
千 歳 市
Chitose City

アンカレジ市
Municipality of Anchorage 

千歳の「ち」と飛行機の印影
で、空港のまち・豊かな自然と
伸びゆく姿を表現

日本／北海道

594.5km²

北緯42.5度

最高 31℃／最低 ｰ20℃ 

約10万人

太平洋と日本海と気象の影響を
受ける分岐点に位置し、降水量が
少なく、気温も避暑地として知ら
れる軽井沢とほぼ同じ内陸型の
気候です。西部は山岳地帯で、手
つかずの大自然・国立公園支笏湖
地域が広がり、透明度が高い支笏
湖は日本一の水質を誇ります。秋
に清流千歳川を遡上するサケは、
市の魚に指定しています。 

キャプテン・クックの船とイカ
リ、飛行機の印影で港まち・空
港のまちを表現

アメリカ合衆国／アラスカ州

5,079.2km²

北緯 61.1度

最高 29℃／最低 ｰ39℃

約29万人

日照時間は夏が19時間、冬は
５時間程度。夏は白夜（日中で
も太陽が地平線に近く長時間薄
明になる現象）が続き、冬は夜
空にオーロラが観測されます。
州最大の都市機能を包むように
周囲には手つかずの大自然が広
がり、ムース（ヘラ鹿）、熊な
どの野生動物が生息。秋の河川
にはサケが群れをなして遡上し
ます。   

市章

国

面積

緯度

気温

人口

特徴

3003マイルの軌跡
~trajectory~

千歳・アンカレジ市
姉妹都市提携50周年記念誌
千歳・アンカレジ市

姉妹都市提携50周年記念誌
1968－2020



挨　拶　

　千歳市長　山口　幸太郎……………………………………………１

姉妹都市提携50周年に寄せて

　アンカレジ市長　イーサン・バーコウィッツ……………………３

　在アンカレジ日本国領事事務所 所長　佐藤　雅俊 ……………５

　千歳姉妹都市交流協会 前会長　瀧澤　順久 ……………………７

　アンカレジ姉妹都市委員会 委員長
　　　　　　　　　　　 ジェフ・ランドフィールド ……………９

姉妹都市提携までの経過…………………………………………… 11

50年前の千歳市 及び アンカレジ市の様子 ……………………… 13

アンカレジ市の紹介………………………………………………… 15

姉妹都市提携50周年記念事業 …………………………………… 25

姉妹都市交流のあゆみ

　写真でみる交流のあゆみ………………………………………… 33

　50年の軌跡 ……………………………………………………… 47

目　次



ご　挨　拶

1

千歳・アンカレジ市
姉妹都市提携50年を迎えて

千歳市長　山　口　幸太郎

　令和始まりの年に、千歳市とアンカレジ市が姉妹都市提携50年という記念す
べき年を迎えることができましたことは、国際都市を目指す千歳市にとって誠に
喜ばしいことであります。
　そして、3003マイル離れた遠くて近しい友であります、アメリカ合衆国アラ
スカ州アンカレジ市バーコウィッツ市長をはじめとする訪問団の皆様や姉妹都市
に携わる多くの千歳市民の皆様とともに、式典や祝賀会を盛大に開催できました
ことを厚くお礼申し上げますとともに、50年という永い歴史を繋ぎ続けてきた
先達の皆様と、姉妹都市提携に多大なるご尽力をいただきました、故真鍋辰夫様
に心より敬意を表する次第であります。
　長年にわたる交流は、昭和43年３月、アンカレジ市から日本との姉妹都市提
携のご提案を頂いたことをきっかけに、「空港のまち」が縁となり、昭和44年
４月にアンカレジ市において、ジョージ・サリバン市長と米田市長が姉妹都市提
携の調印を交わしたことが始まりでした。
　姉妹都市の縁となった新千歳空港におきましては、令和元年に国内線・国際線
を合わせて年間乗降客数が2,459万人を超え、６年連続で過去最高を記録するな
ど、活況を呈しております。
　交流開始から今日まで、高校生の交換留学を皮切りにガールスカウト、少年野
球など様々な分野での交流を続け、平成21年の姉妹都市提携40周年では、千歳
友好使節団を結成してアンカレジ市を訪問し、姉妹都市提携当時の市長のご子息
であります、ダン・サリバン市長と私が「姉妹都市提携確認書」を交わしたもの
であります。
　そして、10年の歳月が流れ、姉妹都市提携50年の記念すべき節目の年に、
バーコウィッツ市長と「確認書」を交わせたことを心から嬉しく思います。
　この50年間、世界情勢も大きく変化し、「国際交流」の意味合いもより多様
性に富んだものになりましたが、お互いの文化を尊重し、理解することで築いて
きた「絆」は不変であります。
　今後も、姉妹都市提携50年の歴史を背景に、両市が未来に向けて発展し、友
情を深め、交流の絆を築いてまいります。
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The mark of the 50th anniversary of  Chitose-Anchorage 
Sister-City Affiliation 

Kotaro Yamaguchi
Mayor of Chitose   

It was a great pleasure for Chitose city which is aiming to become an international city, to celebrate 
the 50th anniversary of the Sister-City Affiliation with Anchorage in the beginning of the Reiwa era.
I would like to express my sincere gratitude for the wonderful ceremony and the banquet that were 
held together with Mr. Ethan Berkowitz, the mayor of Anchorage, Alaska in the United States of 
America, and his delegation who are our very close friends even living three thousand three miles 
far away and with the people of Chitose who has been engaged in the sister city relationship.  And 
I also would like to show my real respects to the pioneers who have connected our cities' long 
history of 50 years and the late Mr. Tatsuo Manabe for his grand effort in the Sister-City Affiliation.
The long-standing exchange between the two cities began when Mayor George Sullivan and Mayor 
Tadao Yoneta signed a Sister City Alliance in April of 1969 after Anchorage proposed a sister 
city partnership to Japan in March of 1968 and moreover, both of the cities were well known as 
"airport cities".
The New Chitose Airport became the edge of the Sister-City Affiliation and has grown actively at the 
present.  The annual number of passengers on both, domestic and international flights, exceeded 
24.59 million in 2019 and it has been holding a record high for six consecutive years.
We have continued to interact in various fields starting with high school students exchange 
programs, girl scout activities and boys baseball games since the starting of the exchange 
between the two cities.  And for the 40th anniversary in 2009, we formed a delegation that visited 
Anchorage to sign the reaffirmation of the Sister-City Affiliation with Mr. Dan Sullivan, then the 
mayor of Anchorage or the son of Mr. George Sullivan.  It has been 10 years since then and we are 
thankful to reconfirm on this 50th anniversary with Mayor Berkowitz. 
During these 50 years, the world went under uncountable changes also the aspects of cultural 
exchanges have diversified.  The choices are infinite, but the bond that unite us are far from modify 
themselves since they are based on mutual respect and understanding.  
With the 50-year history background of our cities, we will continue to develop and deepen our ties 
and friendship for the future.  



姉妹都市提携50周年に寄せて
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親愛なる山口市長  様

アンカレジ市長

イーサン・バーコウィッツ

　昨年の９月、アンカレジ市から14名の訪問団と共に、千歳へ訪問できました

ことを光栄に思います。　

　千歳市の皆様が、新千歳空港から千歳市役所までの移動過程において、終始素

晴らしい歓待をしてくださり、そのおもてなしに私たちは心を動かされました。

その歓待は、私たちに言葉を超えた優しさというものを見せてくださいました。

訪問団全員が素晴らしい経験を得られる事ができ、一生涯の旅になったと報告し

ております。

　1969年にアンカレジ市と千歳市を姉妹都市として、正式に調印するための重

要な役割を担ってくださった真鍋辰夫様におかれましては、50周年を記念し、

改めて、アンカレジ市から敬意を表します。

　真鍋様はご生前、アンカレジ市と千歳市の友好な関係を支え、両市の絆を深め

るため尽力いただきました。

　そして、遺してくださったこの素晴らしい遺産を受け継いでいけることに感謝

いたします。

　アンカレジ市と千歳市は共通点がたくさんあります。

　私たちは、小学校の相互交流や日本とアラスカの先住民族の方々との新たな交

流など、様々な分野で相互交流事業ができ、感謝しております。

　今までの千歳市と共にしてきた歴史を大事にし、次の50年に向けた両市の友

好関係の更なる向上を期待しております。

　素晴らしい市である千歳市民の健康と幸福、そして、平和と繁栄を願っており

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具
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Dear Mayor Yamaguchi,

Ethan Berkowitz
Mayor of Anchorage

This past September I was honored to travel with a fourteen-member delegation from Anchorage 

to Chitose. We were moved by how welcoming everyone was throughout the entire trip – from the 

airport to City Hall. You showed us a kindness beyond words. All the delegates had an incredible 

experience and reported that it was a trip of a lifetime.

In commemoration of the 50th anniversary, we would like to give special recognition to Mr. Tatsuo 

Manabe, Honorable Citizen of Anchorage, who played a key role in formally establishing Anchorage 

and Chitose as Sister Cities in 1969. Until he passed away, Mr. Manabe stayed closely connected to 

both cities, working to deepen our relationship with one another. We are grateful to continue his 

legacy.

Anchorage and Chitose share much in common. From our elementary school exchange to our new 

partnership between the indigenous peoples of Alaska and Japan, we are thankful for the many 

ways we connect with one another.

We cherish the memories we have had together and look forward to furthering our relationship for 

the next 50 years.

I wish all in your great city of Chitose abundant health and happiness, peace and prosperity.

Warm regards,
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寄　　稿

在アンカレジ日本国領事事務所　

所　長　佐　藤　雅　俊

　千歳・アンカレジ市姉妹都市提携50周年を、アラスカにおける日本政府の代

表として、心からお喜び申し上げます。そして、両市の友好関係の強化に尽力さ

れてきた山口幸太郎千歳市長とイーサン・バーコウィッツアンカレジ市長をはじ

めとする関係者の皆様に敬意を表したく存じます。

　千歳市とアンカレジ市の交流は、年ごとに深まっています。特に、小学生・中

学生・高校生の相互交流は、両市の友好の輪を広げることに著しく貢献している

のではないでしょうか。

　2018年１月にアンカレジ市のサンドレイク小学校で「YOSAKOIソーラン」を

披露した時の千歳市から来た小学生の目の輝きを今でも忘れることができませ

ん。また、2019年１月にアンカレジ市のミアーズ中学校との交流事業に参加し

た千歳市の中学生の感想文を最近読ませてもらいました。一人ひとりが、素晴ら

しい思い出を作ることができたことが良くわかりました。2019年９月４日に千

歳市でs行われた姉妹都市提携50周年記念英語スピーチコンテストでは、アンカ

レジ市のダイモンド高校訪問を目指す高校生の熱意を目のあたりにすることがで

きました。 

　アンカレジ市を訪問した千歳市の小・中・高校生は、アンカレジ市の小・中・

高校生やその家族との交流を通して、見識を深め、相手を敬う心を養い、そして

日本人としての誇りを持つことができていると確信しています。 

　そのような交流を経験した若者が中心となって、千歳市とアンカレジ市の友情

と交流の絆が、未来に向けてますます深まっていくよう願っております。 
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Contribution

Masatoshi Sato
 Head of the Consular Office of Japan in Anchorage

As the representative of the government of Japan in the State of Alaska, I would like to express my 

sincere congratulations on the 50th anniversary of the Chitose-Anchorage sister-city relationship. 

I also have the greatest respect for the Mayor of Chitose,  Mr. Kotaro Yamaguchi, the Mayor of 

Anchorage, Mr. Ethan Berkowitz, and the many people in both municipalities who have all given 

their support and time to strengthening the bonds of friendship between Chitose and Anchorage 

throughout the years. 

Cultural and educational exchanges between Chitose and Anchorage have grown steadily since 

the beginning of the relationship in 1969. In particular, the student exchange programs between 

elementary, junior high, and high schools in Chitose and Sand Lake Elementary School, Mears 

Middle School, and Dimond High School in Anchorage have made remarkable contributions to 

fostering the Chitose-Anchorage friendship. 

