
                            令和元年６月２１日 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

    

豊川市は、１９７８年（昭和５３年）１２月にアメリカ合衆国カリフォルニア州キュパテ

ィーノ市と姉妹都市提携を結び、毎年、中学生の相互派遣交流を行っています。本年も、下

記のとおり中学生使節団が来訪します（32回目）ので、取材をお願いします。 

 

記 

１ 来訪者 

  キュパティーノ中学生使節団１５名（別紙１のとおり） 

 

２ 来訪期間及びスケジュール 

 令和元年６月２７日（木）～７月３日（水）（別紙２のとおり） 

   ※今年は、豊川稲荷や香月堂白鳥工場の見学、畳作り体験などをして、豊川市民プラ

ザで歓迎会を行います。 

※学校訪問は、金屋中学校を訪問します。（別紙３のとおり） 

金屋中学校で取材される場合は、必ず事前に連絡をしてください。 

（連絡先：金屋中学校教頭 田中 基明  電話 0533-84-5661） 

 

３ 歓迎セレモニーの開催 

日時：６月２８日（金）午前９時００分～午前９時２０分 

場所：市役所正面玄関 

挨拶：引率代表 タニア・カマウ さん（41歳） 

生徒代表 マヤ・スワミナタン さん（13歳） 

 

４ さよならセレモニーの開催 

日時：７月３日（水）午前８時３５分～午前８時５５分 

場所：市役所正面玄関 

挨拶：引率代表 マーガレット・ブラナー さん（56歳） 

生徒代表 アニッシュ・ラッカプラガダ さん（13歳） 

 

 

きらっと☆とよかわっ！                           

愛知県 豊川市 

 
 

 

 
 

 

 

 

姉妹都市キュパティーノ市から中学生使節団が来訪 

【問い合わせ先】 豊川市役所 市民部市民協働国際課 ：辻、新原          

TEL：0533-89-2158 FAX：0533-95-0010                      

mail：kyodokokusai@city.toyokawa.lg.jp 

 



　　　　　　　　　　　別紙　１

１．滞在期間

２．使節団人数 １５名　うち　　キュパティーノ引率者　２名 （女２名）

　　　　　　　　キュパティーノ中学生１３名 （男４名・女９名）

３．滞在日程

月日(曜日) 時　間 行　動　予　定 備　　　考

6／2５(火) ２２：００ サンフランシスコ空港集合

6／2６(水） １：２０ エバー航空　BR27 台北へ出発

５：３０ 台北着 　　　

７：５５ エバー航空　BR１２８　セントレアへ出発

１１：４５ セントレア到着
　　　　　　（参考）キュパティーノ側の行程

１３：００ 昼食　14:00まで

１４：３０ 熱田神宮、名古屋城　15:30まで

１５：３０ 豊川市役所へ出発　移動時間１．５時間

17：00 豊川市役所着　ホストファミリーと対面 市役所へホストファミリー迎え

17：15 ホストファミリーと帰宅 ホストファミリーと帰宅

  8：30 キュパティーノ広場前（体育館前）集合 ホストファミリーによる送り

  9：00 市役所正面玄関出迎え 歓迎セレモニー　引率・生徒・市長/議長あいさつ

  9：20 市長室表敬訪問、議場見学

  9：50 市役所発 市マイクロバスにて移動

豊川稲荷見学（10:00～11:30）

昼 すたみな太郎（11:30～13:00）

13：30 香月堂工場見学（１時間） 香月堂白鳥工場

15：00 畳小物作り体験（１時間３０分） プリオ５F（こぎつね教室）指導：乗本畳店

17：00 市民プラザ（待機室で休憩等）

18：00 市民プラザ【歓迎会】（～20：00） 使節団員及びホストファミリー参加（ご招待）

20：15 ホストファミリーと帰宅 ホストファミリーと帰宅

6／２９(土) 終日 ホストファミリーと行動

６／３０(日) 終日 ホストファミリーと行動

  8：00 金屋中学校へ送り

金屋中学校

（授業、日本文化体験等を予定）

16：00 金屋中学校へ迎え

  8：00 金屋中学校へ送り

金屋中学校

（授業、日本文化体験、部活動体験等を予定）

16：30 金屋中学校へ迎え

  8：10 市役所集合 ホストファミリーによる送り  

  8：35 市長・議長への離豊あいさつ さよならセレモニー　引率・生徒・市長挨拶

  9：00 市役所発 マイクロバス・ダイハツ（市職員）にて移動

  9：30 豊橋駅着　ひかり５０５号（9：5７発）乗車 新幹線で京都方面へ

7／２火)
各学校への行き・帰り、ホストファミリー
による送迎

7／３(水)

※時間は変更する場合があります。

2019年度キュパティーノ市中学生使節団受入日程表　R1.6.14現在

令和元年６月2７日（木）～7月３日（水）までの７日間

6／2７(木)

6／2８(金)

7／１(月)
各学校への行き・帰り、ホストファミリー
による送迎



別紙　２－１

生徒 引率者 案内生徒 英語部職員

8:00 金屋中学校到着 学校着 学校着
※ホストファミリーが学校まで送る
（駐車場：職員玄関前）
※市民協働国際課国際係３名 7:50着
（駐車場：職員玄関前）
職員玄関より２階多目的室へ移動 多目的室へ 多目的室へ 矢口
（案内：教頭、教務、校務、英語部）

