹介（メニュー，レシピ） 
⑤その他の記念事業の紹介  
⑥(公財)高松市国際交流協会コーナー  
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（２）高松市公式訪問団・市民親善訪問団 

姉妹都市提携５０周年を迎えた平成２３年１０月１４日から１７日までの４日間，大西

市長を団長とする高松市の公式訪問団９名と，公募による市民親善訪問団６４名，合わせ

て，総勢７３名でセント・ピーターズバーグ市を訪問しました。同市では，公式訪問団と，

市民親善訪問団が一緒に，公式歓迎会や記念式典，記念植樹に参加するとともに，子ども

専用の総合病院や，土曜朝市，ダリ美術館，セント・ピーターズバーグ美術館などを視察

しました。 

公式訪問団は，このほか，アーティストのアトリエ，環境に配慮した消防署等の視察を

行いました。一方，市民親善訪問団は，毎年，高松一高に招へい教師を派遣しているエッ

カード大学において，お茶のお点前，着物の着付け，一合まいたの踊りを披露するなど，

日米親善の文化交流を行い，御参加いただいた７０名ものセント・ピーターズバーグ市民

の方から，大変喜ばれるなど，半世紀を迎えた姉妹都市提携にふさわしい，市民と市民の，

いわゆる草の根の交流をすることができました。 
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（３）セ市公式訪問団来高  

本市で開催された姉妹都市提携５０周年記念式典・記念行事等に出席し，両市でお祝い

するとともに，一層の友好親善を深めるため，ビル・フォスター市長を団長とするセント・

ピーターズバーグ市公式訪問団１０名が，平成２３年１１月７日（月）から１０日（木）

に来高しました。記念式典は，サンポートホール高松第１小ホールにて１１月９日（水）

に開催されました。 
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（４）姉妹都市提携５０周年記念講演・懇談会 

高松市と香川大学の共催により，姉妹都市提携５０

周年を記念して，大阪・神戸アメリカ総領事館よりパ

トリック・ジョセフ・リネハン総領事をお招きし，平

成２３年１１月１１日（金）に，講演・懇談会「もっ

と高松・もっとアメリカ」を，香川大学で開催しまし

た。 
記念講演「姉妹都市交流 日本とアメリカ」の後，

リネハン総領事を囲んだ懇談会が開催され，活発な質

疑応答が交わされました。 

※この講演・懇談会は，「第１回姉妹・友好都市週間 in 高

松」（平成２３年１１月６日（日）～１２日（土））事業の

一環として実施されました。 
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（５）第１回「姉妹・友好都市週間 in高松」 

本市では，５０周年という節目の年を機会に，セント・ピーターズバーグ市からの訪問

団が来高する週を，「第１回 姉妹・友好都市週間 in 高松」と位置付け，セント・ピーター

ズバーグ市を中心として，本市の姉妹・友好都市である，トゥール市（フランス），南昌市

（中国）の各都市にちなんだ事業を実施することで，姉妹・友好都市を広く市民に周知し，

市民の国際理解を深めるとともに，国際交流を推進するものです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高松市とセント・ピーターズバーグ市の姉妹都市提携５０周年を祝い，３市の姉妹・友

好都市交流を活発化し，相互理解を深め，市民の国際感覚を増進する事業を募集し，「第１

回 姉妹・友好都市週間 in 高松」記念事業として実施することにより，全市的に５０周年

事業を祝う機運を醸成しました。 
 

「第１回 姉妹・友好都市週間 iｎ高松」記念事業一覧 

１ 「高松市美術館  第３期常設展」            

主催：高松市（美術館美術課） 
期間：８月２７日（土）～１０月２３日（日） 
場所： 高松市美術館 
常設展示室①「ダリとシュルレアリズム」 
セント・ピーターズバーグ市の新ダリ美術

館は世界的に有名で，ダリ夫妻と４０年間友

人であったモース夫妻の一大コレクションが

収蔵されています。 
常設展示室②「磯井如真の技と美」 

磯井如真は讃岐漆芸の中興の祖と称され，国の重要無形文化財「蒟醤」の保持者に認定さ

れています。セント・ピーターズバーグ市から，初の特別使節として，当時のゴールドナー

市長夫人のご両親マニヤン夫妻が来高した折には，磯井如真の工房を訪れています。 
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２ 「学校給食での取組み」                 主催：高松市（保健体育課） 
９月の給食のうち４日間，市内小・中学校の学校給食に姉妹・

友好都市にちなんだメニューを組み入れ，その国独特の食材や

調理方法を紹介しました。 
（例）アメリカ（セント・ピーターズバーグ市）料理 

 ・セルフハンバーガー 
・クラムチャウダー 
 

３ 「高松市役所吹奏楽団によるフロアコンサート」      主催：高松市（広聴広報課） 
日時：９月２７日（火）～２９日（木）（３日間とも 午後０時１５分開演）  
場所：市役所１階 市民ホール   
セント・ピーターズバーグ市との姉妹都市提携５０周