I still remember the sparkling eyes of the fifth- and sixth-graders from Chitose when they 

performed the Yosakoi Soran festival dance at Sand Lake Elementary School in January 2018. 

Recently, I read essays written by the Chitose students who visited Mears Middle School in January 

2019. I found that each of them had made wonderful memories.

On September 4, 2019, Chitose City held the English Speech Contest in commemoration of the 

50th anniversary of the sister-city relationship; there, my wife and I witnessed the passion of the 

student contestants aiming for a visit to Dimond High School.

I’m sure that the elementary, junior high and high school students who visited Anchorage have 

broaden their horizons, developed respect for others, and have come to take pride in their unique 

Japanese heritage through their participation in the student exchange programs.

I sincerely hope that the Chitose-Anchorage ties and friendship will thrive even more for the future, 

and that the young people who have benefited from the reciprocal student exchanges and other 

exchanges will play a key role in deepening the ties and friendship between the two municipalities. 
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祝  姉妹都市提携50周年

千歳姉妹都市交流協会　

前会長　瀧　澤　順　久
（令和元年10月末退任）

　アンカレジ市との姉妹都市提携50年を迎えることができ、千歳の市民の皆様

とともにお祝いできますことと、千歳市とともに千歳姉妹都市交流協会が、この

50周年記念事業に携われたことを心から感謝申しあげます。

　千歳姉妹都市交流協会は、昭和44年のアンカレジ市との姉妹都市提携の翌年

に発足した千歳・アンカレジ友好協会が前身であり、平成13年に姉妹都市交流

協会として設立した後も、市民レベルでアンカレジ市との交流事業を実施し、ア

ンカレジ市の姉妹都市委員の皆様とともに、両市の姉妹都市交流の促進に大きな

役割を果たしてまいりました。

　令和元年９月に挙行された、千歳・アンカレジ市姉妹都市提携50周年記念式

典の２部において、高校生を対象とした「英語スピーチコンテスト」の本選を実

施いたしました。予選を通過した５名の皆さんの英語力や発表力などは素晴らし

く、今後、国際都市千歳を担っていくであろう姿は、「感動」の言葉だけでは表

せないものでありました。

　当協会から、上位２名と千歳ライオンズクラブ様を代表とする６団体様から１

名をアンカレジ「ダイモンド高校」に派遣しましたが、この３名は、異文化を体

験し、友人をつくり、多くの交流を通して、大きく成長してまいりました。

　この派遣事業において、アンカレジ市関係者の心温まる歓迎を受けたことは、

歴代関係者が築きあげた「交流の絆」の賜物であります。

　今後も当協会とアンカレジ姉妹都市委員会が連携・協力し、姉妹都市交流を末

永く継続していきたいと考えておりますことから、千歳市とアンカレジ市の交流

が、ますます発展され、両市の「絆」が深まることを心より祈念いたしまして、

お祝いのことばといたします。
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To offer our felicitations to the 50th anniversary of the 
Sister-City Affiliation

Yorihisa Takizawa
Chitose Sister Cities Fraternity Association Former 

Chairperson  
(Resigned-October 2019) 

I am deeply grateful for the opportunity to celebrate the 50th anniversary of the Sister-City 

Affiliation between Anchorage and Chitose together with the people of Chitose.  And I would like 

to express my gratitude to the Chitose Sister Cities Fraternity Association for being involved in this 

memorable ceremony with Chitose City Hall.

The predecessor organization of the Chitose Sister Cities Fraternity Association was the Chitose 

- Anchorage Friendship Association which was formed in 1970 following the year that the two 

cities made the sister city agreement.  Since the association was established as the Chitose Sister 

Cities Fraternity Association in 2001, we continued to hold a lot of programs at the citizens level 

and have played a significant role in promoting sister cities exchanges with the members of the 

Anchorage Sister Cities Commission.  

In the second part of the ceremony of the 50th anniversary last September, we hosted the finals 

of the English Speech Contest for high school students.  Each of the 5 students who had won the 

preliminary round had excellent English and presentation skills.  We could not sufficiently express 

the great attitude of those students who will be leading the international city of Chitose in the 

future.

Our association sponsored the first and second placed students.  And Chitose Lions Club with 5 

other organizations prized another one.  Altogether they went to Dimond High School in Anchorage.  

Those students had experienced a different culture and have learned a lot through making friends 

and meeting many people there.  

The heartwarming welcome of Anchorage city officials in this project is the result of the "bond of 

exchange" that built up by all the people involved in the past.

Our association will continue to cooperate with the Anchorage Sister Cities Commission and keep 

our relationship for many years to come.  I hope that the development of exchange between Chitose 

and Anchorage will strengthen our ties.  With this I would like to leave here my congratulations for 

the 50th anniversary of the Sister-City Affiliation.
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祝  姉妹都市提携50周年

アンカレジ姉妹都市委員会

委員長　ジェフ・ランドフィールド

　このたびは、千歳市との交流提携50周年を祝う記念誌に、我がアンカレジ姉

妹都市委員会を加えていただき、感激しております。千歳市との交流は何年にも

遡り、多くのアンカレジ市民同様、過去そして現在の委員達によってすばらしい

思い出を作り上げてきました。

　イーサン・バーコウィッツ市長、アンカレジ市議会 クリス・コンスタンツ議

員、フォレスト・ダンバー議員、原田　宏子委員、そして多くのアンカレジ市民

で結成されたアンカレジ訪問団による2019年の千歳市訪問は、大評判でした。

千歳市のおもてなしは、大変すばらしいものでした。１月に千歳のアイヌの皆

様をお迎えし、このご恩をお返しできたことを大変嬉しく思っております。次

の50年も、千歳市とのすばらしい友好関係が続いていくことを期待しておりま

す。
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To offer our felicitations to the 50th anniversary of the 
Sister-City Affiliation

Jeff Landfield
Chair 

Anchorage Sister Cities Commission

The Anchorage Sister Cities Commission is excited to be included in the memory book celebrating 

our 50 year relationship with our Sister City of Chitose. The relationship with Chitose goes back 

many years and has created some great memories for current and former Commissioners, as well 

as many Anchorage residents.

The visit to Chitose in 2019 by the Anchorage delegation, that included Mayor Ethan Berkowitz, 

Assembly member Chris Constant, Assembly member Forrest Dunbar, Commissioner Hiroko 

Harada, and many Anchorage residents was a big success. The hospitality Chitose showed was 

incredible. We were happy to return the favor and host a delegation of Ainu from Chitose in 

January. We look forward to continuing our great relationship with Chitose for the next 50 years. 



　アンカレジ市長は、アラスカ航空の日本支店長に対して「日米親善を深めるため、日本と姉妹の縁結びを

したいので紹介してほしい。千歳市か函館市か帯広市のいずれかの北海道の都市と姉妹都市を結びたい。」

と申入れ、昭和43年（1968年）２月、同支店長が日本に戻り、全国市長会にその旨を伝えました。

　全国市長会ではこれを了承し、国内の都市を選定した結果、「アンカレジ市は国際空港都市（当時の人口

は約45,000人）であり、北回り国際線の重要拠点となっている。一方の千歳市には、近い将来、日本の国際

空港として、新東京国際空港に次ぐ地位を占めようという国際幹線空港があり、人口も６万人である。今

後、北回り国際線が千歳−アンカレジと結ばれる希望もある。」ということから、３月13日、全国市長会国

際親善都市連携から千歳市に、アンカレジ市との姉妹都市提携に関する電話がありました。

　千歳市は３月16日の市議会議員協議会で経過説明し承認されたことから、４月13日、アラスカ航空極東代

表を通じて、千歳市の意向をアンカレジ市長に伝えるとともに千歳市の資料を送りました。

　アンカレジ市では、昭和43年（1968年）４月22日の議会で千歳市との姉妹都市提携についての決議（全会

一致）が行われ、また千歳市でも、５月21日、姉妹都市提携について総務文教常任委員会で承認、さらには

６月15日に行われた商工会議所代表、婦人団体、青年会議所、記者クラブ、青年団体などの民間代表との打

合せを経て、６月20日、市議会で全会一致の賛成を得て、正式に議決されました。また、この議決結果につ

いては、直ちに全国市長会（国際親善都市連盟）とアラスカ航空日本支店長に報告されました。

　６月25日、テレビ局、新聞社の取材陣が集まる中、当時の米田忠雄千歳市長は、ジョージ・サリバンアン

カレジ市長と国際電話であいさつを交わし、米田市長からはアンカレジ市議会における千歳市との姉妹都市

提携の議決に対するお礼、並びに千歳市議会における

アンカレジ市との姉妹都市提携の議決についての報告

も行い、姉妹都市提携記念通話を終えました。この

際、米軍熊基地の副司令官も同席し、アンカレジ市長

と会話を交わしました。
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姉妹都市提携までの経過
提携の発端

市議会の議決



　昭和43年（1968年）９月30日、千歳市はアンカレジ市との有意義な提携業務を推進するための団体設置の

準備状況と千歳市開基90年の記念行事における姉妹都市提携記念行事の検討などに関する市長メッセージと

記念品を真鍋辰夫氏に託し、アンカレジ市長に贈りました。10月２日には、千歳市で千歳・アンカレジ友好

協会の設立準備委員会を開催し、11月２日から３日までの間、「第１回アンカレジ友好展」を開くなど、広

くアンカレジ市を紹介するための活動を行いました。そして、昭和44年（1969年）７月18日、協会の規約を

整え、両市の生活、文化、スポーツ、経済の交流などを進めることを目的に活動する団体として「千歳・ア

ンカレジ友好協会」が正式に設立されました。

　昭和44年（1969年）１月14日、アンカレジ市長

は千歳市の地元新聞を通じて、千歳市民に対する

年頭の挨拶を行い、両市の友好ムードを高め、４月

21日の姉妹都市提携調印日を迎えました。４月18

日、米田忠雄千歳市長をはじめ吉田信一千歳市議会

議長、小池金吾千歳商工会議所会頭を含むアンカレ

ジ市訪問親善使節団一行７名はアンカレジ市を訪問

し、４月21日、ウエストワールドホテル（元ヒルト

ンホテル）において調印式を行い、両市にとって互

いに初めての姉妹都市が誕生しました。日米都市との提携は70番目、道内では札幌市、旭川市に次ぐ３番目

の提携が実現し、昭和44年は千歳市にとって、国際都市としての飛躍の年となりました。

12

千歳・アンカレジ友好協会の設立

姉妹都市提携の調印
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新橋通り

市街地を流れる千歳川

国道36号（錦町）

千歳空港

50年前の千歳市 及び アンカレジ市の様子
千 歳 市
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レースロップ・ビルの屋上から東方にみた４番街

西部の低地からアンカレジ市街を望む

アンカレジ市



　アラスカ最大の都市アンカレジは、アラスカ州南部のクック湾の湾奥に位置し、北緯61度とかなり高緯度

であるため、夏は冷涼、冬は非常に寒い地帯です。北方には北アメリカ大陸の最高峰、デナリ山、東部には

ロッキー山脈の高峰がそびえ立ち、西部は原野が多く広がっています。

　アンカレジ市を中心とする中南アラスカは、太平洋の黒潮が南を流れ、アラスカ山脈が北部にそびえて北

風を防いでいるため気候が比較的温暖で、平均気温は、夏は10度～21度、冬はマイナス14度～マイナス６度

です。

　市の位置が北緯61度（千歳市は北緯43度）と高緯度地域にあるため、日照時間は、夏は19時間、冬は５時

間程度で、夏には白夜が続き、冬にはオーロラが夜空にゆらめいて幻想的な世界を生み出します。

　アンカレジは、６つの山脈に取り囲まれ、都会の快適さと自然の魅力を兼ね備えた街です。

　居住地域は、アンカレジ市の約１割程度と言われており、市街地、芸術・スキーリゾート、先住民の村や

軍事基地などです。

　残りは、美しい自然が残っている荒野であり、チュガッチ

州立公園、チュガッチ国有林、その他多くの湖や小川からな

ります。市民は、白夜のもと野球などのスポーツを楽しんだ

りすることもできます。

　また、１年を通じてハイキング、サイクリング、スキー、

スケートなどの野外活動で自然と一体になれます。野生動物

のムースなどは、大自然を自由に駆け回り、道路沿いで、し

ばしば見かけることができます。
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アンカレジ市の紹介
地　　理