8:10 引率教員　校長室で挨拶（通訳：国際係） 校長室

8:15 引率教員　職員室で挨拶（通訳：国際係） 職員室

8:25 朝会 使節団朝の会・オリエンテーション 多目的室 多目的室 矢口、長坂
（教頭、教務、矢口、長坂、ＡＥＴ、国際係）

8:55 ① 歓迎会（生徒会）月⑥ 体育館 体育館 生徒会役員 矢口、長坂

9:55 ② 学校紹介　月⑤ 多目的室 多目的室 矢口、長坂
校内案内 校内巡り 校内巡り 矢口、長坂
（教頭、教務、矢口、長坂、ＡＥＴ、国際係）

10:50 ペア生徒お迎え ホストクラスへ 多目的室へ
10:55 ③ 授業参加１（月③） ホストクラス ○

引率は三蔵子小学校訪問　（11：10－11：50） 三蔵子小学校

11:55 ④ 授業参加２（月④） ホストクラス ○
引率は金屋小学校訪問　　（12：10－12：45） 金屋小学校

12:45 給食体験 ホストクラス 会議室 ○ 矢口、長坂
多目的室へ

13:40 ⑤ 体験活動①（月①）音楽：琴体験（遠藤先生） 音楽室 音楽室 矢口、長坂

14:40 ⑥ 授業参加③（月②） ホストクラス ○
　授業参観（いくつかの授業を参観） 巡回 川合

ペア生徒が多目的へ連れて行く 多目的室へ
15:35 清掃 使節団帰りの会 多目的室 多目的室 矢口、長坂

15:50 帰会 解散・ホストファミリーお迎え
（駐車場：職員玄関前）

16:00 部活動

日程細案（７月１日）　　　　　　　　　

時刻 時限 活動内容
Cupertino KANAYA JHS



別紙２－２

生徒 引率者 案内生徒 英語部職員

8:00 金屋中学校到着 学校着 学校着
※ホストファミリーが学校まで送る
（駐車場：職員玄関前）
※市民協働国際課国際係３名 7:50着
（駐車場：職員玄関前）
職員玄関より２階多目的室へ移動 多目的室へ 多目的室へ 矢口
（案内：教頭、教務、校務、英語部）

8:10 使節団朝の会・オリエンテーション 矢口
（教頭、教務、ＡＥＴ、国際係）

8:20 ペア生徒お迎え ホストクラスへ 多目的室へ 矢口、長坂
8:25 朝会 朝の読書、朝の会参加 ホストクラス 多目的室 ○

8:55 ① 授業参加１（火①） ホストクラス ○
　授業参観（いくつかの授業を参観） 巡回 ＊長坂

9:55 ② 体験活動②（火②）国語：書道（国語部） 多目的室 多目的室 川合

10:55 ③ 長坂、矢口
11:55 ④ 長坂、川合

12:45 ペア生徒お迎え ホストクラスへ 多目的室へ
12:45 ホストクラス ○

会議室 矢口、長坂

13:40 ⑤ 授業参加⑤（火⑤） ホストクラス ○
小学校？

14:40 ⑥ 授業参加⑥（火⑥） ホストクラス ○
小学校？

15:35 帰会 帰りの会＆クラスお別れ会 ホストクラス ホストクラス ○ 矢口、長坂

多目的室へ
15:50 部活動 部活動見学 多目的室 多目的室 矢口、長坂、竹内、川合

16:20 使節団帰りの会 多目的室 多目的室 矢口、長坂

16:30 解散・ホストファミリーお迎え 見送り
（駐車場：職員玄関前）

体験活動③（火③④）美術：七宝焼き（中瀬先生） 多目的室 多目的室

給食体験

日程細案（７月２日）

時刻 時限 活動内容
Cupertino KANAYA JHS



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lee 

アナ・リー 

 

Ashley Lin 

アシュリー・リン 

Julianna Kimm 

ジュリアナ・キム 

Mahika Lodha 

マヒカ・ローダ 
Maya Swaminathan 

マヤ・スワミナタン 

Sophie Jaquish 

ソフィー・ジェイクイッシュ 
Erin Hsu 

エリン・シュー 

Kevin Zhao 

ケヴィン・ザオ 

Guha Sriram 

グハ・スリラム 

Anish Lakkapragada 

アニッシュ・ラッカプラガダ 

 

Luke Nguyen 

ルーク・ウェン 

Vivian Colfer Hernandez 
ビビアン・コルファー・ 

ヘルナンデス 

Paulina Chin-Wong 

ポリナ・チン・ワン 

Margaret Brunner 

マーガレット・ブラナー 

Tanya Kamau 

タニア・カマウ 

★歓迎セレモニー 
引率代表あいさつ 

☆さよならセレモニー 
引率代表あいさつ 

★歓迎セレモニー 
生徒代表あいさつ 

☆さよならセレモニー 
生徒代表あいさつ 



金屋中学校駐車場所について 

 

豊川市立金屋中学校 

〒442-0067 豊川市金屋西町 1-2   電話：0533-84-5661 
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