年を祝して，アメリカにちなんだ楽曲を高松市役所吹奏

楽団が演奏しました。 
 〇サックスアンサンブル 
 〇金管アンサンブル 
 〇フルート＆クラリネットアンサンブル 
 

４ 「セント・ピーターズバーグ市内及び大学のパネル展示」 主催：香川大学留学生センター 
 
期間：１０月２６日（水）～１１月１３日（日）  
場所：香川大学図書館 中央館２階ロビー  
セント・ピーターズバーグ大学や大学周辺，香川大学

との学術交流についてパネルを展示しました。なお，平

成２３年２月に，香川大学とセント・ピーターズバーグ

大学は学術交流協定を締結しました。 
 

５ 「アメリカに関する本の紹介コーナー」          主催：高松市（中央図書館） 
 
期間：１１月１日（火）～２９日（火） 
場所：中央図書館１階特設コーナー  

セント・ピーターズバーグ市との姉妹都市提携５０周

年を祝すとともに，姉妹・友好都市との交流の機運を盛

り上げるために，アメリカに関する本の紹介コーナーを

設置しました。 
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６ 「世界に向けて・・・    かな書道！！」          主催：一榮書道会 
期間：１１月６日（日）～１２日（土）    
場所：庵治支所内 協働まちづくりスペース 
国際文化交流のコミニュケーションツールとして，日本独

自のかな文化を紹介。姉妹都市であるフランスのトゥール市

の写真を展示するとともに，書道に翻訳をつけて，新感覚の

かな文化を紹介しました。（観覧料：無料） 
 

７ 「ゆうもあゲーム会・高松」     主催：特定非営利活動法人 世界のボードゲームを 
広める会ゆうもあ 四国支部 

日時：１１月６日（日）午後１時～４時３０分  
場所：高松市太田コミュニティセンター  

アメリカやフランスをはじめとした，世界の「ボードゲー

ム」を紹介。「ボードゲーム」を通して，楽しみながら親子

や友達とのコミュニケーションを深めました。 
（参加費：無料） 
 

８ 「折り紙のアルファベットで作るウエルカムボード作成」      主催：田中 裕子 
日時：１１月９日（水） 
場所：サンポートホール高松 第１小ホールロビーほか  

セント・ピーターズバーグからの訪問団の来高に合わせ，折り紙のア

ルファベットで作ったウエルカムボードを作成し，歓迎に意を表すとと

もに，日本古来の折り紙の技術を紹介しました。 
 

９ 姉妹都市提携５０周年記念講演・懇談会           主催：高松市，香川大学 
日時：１１月１１日（金） 

午後２時３０分～５時 
会場：香川大学教育学部４１５教室 

 
大阪・神戸アメリカ総領事館よりパト

リック・ジョセフ・リネハン総領事をお

招きし，講演をして頂いたあと，市民・

学生の皆さんと直接お話する機会を設

け，姉妹都市提携５０周年を市民・学生

の皆さんと共に祝いました。   
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（６）関連事業 

１ 「セント・ピーターズバーグ市ポスターコンペ」  主催：穴吹デザインカレッジ 

期間：１１月 

穴吹デザインカレッジの学生を対

象に，セント・ピーターズバーグ市に

関するポスターの作成コンペを実施

し，第一選考で選ばれた上位１０作品

を，丸亀町商店街や記念式典会場に展示しました。 

２ 丸亀町商店街コラボ企画      主催：高松市・高松市丸亀町商店街振興組合 

期間：１１月７日（月）～１１日（金） 
 丸亀町商店街に，セ市公式訪問団を歓迎するバナ

ーやセ市に関するポスターを掲示し，セ市関連グッ

ズ（てぬぐい，コップ等）を作製。期間中アメリカ

ンカフェを設置しました。 

３ 「第２５回 高松冬のまつり」        主催：高松冬のまつり実行委員会 

期間：１２月１７日（土）～２５日（日） 
場所：高松市立中央公園 

 セ市招へい教師と高松第一高等学校ダ

ンス部員が，オープニングセレモニーと，

国際・文化交流 DAY に参加しました。ま

た，セ市の子どもから高松の子どもたち

へのメッセージも届き，セ市との姉妹都

市提携５０周年の PR をしました。 

４ 姉妹都市提携５０周年記念ガラス作品の展示 

期間：平成２３年度末まで 
場所：高松市役所１階 

作者：セ市在住ガラス作家ダンカン・マクレーラン 

 高松市公式訪問団が１０月１４日から１７日ま

でセ市を訪問した際に，友情の証として贈られたガ

ラス作品を，来庁する市民に見ていただくため，市

特産品常設展示コーナーに展示しました。 
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（７）５０周年記念事業報告展  ～次世代につながる交流を目指して～ 

期間：平成２４年１月３０日（月）～２月３日（金） 
場所：市役所１階 市民ホール 
内容：両市で開催された５０周年記念式典や記念行事の様子，そして，本市において，

セ市公式訪問団の来高時に合わせて，新たに創設された姉妹・友好都市週間（平

成２３年度は１１月６日～１２日）の成果を，写真やパネル，映像（DVD「セ

ント・ピーターズバーグ市との５０年のあゆみ」ほか）等を通して，市民に周

知しました。 

 
展示内訳： 
① セ市の概要 
② ５０年のあゆみ 
③ 姉妹都市活動盟約書（１９６７年） 
④ ２０１１年議決書 

（フロリダ州議会，エッカード大学） 
⑤ （公財）高松市国際交流協会コーナー：  

市民親善訪問団のセ市訪問の様子 
（エッカード大学での日米文化交流など） 
セ市親善研修生事業などの紹介 

⑥ 姉妹・友好都市週間事業の紹介 
⑦ 高松市における５０周年記念式典の様子 
⑧ 親善研修生の相互派遣，一高の招へい教師の写真 
⑨ 穴吹カレッジ ポスターコンペと，新しい「ザ・ピア」のデザインコンペの紹介 
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