気　　候

自　　然



　アンカレジ市では企業、ボランティアそして市民は一丸になり、冬は犬ゾリ世

界選手権大会や毛皮まつり、クロスカントリー・スキー選手権大会などを開きま

す。夏のミッドナイト・サン・マラソンには、世界各地から約4,000名のランナー

が参加するなど、年間を通し様々なイベントで賑わいます。

　スポーツ施設も充実しており、クロスカントリー・スキー・コース、ジョギン

グ・コースの他に、ソリ会場やハイキング用遊歩道、自転車道などが充実してい

ます。市内には160以上の公園があり、スキー場や夏にはサイクリング・コース

となるクロスカントリー用トレイル、アイスホッケー場、ゴルフ場、キャンプ

場、そして水泳場が整備されています。　

　また、州内外のみならず国際的な各種催し会場として

利用されている、公演芸術センター、コンベンション・

センター、歴史・芸術博物館、アラスカ民族文化セン

ター、自然史博物館、スポーツ・アリーナなどの施設も

充実しております。

　アンカレジには、アンカレジ国際空港、軍の２基地の他、フッド湖水上飛行機基地や市営のメリルフィー

ルド空港があります。アンカレジ国際空港は、かつて、北極圏周りのヨーロッパ便が給与のために寄港し、

現在でも航空貨物のハブ空港であることから、世界的に重要な空港として、航空貨物業も発達しておりま

す。

　アンカレジ港では、アラスカ鉄道で輸送される一般貨物の85％を取り扱っています。

　アラスカ鉄道は、アンカレジ／フェアバンクス間、アンカレジ／

スワード間ポーテージ／ウィッティア間で運行しています。夏季の

旅行シーズンにはアラスカ鉄道は１日に一本、アンカレジから北と

南にそれぞれ運行されています。北はデナリ国立公園を通り、フェ

アバンクスへ。南はポーテージを通り、スワードまたはウィッティ

アまで。展望車や食堂車もあり、アラスカの大自然をゆったりと楽

しむことができます。

16

交　　通

生　　活



１  アラスカに人類が渡る
　アラスカに人類が渡ったのは、旧石器時代（約12000年前）だと考えられています。

　その頃、ユーラシア大陸とアラスカの間はベーリング地峡でつながっており、そこを通って人々がユー

ラシア大陸からアラスカへ移住してきました。

　アラスカの先は厚い氷河におおわれていましたが、氷河期の終わりと共に消え去り、人々はカナダへも

行けるようになりました。そしてアラスカ先住民として、幾つかのグループに分かれて510年頃、デナイ

ナと呼ばれる民族がアラスカ州の内陸部から、現在のアンカレジに移り住み、動物を捕まえたり、魚を

取ったり、植物を集めたりして生活を始めました。

　デナイナの人たちは食べ物を小屋で保存する方法を身につけ、他の国からの探検家達がやって来たとき

に、物々交換をするようになりました。

２  1741年　ロシア海軍が北アメリカの調査に
　1741年、ロシアの探検隊に所属するデンマーク人航海士ヴィトゥス・ベーリングが、北アメリカの調査

のために海を渡ってアラスカ南部に上陸しました。ベーリングは物々交換で食べるものを得ながら船で調

査を続け、美しい毛皮の服になるラッコの大群を発見しました。

　ベーリングは、アラスカの人たちにラッコを捕まえさせ、たくさんの毛皮を集めてロシアへ持ちかえろ

うとしました。

　しかし、ロシアに帰還途中で船が壊れ、たどり着いた島でベーリングは死んでしまいますが、ベーリン

グの仲間の船はロシアに無事に帰還し、ロシアの人たちに、すばらしい毛皮を見せました。

　これを見てロシアの人たちはアラスカに興味をもち、ロシアからアラスカにたくさんの船が渡るように

なりました。

　ロシアの人たちは、鉄砲でアラスカの人たちを脅してラッコを捕まえさせるようになり、こうしてアラ

スカはロシアの植民地となっていきました。

1741年 
ロシア海軍が北アメリカの調査に。
ロシア人の進出・支配。

ヴィトゥス・ベーリング
ロシアからアラスカ南東の海岸
まで航海した。

1778年　
キャプテン ジェームズ・クックがデナイナ人に接触。

キャプテン　
ジェームズ・クック
イギリス人の船の船長。
探検家。

大西洋から太平洋へ向かう、
新しくそれまでより速く行く
ことが出来る航路を見つけた
いと思っていました。

彼はクック入り江と呼ばれる
ところに船で入ってきました。
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歴　　史



３  1867年　ロシアからの解放・アメリカに
　1867年10月18日、長い間、アラスカを支配してきたロシアは、クリミア戦争で敗北し、財政が悪化した

ため、アラスカをアメリカ合衆国に売却しました。アラスカの人たちは、この記念すべき日を「アラスカ

デー」として、今でもお祝いをしています。

４  1880年　アラスカで金を発見
 　1880年、アラスカで金が発見されてからは、世界中からたくさんの人がアラスカに集まってくるように

なり、ゴールドラッシュに沸きました。

５  1912年　アラスカがアメリカ合衆国の準州へ
　1912年に、アラスカは正式にアメリカ合衆国の準州となり

ました。

　アメリカ合衆国政府は、アラスカでとれた金をアメリカ本土

へ船で運ぶため、アラスカの内陸から沿岸まで通じるアラスカ

鉄道を建設することにしました。

1867年　ロシアからの解放・アメリカに

金を洗うアラスカの採鉱者　1916年

1912年　アラスカがアメリカ合衆国の準州へ
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６  1915年　アンカレジが「鉄道のまち」に
　1915年、アンカレジはこの鉄道建設の基地となりました。これが、アンカレジの発展の始まりです。

　トンネルを掘ったり橋を作る仕事を求めて、アメリカ中からアンカレジに人が集まり、その人たちはテ

ントで生活していたため、アンカレジはテント村と呼ばれました。

　やがて、アンカレジに小さな家が建ち、店や郵便局、レストランや映画館もできて、アンカレジは「鉄

道のまち」としてどんどん大きくなっていきました。

７  1930年　アンカレジが「空港のまち」に
　さらに、第一次世界大戦が終わったころ、アンカレジは、アジアやヨーロッパをむすぶ航空輸送の中心

としての重要性が高まり、国際空港が建設されました。

1915年　アンカレジが「鉄道のまち」に

1930年　アンカレジの最初の空港 メリルフィールドが完成
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８  1940年　アンカレジが「基地のまち」に
　1940年、アメリカ合衆国政府は、第二次世界大戦に備えるため、アンカレジに２つの軍事基地を建設し

ました。

　基地建設の仕事を求めて、アンカレジにはさらに多くの人が集まり、また、兵隊が何千人も住むように

なり、アンカレジは「基地のまち」としても発展していきました。

　この頃、兵隊たちに必要なものを運ぶため、アメリカ本土からカナダを通ってアラスカにわたる高速道

路が建設されました。この道路によって、とうとうアラスカは、アメリカ合衆国と陸路でつながりまし

た。

９  1959年　アラスカがアメリカ合衆国の州に
 　1959年１月３日、アラスカは正式にアメリカ合衆国の49番目の州として認められ、アラスカの人たち

は盛大にお祝いをしました。

1940年代　アンカレジが「基地のまち」に

1959年　アラスカがアメリカ合衆国の州に
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10  1968年　アラスカで大油田を発見、 アラスカの住民に富を配分
　1968年、北アメリカで一番大きな油田が、アラスカ州で発見されました。石油を海岸まで運ぶパイプラ

インを建設するため、また多く人がアラスカに集まってきました。

　アラスカ州は、この石油を世界中に輸出してたくさんのお金を得ることができるようになりました。

　そして、アラスカ州に住んでいる人たちは、毎年10月に、石油を売って得られたお金の一部を永久基金

配給金として受け取ることができるようになりました。

　このようにして、1500年ぐらい前に、デナイナの人たちが狩りをして生活していたアンカレジは、アメ

リカ合衆国でも有数の豊かな地域に発展していきました。

1968年　アラスカで大油田を発見

パーマネント・ファンド・ディビデンド＝
永久基金。これは、アラスカに住む人々が、
毎年10月に受け取るお金です。
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　日本語イマージョンプログラムは、保護者や教職員等による設置運動の結果、教育委員会の認可を得、

1989年にスタートしました。このプログラムは、1970年代より米国内で始まった、初等外国語教育プログラ

ムの流れに沿うものでもあり、日本語イマージョンプログラムでは、「日本語を学ぶ」のではなく、「日本

語で他教科や文化」を勉強しながら言葉を学んでいきます。

　アンカレジ学校区には、小学校に併設された幼稚園から高校までの13年間一貫の日本語イマージョンプロ

グラムがあります。サンドレイク小学校（幼稚園併設）・ミアーズ中学校・ダイモンド高校において、およ

そ約650名の生徒が日本語を学んでいます。

　また、“友の会”という保護者団体は、校内での勉強・行事のほかに、千歳市との交流事業や校外での活

動において様々な支援をしております。

　サンドレイク小学校は、1989年から日本語イマージョンプログラムを開始しました。学校全体の児童数の

約半数（340名程度）が日本語イマージョンプログラムで学んでおり、幼稚園の年長から小学６年生まで、

１日の半分を英語の教室、もう半分を日本語の教室で過ごし、日本語教室では英語は使わず社会や理科など

を日本語で学びます。

　幼児期から日本の言葉と文化に触れて育った児童達にとって、５・６年生で千歳市との交流事業に参加す

ることは「大きな夢」となっています。卒業後も日本語学習を続け、両国の架け橋として活躍している卒業

生が数多くいます。 
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日本語イマージョンプログラム

サンドレイク小学校（幼稚園～６年生）



　受験制度のないアラスカでは、生徒は個性を生かし、のびのびと学習しています。主要４教科以外は美

術、コンピューター、技術、家庭、第二外国語が選択科目となっています。日本語は人気科目の一つです。

　日本語イマージョンプログラムは小学校より少なく１日２時間。社会科を日本語で学ぶほか、語彙、文型

などを日本語クラスで学びます。千歳市との交流事業は、生きた日本語、文化を学ぶ上で欠かせないものと

なっています。

　ダイモンド高校は、州唯一の日本語イマージョンプログラムを設けており、スタッフ数は約140名、学生

数は約1,700名と大きな高校です。

　アンカレジは多民族の都市なので、多言語・多文化の環境に順応できるように、ダイモンド高校では、日

本語、スペイン語、ドイツ語、フランス語の中から学生が選択して外国語を学んでいます。日本語クラスに

は、イマージョンプログラムの学生と選択授業として日本語クラスを取る学生がおり、学生は自分の目的や

レベルに合わせて授業を選べるようになっています。

　ダイモンド高校とは、姉妹都市提携50周年記念として実施した英語スピーチコンテストの上位者３名が

2020年１月にダイモンド高校を訪問し、交流を深めました。
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ミアーズ中学校（７～８年生）

ダイモンド高校（９～12年生）



　アラスカ大学アンカレジ校（UAA) は、６つの学部 (カレッジ）

と41の大学院専攻などがあり、学生数約18,000名のアラスカ州

で最大の州立大学です。教養学部の他に、航空技術に関する米国

最先端の研究施設を有し、環境学、天然資源学、極域健康科学、

地域医療、生物医学、社会学、経済学、流通・物流など地域学

（Community Engagement）に関する特色ある教育研究プログ

ラムを有しています。UAAは周辺の６つの地点にキャンパスを有

し、メインキャンパスはアラスカで一番大きな都市であるアンカ

レジに位置しています。

　アンカレジは、海や山など大自然に囲まれた人口30万の中都市

で、散歩が楽しめるトレイルが街中を縦横に走っています。230

キロ北方にそびえる北アメリカ最高峰のデナリ山が一望できま

す。アラスカ原住民を始め、様々な文化的背景をもつ民族が共存

しており、全米で最も多様な都市であると言われています。空軍

基地が隣接しており、ダウン・タウンから車で20分程の所には、

テッド・スティーブンス・アンカレジ国際空港が、海岸線を40分

ほど南に下った所にはスキーリゾートがあります。

　UAAに留学する場合の授業料は、通常アラスカ州外や海外からの学生の授業料は非居住者授業料となり、

居住者授業料の３倍となりますが、千歳市がアンカレジ市の姉妹都市である関係上、千歳市のみならず、北

海道全域からの留学生には、居住者授業料で講義を受けることができます。
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アラスカ大学アンカレジ校



　千歳・アンカレジ市姉妹都市提携50周年を迎え、令和元年９月２日（月）～６日（金）の日程でイー
サン・バーコウィッツアンカレジ市長一行15名の訪問団が来千されました。

新千歳空港でのお出迎え

千歳市役所来庁 市長表敬訪問
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姉妹都市提携50周年記念事業

　市長表敬訪問、キリンビール㈱北海道千歳工場見学、千歳神社祭り見学、もりもと

千歳工場見学・体験、千歳姉妹都市交流協会主催夕食会などの行事を行いました。
９月３日
（火）



キリンビール工場見学

千歳神社祭り見学

もりもと千歳工場見学・和菓子作り体験

キリンビール試飲
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植樹式

アンカレジパークゴルフ場で植樹式

サンドレイク小学校と姉妹校の千歳小学校を訪問

パークゴルフ体験
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　サンドレイク小学校と姉妹校の千歳小学校を訪問し、授業を見学しました。その

後、アンカレジパーク場で植樹式及びパークゴルフの体験を行いました。

９月４日
（水）
午　前



50年のあゆみDVD上映

陸上自衛隊第七師団　機甲太鼓

日本文化体験（お茶）

姉妹都市提携確認書調印式

千歳アイヌ協会「RANKO」

陸上自衛隊第七師団長からパネル贈呈

　午後から北ガス文化ホールで式典を行いました。式典の前に日本文化の体験と陸上

自衛隊第七師団長からアンカレジ市長へパネルの贈呈がありました。

　式典の１部は、千歳市主催で、陸上自衛隊の機甲太鼓の演奏で幕をあげ、千歳アイ

ヌ協会の「RANKO」によるアイヌ民謡の披露、50年のあゆみを上映、千歳市長及び

アンカレジ市長による挨拶の後、「姉妹都市提携確認書」の調印式を行いました。　

９月４日
（水）
午　後
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千歳高等学校英語部
観光ＰＲプレゼンテーション

英語スピーチコンテスト　ダイモンド高校派遣者３名

公立千歳科学技術大学「光一天」YOSAKOI

記念バッジ

　式典の２部は、千歳姉妹都市交流協会が主催となり、英語スピーチコンテストを行い、ダイモンド高校派

遣事業への参加者３名を選出、千歳高等学校英語部による観光PRプレゼンテーションの発表、公立千歳科学

技術大学「光一天」によるYOSAKOI演舞の披露を行いました。来場者には、記念バッジ、50年のあゆみDVD

及び冊子を全員に配布しました。
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アンカレジ市長挨拶千歳市長挨拶 在アンカレジ領事事務所長挨拶

　祝賀会はANAクラウンプラザホテル千歳で、千歳市長及びアンカレジ市長の挨拶後、在アンカレジ領事事

務所長から来賓挨拶をいただき、余興では千歳鹿児島県人会の皆様による餅つきを行い、アンカレジ市訪問

団の皆様に体験していただきました。

アンカレジ市紹介DVD上映

餅つき体験

アンカレジ市訪問団紹介

祝　賀　会
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  札幌オリンピックミュージアム　スキージャンプ体験

　札幌市内を観光しました。北海道開拓の村、大倉山展望台、札幌オリンピック

ミュージアムなどを見学しました。９月５日
（木）

ランチビュッフェ

大倉山展望台

北海道開拓の村見学
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アンカレジ市長主催の返礼夕食会

　アンカレジ市長主催の返礼夕食会が行われ、姉妹都市提携40周年、45周年にアンカレジ市を訪問した市民

の皆様など関係者が招待され、アンカレジ市長及び千歳市長の挨拶、アンカレジ市議会のクリストファー・

コンスタンツ議員とフォレスト・ダンバー議員から「アンカレジ市議会　姉妹都市提携50周年決議案」が千

歳市議長へ手渡されました。

姉妹都市提携50周年決議案 アンカレジ名誉市民　故 真鍋辰夫ご息女夫妻
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昭和44年（1969年）４月
米田忠雄千歳市長、アンカレジ市を訪問し姉妹都市
提携盟約書に調印

昭和44年（1969年）７月
ジョージ・サリバンアンカレジ市長、「千歳市開基90
周年記念式典」に出席

　千歳市とアンカレジ市の姉妹都市交流は、友好親善使節団の派遣・受入、スポーツ交流、学校間交
流などにより、50年にわたる絆を深めてきました。

昭和44年 （1969年） 姉妹都市提携盟約書に調印　

昭和45年 （1970年） 千歳市長一行３名が「アンカレジ開基50周年記念式典」に出席

昭和46年 （1971年） アラスカ州貿易視察団一行12名が来千

昭和47年 （1972年） 道内各地を親善訪問中のアンカレジ市長夫妻が来千

昭和48年 （1973年） 千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団一行40名を派遣

昭和49年 （1974年） ライオンズクラブの交換留学生がそれぞれホームステイ滞在

昭和50年 （1975年） アンカレジ市の千歳訪問友好使節団一行７名が来千

昭和51年 （1976年） 千歳市の親善使節団一行17名が「アメリカ建国200年記念」に参加

昭和52年 （1977年） アラスカ州農業貿易使節団一行５名が来千

昭和53年 （1978年） 千歳ロータリークラブとアンカレジロータリークラブが姉妹クラブの提携

昭和54年 （1979年） 「千歳市開基100年・姉妹都市提携10周年記念行事」として、千歳市のアンカレ
ジ訪問千歳友好使節団一行153名がチャーター便でアンカレジ市を訪問
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姉妹都市交流のあゆみ
写真でみる交流のあゆみ
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昭和47年（1972年）10月

昭和50年（1975年）９月

道内各地を親善訪問中のジョージ・サリバンアンカ
レジ市長夫妻、千歳市を訪問

アンカレジ市の千歳訪問友好使節団一行７名が千歳
市を訪問

昭和48年（1973年）２月

昭和54年（1979年）９月

千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団一行 40 名
がアンカレジ市を訪問

千歳市開基100年・姉妹都市提携10周年記念事業」
として、千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団一
行153名がチャーター便「開基100年千歳号」でア
ンカレジ市を訪問
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昭和55年（1980年）５月

昭和63年（1988年）７月

ジョージ・サリバン市長、アーニー・マイケル姉妹
都市委員長一行26名が千歳市を訪問

 「千歳市市制施行30周年記念」として、  トム・フィンク
アンカレジ市長一行７名が千歳市を訪問

昭和62年（1987年）８月

昭和63年（1988年）７月

アンカレジ市の少年野球チーム一行19名が千歳市で
親善試合３試合を行い、ホームステイ滞在。また千
歳市立北栄小学校も訪問し、児童と交流

アンカレジ市長が「千歳・日航国際マラソン」のス
ターターを行うなど諸行事に参加

昭和55年 （1980年） アンカレジ市長一行26名が来千

昭和56年 （1981年） 「北海道・アラスカ少年交流キャンプ」に参加するため、アラスカの少年一行19名
が来千し、国設美笛キャンプ場で４日間交流

昭和57年 （1982年） 北海道とアラスカ州の経済交流を図るため来道したアラスカ州政府の友好施設団一
行14名が来千

昭和58年 （1983年） アンカレジ市の少年野球チーム一行20名が、千歳市で親善試合４試合を行い、ホー
ムステイ滞在

昭和59年 （1984年） 千歳市のスポーツ交流少年野球使節団一行27名が、アンカレジ市で親善試合４試合
を行い、ホームステイ滞在

昭和60年 （1985年） 元アンカレジ市長一行３名が来千

昭和61年 （1986年） アンカレジ市長一行６名が「千歳・日航国際マラソン」の諸行事等に参加

昭和62年 （1987年） アンカレジ市の少年野球チーム一行19名が、千歳市で親善試合３試合を行い、ホー
ムステイ滞在。千歳市立北栄小学校も訪問し、児童と交流

昭和63年 （1988年） 「千歳市市制施行30周年記念・新千歳空港オープン記念行事」として、 アンカレジ
訪問千歳友好使節団一行84名及びスポーツ交流使節団21名が、 アンカレジ市を訪
問。 スポーツ交流使節団は野球の親善試合４試合を行い、ホームステイ滞在

平成元年 （1989年） 千歳ライオンズクラブとアンカレジシニアセンターライオンズクラブが双生関係の
同意書を交わす

真鍋辰夫氏がアンカレジ市長からアンカレジ市民名誉市民の称号を受ける
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昭和63年（1988年）８月

昭和63年（1988年）８月

平成元年（1989年）８月

「千歳市市制施行30周年記念・新千歳空港オープ
ン記念事業」として、千歳市のアンカレジ訪問千歳
友好使節団一行84名がアンカレジ市を訪問

アンカレジ市を訪問中の梅沢健三千歳市長がアンカ
レジ市役所で共同声明書にサイン

ミス・アンカレジ、ミス・アラスカほか随行者１名
が「’89ちとせ空港まつり」に参加するため、千歳
市を訪問

昭和63年（1988年）８月

昭和63年（1988年）８月

平成元年（1989年）10月

「千歳市市制施行30周年記念・新千歳空港オープ
ン記念事業」として、千歳市のスポーツ交流使節団
21名がアンカレジ市を訪問。野球の親善試合４試
合を行い、ホームステイ滞在

北海道とアラスカ州のガールスカウトの相互交流
で、アンカレジ市のガールスカウト２名が千歳市を
訪問し、ガールスカウト北海道第31団（千歳市）
と交流（お茶体験）

アンカレジ市議会議員、姉妹都市委員長一行５名が
「千歳市開基110年記念式典、姉妹都市提携20周年
記念式典」に出席
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平成２年（1990年）８月
ミス・アンカレジ、ミス・アラスカほか随行者１名
が「’90ちとせ空港まつり」に参加するため、千歳
市を訪問 平成２年（1990年）８月

アンカレジ市の少年野球チーム一行19名が千歳市で
開催された「日・米・韓の３国親善少年野球大会」
に参加。親善試合４試合を行い、キャンプやホーム
ステイで滞在

平成  2年 （1990年） ミス・アンカレジ、ミス・アラスカほか随行１名が、「’90ちとせ空港まつり」に参加

平成  3年 （1991年） 千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団及びスポーツ交流使節団など一行104名がア
ンカレジ市を訪問

平成  4年 （1992年） 千歳小学校とアンカレジ市のサンドレイク小学校の児童の作品交換を中心とした交
流を開始

平成  5年 （1993年） アンカレジ市の少年野球チーム一行25名が、千歳市で親善試合４試合を行い、サン
ドレイク小学校の児童がいたことから、千歳小学校の児童とキャンプ等で交流

平成  6年 （1994年） 千歳国際交流協会の設立記念事業として、小学生姉妹都市派遣団一行24名がアンカ
レジ市を訪問し、サンドレイク小学校等と交流

平成  7年 （1995年） 「姉妹都市提携25周年記念・チトセアンカレジスレッドドッグレース1995」が千歳
市で開催

平成  8年 （1996年） サンドレイク小学校一行29名が来千

アンカレジ市在住の高校生２名が、千歳市で開催された「第３回サマープログラ
ム」に参加し、ホームステイ滞在

平成  9年 （1997年） 千歳小学校一行52名がサンドレイク小学校を訪問

アンカレジ市出身のララ・ウィルバーさんが、千歳市教育委員会のALTとして赴任
し、市内の中学校で英語を教える

平成10年 （1998年） サンドレイク小学校一行52名が、千歳小学校を訪問

アンカレジ市の少年野球チーム一行19名が、千歳市で親善試合３試合を行い、ホー
ムステイ滞在

平成11年 （1999年） アンカレジ市の千歳訪問友好使節団一行が、「千歳開庁120年・姉妹都市提携30周年
記念式典」に出席するため来千
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平成４年（1992年）７月

平成７年（1995年）１月

平成11年（1999年）10月

「新千歳空港ターミナルビルのオープニング」にア
ンカレジ市とアラスカ州から「シロクマのはく製」
の寄贈を受ける　※現在は、市役所市民ホールに展示

「姉妹都市提携25周年記念・チトセアンカレジス
レッドドッグレース1995」（主催：JDMA日本マッ
シャーズ協会120チーム参加）が千歳市で開催さ
れ、1999年まで実施

「千歳市開庁120年・姉妹都市提携30周年記念式
典」に出席するため、アンカレジ市の千歳訪問友好
使節団一行が千歳市を訪問

平成５年（1993年）８月

平成８年（1996年）１月

アンカレジ市の少年野球チーム一行25名が千歳市に
10日間滞在し、少年野球チームにサンドレイク小学
校の児童がいたことから、千歳小学校の児童とキャ
ンプ等で交流を深める

「チトセアンカレジスレッドドッグレース1996」
（主催：JDMA日本マッシャーズ協会、チトセアン
カレジメモリアル運営実行委員会）が千歳市で開催
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平成12年 （2000年） アンカレジ市長リック・マイストローム氏、退任あいさつのため来千

サンドレイク小学校一行59名が、千歳小学校を訪問

千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団一行28名がアンカレジ市を訪問

平成13年 （2001年） 千歳スケート少年団一行15名がアンカレジを訪問し、アラスカスピードスケーティ
ングクラブと交流し、地元大会に参加

平成14年 （2002年） 北海道ガールスカウト一行として、千歳市から女子高校生がアンカレジを訪問

平成15年 （2003年） 千歳小学校一行29名がサンドレイク小学校を訪問

平成16年 （2004年） 「第11回北方都市会議及び国際冬の見本市」に山口市長夫妻、横田秘書課長、佐久
間国際交流課長が参加

サンドレイク小学校一行55名が千歳小学校を訪問

平成17年 （2005年） 千歳小学校一行34名がサンドレイク小学校を訪問

平成18年 （2006年） サンドレイク小学校一行46名が千歳小学校を訪問

ミス・アンカレジのステファニー・ジェファーズさん、姉妹都市委員会 スゼッテ・
マッシュバーンさんが「2006スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」参加のため来訪

平成19年 （2007年） 「第13回世界冬の都市市長会議実務者会議」出席のため来道したアンカレジ市長室
長のデイビッド・ラミュザー氏と北方会議議長のディック・スタローン氏が、千歳
市を訪問

平成20年 （2008年） 「千歳市市制施行50周年記念式典」参加のため、アンカレジ市議会議長マット・ク
レーマン氏とアンカレジ市姉妹都市委員会委員長のスゼッテ･マッシュバーン氏、姉
妹都市委員のヨーヤン・ファー氏、小川芳邦氏の４名が来訪

平成21年 （2009年） 「姉妹都市提携40周年記念行事」として、千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団
一行36名がアンカレジ市を訪問

平成12年（2000年）７月

平成12年（2000年）６月

ミス・アンカレジと随行２名が「’00北海道スカイ
＆ビアフェスタちとせ」に参加のため、千歳市を訪
問

マイストローム アンカレジ市長と東川千歳市長の
対談
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平成14年（2002年）12月

平成15年（2003年）７月

ミス・アンカレジと随行１名が「’02北海道スカイ
＆ビアフェスタちとせ」に参加のため、千歳市を訪
問

サンドレイク小学校訪問の千歳小学校児童が市長を
表敬訪問

アンカレジガールスカウト一行12名が千歳市を訪
問し、千歳市のガールスカウトと交流

平成14年（2002年）７月

平成15年（2003年）７月

平成17年（2005年）７月平成16年（2004年）２月

ミス・アンカレジと随行１名が「’03北海道スカイ
＆ビアフェスタちとせ」に参加のため、千歳市を訪
問

ミス・アンカレジと随行１名が「’05北海道スカイ
＆ビアフェスタちとせ」に参加のため、千歳市を訪
問

「第11回北方都市会議」に山口市長が出席（アン
カレジ市）
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平成18年（2006年）６月

平成19年（2007年）７月

平成20年（2008年）１月

サンドレイク小学校一行が千歳市を訪問

ミス・アンカレジと随行１名が「’07スカイ・ビア
＆YOSAKOI祭」に参加のため、千歳市を訪問

千歳小学校一行がサンドレイク小学校を訪問

平成18年（2006年）７月

平成19年（2007年）７月

平成20年（2008年）９月

ミス・アンカレジと随行１名が「’06スカイ・ビア
＆YOSAKOI祭」に参加のため、千歳市を訪問

「第13回世界冬の都市市長会議実務者会議」出席
のため、アンカレジ市長とアンカレジ北方会議議長
２名が千歳市を訪問

「千歳市市制施行50周年記念式典」参加のため、
アンカレジ市議会議長、アンカレジ姉妹都市委員会
委員長一行４名が千歳市を訪問
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平成20年（2008年）９月

平成21年（2009年）７月

平成21年（2009年）７月

千歳市を訪問中のアンカレジ市議会議長一行が「千
歳市市制施行50周年記念夕食会」に参加

「J8アフターサミット」として「姉妹都市子どもサ
ミット」を開催

「姉妹都市提携40周年記念」について感謝状の贈
呈

平成21年（2009年）７月

平成21年（2009年）７月

平成21年（2009年）７月

「姉妹都市提携40周年記念行事」として千歳市の
アンカレジ訪問千歳友好使節団一行36名がアンカ
レジ市を訪問

「姉妹都市提携40周年記念」において「姉妹都市
提携確認書」に調印

「姉妹都市提携40周年記念」において千歳市教育
長とアンカレジ教育委員会の会合
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平成22年 （2010年） 「姉妹都市提携40周年記念訪問」で新たな学校間交流として合意したミアーズ中学
校一行17名が、市内の中学校を訪問

平成23年 （2011年） 千歳小学校一行24名がサンドレイク小学校を訪問

市内中学校一行12名がミアーズ中学校を訪問

平成24年 （2012年） サンドレイク小学校一行35名が千歳小学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’12スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成25年 （2013年） 市内中学校一行15名がミアーズ中学校を訪問

ミアーズ中学校一行20名が市内中学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’13スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成26年 （2014年） 千歳小学校一行22名がサンドレイク小学校を訪問

サンドレイク小学校一行35名が千歳小学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’14スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

「姉妹都市提携45周年記念行事」として、公式訪問団並びに市民訪問団一行30名
が、アンカレジ市を訪問

平成27年 （2015年） 市内中学校一行16名がミアーズ中学校を訪問

ミアーズ中学校一行29名が市内中学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’15スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成28年 （2016年） 千歳小学校一行15名がサンドレイク小学校を訪問

サンドレイク小学校一行45名が千歳小学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’16スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成29年 （2017年） 市内中学校一行24名がミアーズ中学校を訪問

ミアーズ中学校一行23名が市内中学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’17スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成30年 （2018年） 市内小学校一行39名がサンドレイク小学校を訪問

サンドレイク小学校一行28名が市内小学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’18スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

令和元年 （2019年） 「姉妹都市提携50周年記念行事」に参加するため、アンカレジ市長一行15名が千歳
市を訪問
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平成22年（2010年）３月

平成22年（2010年）７月

平成24年（2012年）６月

「姉妹都市提携40周年記念訪問」で新たな学校間
交流としてミアーズ中学校一行が市内中学校と交流

「姉妹都市提携40周年記念樹」の植樹セレモニー

サンドレイク小学校一行が千歳小学校と交流

平成22年（2010年）７月

平成24年（2012年）７月

ミス・アンカレジと随行１名が「’10スカイ・ビア
＆YOSAKOI祭」に参加のため、千歳市を訪問し、千
歳小学校の児童と交流

ミス・アンカレジと随行１名が「’12スカイ・ビア
＆YOSAKOI祭」に参加のため、千歳市を訪問
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平成25年（2013年）５月

平成27年（2015年）７月

平成30年（2018年）１月

ミアーズ中学校一行が市内中学校と交流

アラスカガールスカウトが来訪し、ガールスカウト
北海道第31団と交流

市内小学校一行がサンドレイク小学校を訪問

平成26年（2014年）８月

平成28年（2016年）６月

平成30年（2018年）６月

「姉妹都市提携45周年記念行事」として、公式訪
問団並びに市民訪問団一行30名が、アンカレジ市
を訪問

サンドレイク小学校一行が、千歳市長を表敬訪問

サンドレイク小学校一行が市内小学校と交流
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平成31年（2019年）１月

令和元年（2019年）９月

令和２年（2020年）１月

市内中学校一行がミアーズ中学校を訪問

アンカレジ市議会議員から『姉妹都市提携50周年
決議案』を千歳市議会へ

「姉妹都市提携50周年記念事業英語スピーチコン
テスト」の上位者３名がダイモンド高校を訪問

令和元年（2019年）９月

令和２年（2020年）１月

令和２年（2020年）１月

「姉妹都市提携50周年記念行事」に参加するた
め、アンカレジ市長一行15名が千歳市を訪問

千歳市議会議長から「姉妹都市アンカレジ市とのさ
らなる交流促進に関する決議」をアンカレジ市議会
へ

千歳アイヌ協会一行８名が、アンカレジ市長を表敬
訪問
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昭和43年（1968年）
４ 月 アンカレジ市議会、千歳市との姉妹都市提携を議決。

６ 月 千歳市議会、アンカレジ市との姉妹都市提携を議決。

11 月 千歳・アンカレジ友好協会、第15回千歳市民文化祭（市民会館）において、「第１回千歳・アンカ
レジ友好展」を開催。

12 月 千歳ロータリークラブ、アンカレジロータリークラブに千歳市の小学生の絵画を贈る。

昭和44年（1969年）
２ 月 アンカレジ市の弁護士、千歳市を訪問。

３ 月 アラスカ銀行頭取、千歳市を訪問。

４ 月 米田忠雄千歳市長、アンカレジ市を訪問し姉妹都市提携盟約書に調印。その際に、千歳市の小・
中学生の絵画を50点贈る。

７ 月 千歳・アンカレジ友好協会が正式に設立。

ジョージ・サリバンアンカレジ市長、「千歳市開基90周年記念式典」に出席。

11 月 来日中のアラスカ州産業経済貿易視察団（ブラムステッド団長、キース・H・ミラーアラスカ州
知事、ジョージ・サリバンアンカレジ市長）一行17名、千歳市訪問。

12 月 千歳市の牧師、アンカレジ市を訪問。

昭和45年（1970年）
９ 月 千歳・アンカレジ友好協会にアンカレジ市の児童の絵画が届き、市民会館に展示。

11 月 千歳・アンカレジ友好協会、「第３回千歳・アンカレジ友好展」を開催し、日本万国博覧会のアラ
スカ館に展示されていたパネルを公開。

米田忠雄千歳市長一行３名、「アンカレジ開基50周年記念式典」に出席。その際に、千歳市の小・
中学生の絵画を50点贈る。

昭和46年（1971年）
２ 月 札幌プレオリンピック男子滑降で３位に入賞したアメリカ代表のポール・クルーズ氏（アンカレ

ジ市出身）千歳市を訪問。

陸上自衛隊真駒内駐屯地に滞在中のアンカレジ市出身の米軍将校、千歳市を訪問。

８ 月 「第13回世界ジャンボリー」（静岡県）に参加するために来日したアンカレジ市の中学生、千歳
市を訪問。

アンカレジ市からの親善学生（女子学生）、千歳市に約７ヶ月間滞在。

11 月 アラスカ州貿易視察団（団長：ボブ・アンダーソンアンカレジ市商工会議所会頭）一行12名、千
歳市を訪問。
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昭和47年（1972年）
２ 月 アンカレジ市出身のオリンピック選手３選手の内、ジーン・モーガン氏が千歳市を訪問し、歓迎

式に出席。

10 月 道内各地を親善訪問中のジョージ・サリバンアンカレジ市長夫妻、千歳市を訪問。

昭和48年（1973年）
２ 月 千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団（団長：東峰元次千歳市助役）一行40名、 「毛皮まつ

り」（アンカレジ市）等に参加。

10 月 米田忠雄千歳市長、アンカレジ市を訪問。

11 月 ｢アラスカ会10周年記念行事｣（東京都）に出席するために来日したアラスカ州商業会議所理事、
千歳市を訪問。

児童の作品交換として、 アンカレジ市のリンダー・パーク小学校の２・３年生の作文12点が届く。

昭和49年（1974年）
２ 月 ライオンズクラブの交換留学生として、千歳市の男子高校生が６週間、アンカレジ市でホームス

テイ滞在。

千歳市の児童の作文８点をアンカレジ市のリンダー・パーク小学校に贈る。

７ 月 ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の男子高校生が３週間、千歳市でホームス
テイ滞在。

８ 月 千歳市内の英会話学院の生徒43名、英会話研修のためにアンカレジ市を訪問。

10 月 米田忠雄千歳市長、訪欧途中にアンカレジ市を訪問。

昭和50年（1975年）
７ 月 千歳市内の英会話学院の招待により、アンカレジ市の男子高校生が千歳市を訪問し３週間滞在。

９ 月 アンカレジ市の千歳訪問友好使節団（団長：アーニー・マイケルセンアンカレジ姉妹都市委員
長）一行７名が千歳市を訪問し、アメリカ姉妹都市協会からの表彰状を千歳市に手渡す。

昭和51年（1976年）
６ 月 「世界食料会議」（京都市）に出席するために来日したアラスカ州漁業審議会委員及び政府州議員

一行４名、千歳市を訪問。

７ 月 千歳市の親善使節団（団長：東峰元次千歳市長）一行17名、アメリカ建国200年記念・アンカレ
ジ市行事「千歳デー」に参加。

８ 月 アンカレジ市の優良勤労学生、千歳市を訪問。

11 月 来道中のアラスカ州商業会議所訪日貿易親善使節団（団長：ビル・スコット氏）一行11名、千歳
市を訪問。

12 月 アンカレジ市「アメリカ建国200年祭」を記念して制作された楽譜４種類20セットを千歳市に寄
贈。その後、千歳市内の学校に配布。
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昭和52年（1977年）
４ 月 千歳ロータリークラブ、アンカレジロータリークラブに千歳市の小学生の作品（絵画や写真な

ど）約60点を贈る。

10 月 アラスカ州農業貿易使節団（団長：W. I. ボブパーマー氏）一行５名、千歳市を訪問。

11 月 アンカレジロータリークラブの２名の日本人会員、千歳ロータリークラブを訪問。

12 月 千歳中学校吹奏楽部、「アメリカ建国200年祭」を記念して制作された楽譜に挑戦し、そのうち２
曲を演奏したテープやビデオテープ、書画、絵画、写真、手紙をアンカレジ市に贈る。

昭和53年（1978年）
５ 月 千歳中学校吹奏楽部が贈ったテープ等の返礼として、アンカレジ市から小学生の絵画約50点が千

歳市に贈られる。

千歳ロータリークラブとアンカレジロータリークラブが姉妹クラブの提携。

11 月 アラスカ州貿易経済使節団（団長：ハバード商務経済開発長官）一行３名、千歳市を訪問。

昭和54年（1979年）
１ 月 千歳・アンカレジ友好協会、彫刻家を「毛皮まつり」（アンカレジ市）に派遣し、造形樹氷展を開

催。

２ 月 千歳文化協会会員一行15名、「毛皮まつり（アンカレジ市）に参加。

アラスカ州アジア貿易使節一行、千歳市を訪問。

４ 月 アンカレジタイムス編集長、千歳市を訪問。

８ 月 アーニー・マイケルセンアンカレジ姉妹都市委員長等、「千歳市開基100年記念式典」に出席。

千歳市役所の正面玄関前に、姉妹都市の立て看板（木製）を設置。

９ 月 「千歳市開基100年・姉妹都市提携10周年記念行事」として、千歳市のアンカレジ訪問千歳友好
使節団（団長：大矢秀計千歳・アンカレジ友好協会会長）一行153名が、チャーター便「開基100
年千歳号」でアンカレジ市を訪問。

11 月 ジョージ・サリバンアンカレジ市長、アーニー・マイケルセン姉妹都市委員長ほか１名、千歳市
で開催された「姉妹都市提携10周年記念式典」に出席。

昭和55年（1980年）
５ 月 ジョージ・サリバンアンカレジ市長、アーニー・マイケルセン姉妹都市委員長一行26名、千歳市

を訪問。

昭和56年（1981年）
８ 月 「北海道・アラスカ少年交流キャンプ」（主催：北方圏少年野外活動交流実行委員会）に参加する

ため、アラスカの少年一行19名（子供13名、大人６名、全員アンカレジ市出身）が千歳市を訪問
し、国設美笛キャンプ場で４日間交流。
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昭和57年度（1982年）
１ 月 北海道とアラスカ州の経済交流を図るために来道したアラスカ州政府の友好使節団（団長：

チャールズ・ウエーバーアラスカ州政府商務経済開発局長官）一行14名、千歳市を訪問。

２ 月 「北方都市会議」 （札幌市）に出席するために来道したアーニー・マイケルセンアンカレジ姉妹
都市委員長、リック・マイストロム市議会議員一行４名、千歳市を訪問。

４ 月 アラスカ州立大学アンカレジ校の総長、千歳市を訪問。

５ 月 アラスカ州立大学アンカレジ校の教授一行、千歳市を訪問。

９  月 北方圏センター（札幌市）を視察するために来道したアラスカ天然ガス経済委員会議長一行３
名、千歳市を訪問。

昭和58年度（1983年）
１ 月 千歳ライオンズクラブの招きにより、岩見沢市の短期大学で英語講師を務めるアンカレジ市の女

子学生（大学生）が、千歳市を訪問。

３ 月 「千歳市民歩くスキーの会」一行、ノルウェーからの帰路、アンカレジ市を訪問。

８ 月 ガールスカウトアラスカ州シストナー支部98団の10名が千歳市を訪問し、ガールスカウト北海
道第31団（千歳市）の40名と交流。

アンカレジ市の少年野球チーム（団長：リック・マイストロムアンカレジ市議会議員）一行20
名（子供12名、大人８名）、千歳市で親善試合４試合を行い、ホームステイ滞在。

昭和59年（1984年）
４ 月 アーニー・マイケルセン前アンカレジ姉妹都市委員長一行３名、「市民文化センターオープン記

念式典」に出席するため、千歳市を訪問。

７ 月 千歳市のスポーツ交流少年野球使節団（団長：瀧澤榮八千歳・アンカレジ友好協会会長、名誉団
長：東峰元次千歳市長）一行27名（子供17名、大人10名）、アンカレジ市で親善試合４試合を行
い、ホームステイ滞在。

1 0  月 レオン・ウィンデラーアンカレジ姉妹都市委員長一行３名、千歳市を訪問。

1 1  月 アンカレジ市の小学生、千歳市の子供たちへ約440通手紙を送る。

1 2  月 千歳市の小・中学生430人、アンカレジ市の子供たちへ手紙を送る。

昭和60年（1984年）
４ 月 ジョージ・サリバン元アンカレジ市長一行３名、千歳市を訪問。

６ 月 アラスカ・パシフィック大学の観光・ホテル経営学科教授、観光ゼミナールの開催調査のため、
千歳市を訪問。

７  月 ライオンズクラブ交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生が千歳市でホームステイ滞在。

千歳市の高校生、北海道ガールスカウトの代表団の一員としてアンカレジ市を訪問。
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昭和61年（1986年）
２ 月 ナン・エリオットアンカレジ姉妹都市委員長、千歳市を訪問。

６  月 千歳市民２名、「メイヤーズ・マラソンレース」（アンカレジ市）に参加。

７ 月 トニー・ノールズアンカレジ市長一行６名、「千歳・日航国際マラソン」の諸行事等に参加。

昭和62年（1987年）
６ 月 ガールスカウト北海道第31団（千歳市）に所属する２名（高校生と大人）、北海道ガールスカウ

トの代表団の一員として、アラスカキャンプ大会に参加し、アンカレジ市も訪問。

千歳市民３名、「メイヤーズ・マラソンレース」（アンカレジ市）に参加。

７  月 トニー・ノールズアンカレジ市長一行10名、「千歳・日航国際マラソン」の諸行事等に参加。

アンカレジ市等で開かれた「夏休み少年少女オーロラスクール」（北方圏センター主催、千歳・
アンカレジ友好協会共催）に千歳市から１名参加。

８ 月 アンカレジ市の少年野球チーム一行19名（子供13名、大人６名）、千歳市で親善試合３試合を行
い、ホームステイ滞在。また、千歳市立北栄小学校も訪問し、児童と交流。

９ 月 「‘87北海道マラソン大会」（札幌市）に参加するために来道したアンカレジ市民３名、千歳市を
訪問。

11 月 東京都で開催される「第１回日米姉妹都市会議」（主催：国際親善都市連盟）に出席するために来
日したアーニー・マイケルセン元アンカレジ姉妹都市委員長夫妻、千歳市を訪問。

昭和63年（1988年）
４ 月 アンカレジロータリークラブ員一行４名、千歳ロータリークラブ記念式典に出席。

７ 月 トム・フィンクアンカレジ市長一行７名、「千歳・日航国際マラソン」の諸行事等に参加。

ライオンズクラブの交換留学生として、千歳市の女子高校生が６週間、アンカレジ市でホームス
テイ滞在。

ライオンズクラブ交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生が千歳市でホームステイ滞在。

８ 月 「千歳市市制施行30周年記念・新千歳空港オープン記念行事」 として、千歳市のアンカレジ訪問
千歳友好使節団（団長：梅沢健三千歳市長）一行84名及びスポーツ交流使節団21名（子供20名、
大人１名）、アンカレジ市を訪問。スポーツ交流使節団は野球の親善試合４試合を行い、ホーム

ステイ滞在。

北海道とアラスカ州のガールスカウトの相互交流で、アンカレジ市のガールスカウト２名が千歳
市を訪問し、ガールスカウト北海道第31団（千歳市）と交流。
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平成元年（1989年）
３ 月 千歳ライオンズクラブとアンカレジシニアセンターライオンズクラブが双生関係の同意書を交わ

す。

５ 月 姉妹都市提携20周年を記念し、市民文化センター（千歳市）において、アラスカ州立大学アンカ
レジ校音楽学科助教授によるピアノリサイタルを開催。

７ 月 ジョージ・サリバン元アンカレジ市長一行３名、「千歳・日航国際マラソン」行事に参加。

ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生が３週間、千歳市でホームス

テイ滞在。また、千歳北陽高校にも体験入学。

ライオンズクラブの交換留学生として、千歳市の女子高校生３名が６週間、アンカレジ市でホー
ムステイ滞在。

８ 月 ミス・アンカレジ（テレサ・ウールズィーさん）、準ミス・アンカレジ（バージニア・オルスン
さん）、ミス・アラスカ（クリスティン・マッカビンスさん）ほか随行者１名、「’89ちとせ空港
まつり」に参加。

10 月 クレイグ・キャンベルアンカレジ市議会議員、コレット・ラ・ローズ姉妹都市委員長、アー
ニー・マイケルセン元姉妹都市委員長一行５名、「千歳市開基110年記念式典、姉妹都市提携20周
年記念式典」に出席。

12 月 真鍋辰夫氏、トム・フィンクアンカレジ市長から、アンカレジ市名誉市民の称号を受ける。

平成２年（1990年）
３ 月 千歳市内のホテルに勤務する調理師２名、アンカレジ市で開催された「第１回交際氷河氷彫刻競

技会」に参加。

６ 月 千歳青年会議所、アラスカから600キログラムの氷河氷を取り寄せ、道央10都市の青年会議所で
構成する環道都圏会議が開催する「道央青年経済人会議‘90」に持ち込む。

７  月 ヘンリー・プラットアンカレジ市長特別補佐官一行４名、「千歳・日航国際マラソン」 の諸行事
等に参加。

ライオンズクラブの交換留学生として、千歳市の女子高校生２名が６週間、アンカレジ市でホー
ムステイ滞在。

ライオンズクラブと中央ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生２名
が２週間、千歳市でホームステイ滞在。

８  月 ガールスカウト北海道第31団（千歳市）に所属する高校生１名、北海道ガールスカウトの代表団
の一員として、アラスカキャンプに参加し、アンカレジ市も訪問。

アンカレジ市及びアンカレジ電信電話会社、千歳市に公衆電話ボックスを寄贈。

ミス・アンカレジ（トレシー・スミスさん）とミス・アラスカ（ホリー・アン・セイルさん）ほ
か随行１名、「’90ちとせ空港まつり」等に参加。

アンカレジ市の少年野球チーム一行19名（子供14名、大人５名）、千歳市で開催された「フレ
ンドシップリレー’90」（日・米・韓の３国親善少年野球大会）に参加。親善試合４試合を行い、
キャンプやホームステイで滞在。

12 月 ティム・ベニンテンディアンカレジ姉妹都市委員、日本の年末年始の風習を体験するため、ホー
ムステイ滞在。
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平成３年（1991年）
１ 月 千歳ロータリークラブ会長一行４名、ロータリークラブ記念式典に出席するため、アンカレジ市

を訪問。

２ 月 「北方都市会議」の予備会議（札幌市）に出席するために来日したヘンリー・プラットアンカレ
ジ市市長特別補佐官、千歳市を訪問。

５ 月 ウィリアム・C・ノールアラスカ州政府国際貿易開発局副局長、リーブ・アリューシャン航空㈱
の新千歳・アンカレジ間の定期便就航の件で、アンカレジ市長の手紙を千歳市に持参。

７ 月 ジョージ・サリバン元アンカレジ市長一行４名、「千歳・日航国際マラソン」の諸行事等に参
加。また、アンカレジ市からの招待選手２名が、同マラソン大会に参加。

ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生２名が２週間、千歳市でホー
ムステイ滞在し、千歳北陽高校にも体験入学。

千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団及びスポーツ交流使節団（団長：高野功千歳・アンカレ
ジ友好協会会長、公式訪問団、市民使節団、少年野球チーム、女子ソフトボールチームで編成）
一行、アンカレジ市を訪問。また、「フレンドシップリレー’91人づくりアクティブプログラムIN
アラスカ」（主催：千歳青年会議所）に中学生９名が参加し、ホームステイを行う。合計104名
がアンカレジ市を訪問。

アンカレジ市に、姉妹都市プラザが開設。

８  月 ミス・アンカレジ（レベッカ・ナイボアさん）とミス・アラスカ（べス・グスタフソンさん）ほ
か随行者１名、「’91ちとせ空港まつり」等に参加。

「東北・北海道地区ギャザリング」に参加するために来日したアンカレジ市のガールスカウト一
行７名が千歳市を訪問し、ガールスカウト北海道第31団（千歳市）と交流。

10 月 「第３回日米姉妹都市市長会議」 （仙台市）に出席するために来日したヘンリー・プラットアン
カレジ市市長特別補佐官とアーニー・マイケルセン元姉妹都市委員長一行４名、千歳市を訪問。

平成４年（1992年）
１ 月 千歳小学校とアンカレジ市のサンドレイク小学校の児童の作品交換を中心とした交流を開始。

３ 月 ヘンリー・プラットアンカレジ市市長特別補佐官、1994年にアンカレジ市で開催される「北方都
市市長会議」及び「ウインターシティーズ・ショーケース・アンカレジ’94」への参加要請のた
め、千歳市を訪問。

７  月 ヘンリー・プラットアンカレジ市市長特別補佐官一行、「新千歳空港ターミナルビルのオープン
セレモニー」 や「千歳・日航国際マラソン」の諸行事に参加。また、新友好碑（石碑）の除幕式
も開催。

ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生２名が２週間、千歳市でホー
ムステイ滞在。

ライオンズクラブの交換留学生として、千歳市の女子高校生２名が６週間、アンカレジ市でホー
ムステイ滞在。

８  月 ミス・アンカレジ（ケリー・バームガードナーさん）と随行者１名、「’92ちとせ空港まつり」等
に参加。

10 月 トム・フィンクアンカレジ市長一行７名が千歳市を訪問し、「ウインターシティーズ・アンカレ
ジ ’94 セミナー」で、アラスカ及びアンカレジ市を紹介。
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平成５年（1993年）
８ 月 アンカレジ市の少年野球チーム一行25名（少年14名、大人11名）、千歳市で親善試合４試合を行

い、ホームステイ滞在。

アンカレジ市の少年野球チーム一行25名（少年14名、大人11名）が千歳市に10日間滞在し、サン
ドレイク小学校の児童がいたことから、千歳小学校の児童とキャンプ等で交流を深める。

ミス・アンカレジ（ロリー・スイコゥさん）と随行者１名、「’93ちとせ空港まつり」等に参加。

中央ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生が３週間、千歳市でホー
ムステイ滞在。

12 月 アンカレジ市在住のピアニスト、千歳市で演奏。

平成６年（1994年）
２ 月 日米共同統合演習に参加するために来道した米軍第６軽歩兵師団長、東川孝千歳市長にアンカレ

ジ市長とフェアバンクス市長のメッセージを届ける。

３ 月 東川孝千歳市長一行４名、アンカレジ市で開催された「北方都市市長会議」 及び「国際冬の見本
市」等（ウインターシティズ’94）に出席。「国際冬の見本市」 には、千歳市及び市内で操業し
ている企業１社が展示ブースでＰＲ。

千歳国際交流協会の設立記念事業として、小学生姉妹都市派遣団一行24名（小学生20名、大人４
名）がアンカレジ市を訪問し、サンドレイク小学校等で交流。

６  月 サンドレイク小学校一行29名（児童20名、引率９名）が、千歳小学校を訪問。

７  月 ライオンズクラブと中央ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の高校生３名（男
子生徒２名、女子生徒１名）が２週間、千歳市でホームステイ滞在。

ライオンズクラブの交換留学生として、千歳市の女子高校生と千歳市出身の男子学生（大学生）
が６週間、アンカレジ市でホームステイ滞在。

８ 月 ミス・アンカレジ（パトリシア・マーローさん）と随行者１名、「’94ちとせ空港まつり」等に参
加。

９ 月 アンカアレジ姉妹都市委員会の千歳市担当委員、千歳市を訪問。

アンカレジ市、「千歳サケのふるさと館」にキングサーモンの剥製を贈る。

千歳市の姉妹都市提携25周年記念・アンカレジ訪問千歳友好使節団一行59名（団長：山口貞四郎
千歳・アンカレジ友好協会会長）、アンカレジ市を訪問。

ジャパンウィーク音楽祭に千歳出身の音楽家と札幌交響楽団のクラリネット奏者の２名が出演。

10 月 「文化人短期招へい計画」（主催：国際交流基金）で招待されたアンカレジ市の歴史芸術博物館
長、千歳市を訪問。
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平成７年（1995年）
１ 月 「姉妹都市提携25周年記念・チトセアンカレジスレッドドッグレース1995」（主催：ＪＤＭＡ日

本マッシャーズ協会、チトセアンカレジメモリアル運営実行委員会、120チーム参加）が千歳市
で開催され、1999年まで実施。

２ 月 「北方都市会議」の打合せのため来道したアンカレジ姉妹都市副委員長、千歳市を訪問。

７ 月 ライオンズクラブと中央ライオンズクラブの交換留学生として、千歳市の女子高校生２名が４週
間、アンカレジ市でホームステイ滞在。

ライオンズクラブと中央ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生２名
が６週間、千歳市と札幌市でホームステイ滞在。

千歳市の少年野球使節団（団長：真鍋辰夫千歳・アンカレジ友好協会副会長）一行19名（少年16
名、大人３名）、アンカレジ市で親善試合３試合を行い、ホームステイ滞在。

８ 月 ミス・アンカレジ（トリシア・パウエルさん）と随行者１名、「’95ちとせ空港まつり」等に参
加。

10 月 「アラスカの犬ぞりの神様」と呼ばれるジョージ・アトラ氏とアンカレジ市在住のノーム・ハヤ
シ氏、「犬ぞりシンポジウム in 千歳」（主催：チトセアンカレジメモリアル運営実行委員会）に
参加。

平成８年（1996年）
１ 月 「チトセアンカレジスレッドドッグレース1996」（主催：ＪＤＭＡ日本マッシャーズ協会、チト

セアンカレジメモリアル運営実行委員会）が千歳市で開催。

６ 月 サンドレイク小学校一行29名（児童21名、引率８名）が、千歳小学校を訪問。

７  月 ライオンズクラブと中央ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生２名
が６週間、千歳市でホームステイ滞在。

ライオンズクラブの交換留学生として、千歳市の女子高校生が６週間、アンカレジ市でホームス
テイ滞在。

８  月 アンカレジ市在住の高校生２名（男子生徒１名、女子生徒１名）、千歳市で開催された「第３回
サマープログラム」（主催：千歳国際高等教育村）に参加し、ホームステイ滞在。

９  月 ミス・アンカレジ（ドーン・ストゥベクさん）と随行者１名、「’96ちとせ空港まつり」に参加。

11 月 「オピニオンリーダー招へい事業」（主催：外務省）で来日したリック・マイストロムアンカレ
ジ市長、千歳市を訪問。また、千歳市の市立図書館の国際資料コーナーに、アンカレジの図書
と、ビデオテープを寄贈。

55



平成９年（1997年）
１ 月 千歳青葉幼稚園のスタッフ３名、スターブライト幼稚園を訪問。

「チトセアンカレジスレッドドッグレース1997」（主催：ＪＤＭＡ日本マッシャーズ協会、チト
セアンカレジメモリアル運営実行委員会）が千歳市で開催。

３  月 千歳小学校一行52名（児童44名、引率８名）がサンドレイク小学校を訪問。

７  月 ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の男子高校生が６週間、千歳市でホームス
テイ滞在。

ライオンズクラブと中央ライオンズクラブの交換留学生として、千歳市の女子高校生２名が６週
間、アンカレジ市でホームステイ滞在。

アンカレジ市出身のララ・ウィルバーさん、千歳市教育委員会のALT（外国語指導助手）として
赴任し、市内の中学校で英語を教える。

アンカレジガールスカウト一行13名が千歳市を訪問し、ガールスカウト北海道第31団（千歳市）
と交流。

８  月 アラスカ大学の女子学生１名（アンカレジ市在住）、千歳市で開催された「第４回サマープログ
ラム」（主催：千歳国際高等教育村）に参加。

ミス・アンカレジ（クリスタル・マリー・リードさん）と随行者１名、「’97北海道スカイ＆ビア
フェスタちとせ」に参加。

　　　　　

平成10年（1998年）
１ 月 「チトセアンカレジスレッドドッグレース1998」（主催：ＪＤＭＡ日本マッシャーズ協会、チト

セアンカレジメモリアル運営実行委員会）が千歳市で開催。

３ 月 「文化人短期招へいプログラム」（主催：国際交流基金）で来日したアラスカ大学アンカレジ校
総長、千歳市を訪問。

６  月 サンドレイク小学校一行52名（児童35名、引率17名）が、千歳小学校を訪問。

７  月 ミス・アンカレジ（カミール・タウナーさん）と随行者１名、「’98北海道スカイ＆ビアフェスタ
ちとせ」に参加。

ライオンズクラブの交換留学生として、アンカレジ市の女子高校生が 4 週間、千歳市と札幌市で
ホームステイ滞在。

８ 月 アンカレジ市の少年野球チーム一行19名（子供13名、大人６名）、千歳市で親善試合３試合を行
い、ホームステイ滞在。

平成11年（1999年）
１ 月 「チトセアンカレジスレッドドッグレース1999」（主催：ＪＤＭＡ日本マッシャーズ協会、チト

セアンカレジメモリアル運営実行委員会）が千歳市で開催。

７ 月 千歳小学校一行36名（児童21名、引率15名）がサンドレイク小学校を訪問。
ミス・アンカレジ（ジェシー・ヘンリーさん）と随行者１名、「’99北海道スカイ＆ビアフェスタ
ちとせ」に参加。

ガールスカウト北海道第31団の３名（中学生２名、大人１名）、北海道ガールスカウトの代表団
の一員として、アラスカキャンプに参加し、アンカレジ市も訪問。

10  月 アンカレジ市の千歳訪問友好使節団、千歳開庁120年・姉妹都市提携30周年記念式典に出席する
ために、千歳市を訪問。
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平成12年（2000年）
４ 月 アンカレジ市のワールドトレードセンター専務理事ロビン・ザーベルさんが北海道やサハリンと

のビジネス展開調査のため来道し、千歳市を訪問。

６ 月 サンドレイク小学校一行59名（児童39名、引率20名）が、千歳小学校を訪問。

アンカレジ市長リック・マイストローム氏、退任あいさつのため、千歳市を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（ユージニア・プレミスさん）と随行者２名、「’00北海道スカイ＆ビアフェス
タちとせ」に参加。

アンカレジガールスカウト９名が来千し、千歳のガールスカウトと交流。

アンカレジ訪問千歳友好使節団一行28名がアンカレジを訪問（団長：金会長（議長））

少年野球使節団19名がアンカレジにて３試合を実施。

平成13年（2001年）
１ 月 千歳スケート少年団一行15名（小学生９名、中学生２名、コーチ４名）がアンカレジを訪問しア

ラスカスピードスケーティングクラブと交流し、地元大会に参加。

７ 月 ミス・アンカレジ（ノエル・ウエストさん）と随行者１名、「’01北海道スカイ＆ビアフェスタち
とせ」に参加。

８  月 ＪＴＢによるアラスカへの直行便ツアー実施に伴い、太田収入役、大沼人づくり推進課長がアン
カレジ市を訪問。

９  月 北方都市会議開催キャンペーンのため、ジョージ・ワーチアンカレジ市長夫妻、ディック・スタ
ローン北方都市会議大会長、スザンヌ・アレキサンダー姉妹都市委員長一行が千歳市を訪問。

平成14年（2002年）
７ 月 ミス・アンカレジ（アリサ･マクレーンさん）と随行者１名、「’02北海道スカイ＆ビアフェスタち

とせ」に参加。

北海道ガールスカウトのアラスカ訪問団一行８名の一員として、千歳市から女子高校生の八重田
真由さんがアンカレジを訪問し、現地のガールスカウトと交流。

平成15年（2003年）
１ 月 千歳小学校一行29名（児童11名、卒業生10名、引率８名）がサンドレイク小学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（ティアルトレル・マコーミックさん）と随行者１名、「’03北海道スカイ＆ビ
アフェスタちとせ」に参加。

アンカレジガールスカウト一行12名（リーダー：アナ・ブラントンさん、バーバラ・アシュトン
さん、ガールスカウト10名）が来千し、千歳市のガールスカウトと交流。
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平成16年（2004年）
２ 月 「第11回北方都市会議及び国際冬の見本市」に山口市長夫妻、横田秘書課長、佐久間国際交流課

長（「国際冬の見本市」 担当）が参加。

６ 月 サンドレイク小学校一行55名（児童36名、引率19名）が、千歳小学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（レベッカ・へイズさん）と随行者１名、「’04北海道スカイ＆ビアフェスタち
とせ」に参加。

平成17年（2005年）
７ 月 ミス・アンカレジ（ステファニー・ウォンチャラさん）と随行者１名、「’05北海道スカイ＆ビア

フェスタちとせ」に参加。

８ 月 千歳小学校一行34名（児童18名、卒業生６名、引率10名）がサンドレイク小学校を訪問。

北海道ガールスカウト連盟一行（うち千歳から寒河江美沙さん、幡野友美さんの２名）がアンカ
レジを訪問、現地のガールスカウトと交流。

平成18年（2006年）
６ 月 サンドレイク小学校一行46名（児童32名、引率14名）が、千歳小学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（ステファニー・ジェファーズさん）と随行者１名、「’06スカイ・ビア＆
YOSAKOI祭」に参加。

アラスカガールスカウトシストナ支部のリーダー２名が来訪し、千歳市のガールスカウトと交
流。

平成19年（2007年）
７ 月 ミス・アンカレジ（ミッシェル･ウィルキンズさん）と随行者２名、「’07スカイ・ビア＆

YOSAKOI祭」に参加。

「第13回世界冬の都市市長会議実務者会議」出席のため来道したアンカレジ市長室長デイビッ
ド・ラミュザー氏とアンカレジ北方会議議長ディック・スタローン氏２名が千歳市を訪問。

平成20年（2008年）
１ 月 千歳小学校一行27名（児童16名、卒業生３名、引率８名）がサンドレイク小学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（エリザベス・ロックナーさん）と随行者１名、「’08スカイ・ビア＆YOSAKOI
祭」に参加。

北海道ガールスカウト連盟一行（うち千歳から滝野葉子さん、今井美三子さんの２名）がアンカ
レジを訪問し、現地のガールスカウトと交流。

９ 月 「千歳市市制施行50周年記念式典」参加のため、アンカレジ市議長マット・クレーマン氏とア
ンカレジ市姉妹都市委員会委員長のスゼッテ・マッシュバーン氏、姉妹都市委員のヨーヤン・
ファー氏、小川芳邦氏の４名が千歳市を訪問。
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平成21年（2009年）
６ 月 サンドレイク小学校一行42名（児童30名、引率12名）が、千歳小学校を訪問。

アラスカ大学アンカレジ校原田宏子教授が千歳市を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（ジェシカ・チャックランさん）と随行者１名、「’09スカイ・ビア＆YOSAKOI
祭」に参加。

「姉妹都市提携40周年記念行事」として、千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団（団長：山口
幸太郎千歳市長）一行36名が、アンカレジ市を訪問。
　・40周年記念式において姉妹都市提携確認書を締結
　・J８アフターサミットとして、「姉妹都市子どもサミット」を開催
　・ミアーズ中学校との新たな学校間交流プログラムに合意

８ 月 アラスカガールスカウトシストナ支部のリーダー４名が来訪し、千歳のガールスカウトと交流。

平成22年（2010年）
３ 月 「姉妹都市提携40周年記念訪問」で新たな学校間交流として合意したミアーズ中学校一行17名

（生徒12名、引率５名）が、市内の中学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（アビー・ハンコックさん）と随行者１名、「‘10スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」
に参加。

平成23年（2011年）
１ 月 千歳小学校一行24名（児童10名、卒業生７名、引率７名）がサンドレイク小学校を訪問。

市内中学校一行12名（生徒９名、引率３名）がミアーズ中学校を訪問。

７ 月 ガールスカウト北海道第31団４名（中学生３名、大人１名）北海道ガールスカウトの代表団の一
員として、アラスカキャンプに参加し、アンカレジ市も訪問。

平成24年（2012年）
６ 月 サンドレイク小学校一行35名（児童22名、引率13名）が、千歳小学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（ジュリア・マーストールさん）と随行者１名、「‘12スカイ・ビア＆YOSAKOI
祭」に参加。

アンカレジガールスカウト一行10名が千歳市を訪問し、ガールスカウト北海道第31団（千歳市）
と交流。

平成25年（2013年）
１ 月 市内中学校一行15名（生徒12名、引率３名）がミアーズ中学校を訪問。

６ 月 ミアーズ中学校一行20名（生徒15名、引率５名）が、市内の中学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（サラ・バンケアさん）と随行者１名、「‘13スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参
加。
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平成26年（2014年）
１ 月 千歳小学校一行22名（児童13名、卒業生３名、引率６名）がサンドレイク小学校を訪問。

６  月 サンドレイク小学校一行35名（児童21名、引率14名）が、千歳小学校を訪問。

７  月 ミス・アンカレジ（ヴェロニカ・テンプルさん）と随行者１名、「‘14スカイ・ビア＆YOSAKOI
祭」に参加。

ガールスカウト北海道第31団（中学生３名、大人１名）北海道ガールスカウトの代表団の一員と
して、アラスカキャンプに参加し、アンカレジ市も訪問。

８ 月 「姉妹都市提携45周年記念行事」として、公式訪問団並びに市民訪問団（団長：山口幸太郎千歳
市長）一行30名が、アンカレジ市を訪問。
　・青少年交流として「第２回姉妹都市ユースサミット」を開催
　・大学生交流として千歳科学技術大学YOSAKOIソーランチームを派遣

平成27年（2015年）
１ 月 市内中学校一行16名（生徒12名、引率４名）がミアーズ中学校を訪問。

５ 月 ミアーズ中学校一行29名（生徒23名、引率６名）が、市内の中学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（リリアン・クレイトンさん）と随行者１名、「‘15スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」
に参加。

アラスカガールスカウト10名が千歳市を訪問し、 ガールスカウト北海道第31団（千歳市）と交流。

平成28年（2016年）
１ 月 千歳小学校一行15名（児童10名、引率５名）がサンドレイク小学校を訪問。

６ 月 サンドレイク小学校一行45名（児童29名、引率16名）が、千歳小学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（マリース・ウィリアムさん）と随行者１名、「‘16スカイ・ビア＆YOSAKOI
祭」に参加。

平成29年（2017年）
１ 月 市内中学校一行24名（生徒20名、引率４名）がミアーズ中学校を訪問。

５ 月 ミアーズ中学校一行23名（生徒20名、引率３名）が、市内の中学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（アンジェリーナ・クラップリッチさん）と随行者１名、「‘17スカイ・ビア＆
YOSAKOI祭」に参加。

平成30年（2018年）
１ 月 市内小学校一行39名（児童32名、引率７名）がサンドレイク小学校を訪問。（千歳小学校単独の

交流から市内の全小学校との交流となる）

５ 月 サンドレイク小学校一行28名（児童17名、引率11名）が、市内の小学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（アンナリーザ・クレスさん）と随行者１名、「‘18スカイ・ビア＆YOSAKOI
祭」に参加。

8 月 アラスカガールスカウト一行８名が千歳市を訪問しガールスカウト北海道第31団（千歳市）と交流。
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令和元年（2019年）
１ 月 市内中学校一行24名（生徒20名、引率４名）がミアーズ中学校を訪問。

５ 月 ミアーズ中学校一行22名（生徒18名、引率４名）が、市内の中学校を訪問。

７ 月 ミス・アンカレジ（マイレ・ジョンストンさん）と随行者１名、「‘19スカイ・ビア＆YOSAKOI
祭」に参加。

９ 月 イーサン・バーコウィッツアンカレジ市長一行15名が、千歳市で開催された「千歳・アンカレジ
市姉妹都市提携50周年記念式典及び祝賀会」など各種行事に参加。

令和２年（2020年）
１ 月 市内小学校一行24名（児童18名、引率６名）がサンドレイク小学校を訪問。

千歳・アンカレジ市姉妹都市提携50周年記念事業として英語スピーチコンテストを行い、上位者
３名をダイモンド高校へ派遣。

千歳アイヌ文化国際交流事業として、千歳アイヌ協会一行８名が、アンカレジ市を訪問し、アラ
スカ先住民族と交流を深めた。
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　千歳・アンカレジ市姉妹都市提携50周年を迎え、この記念誌を発行する運びとなりました。

　半世紀の長きにわたり、姉妹都市交流が途絶えることなく継続しているのは、文化交流、ス

ポーツ交流、学校間交流等、市民の皆様のご尽力の賜であり、この間、両市の交流に携わった

すべての皆様に心から感謝申し上げます。

　これからも、一歩一歩お互いに友好を深め、両市の交流が永遠に続きますことを心から願っ

ております。

　この記念誌発行に当たりご協力いただいた皆様に、心からお礼申し上げます。

あ と が き
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