
倶知安町町民海外研修事業報告書 

氏名：西田 信 

１ 事業に参加した感想・学んだこと 

平成２６年度 「姉妹都市 サンモリッツ公式訪問」に参加して 

６月３０日（月）倶知安町から新千歳空港経て韓国の仁川（インチョン）空港

着。入国手続き後ホテル、その後焼き肉やで夕食  

 ６月３０日に役場前に集合をして緊張の中、結団式を終えてバスで千歳空港

に向かいました。バスが出発して間もなく、この旅行について何の下調べも無

しで参加をした私の処に座席の後の方から、これから向かう国名や地名等を事

細かに記入した手書きの地図が回覧されてきました。これを作られた方は誰な

のか知らないままでしたが、かなりの時間を費やしただろうと感心いたしまし

た。 

  慣れた「美笛峠」を通り、慣れない千歳国際線乗り場に降りました。大きな

トランクを押して空港内に入ると平日なのにすごい人でいっぱいでした。 

  報告文に入る前に一言申しあげます。 

 この度、サンモリッツとの姉妹都市５０周年記念式典に町民の一人として参

加をさせて頂いたこと。 

 また、倶知安町から行動を共にした沢山の方々とサンモリッツ市で祝杯を挙

げる事が出来ましたことに感動を覚え、本当に嬉しく思いました。 

 大ざっぱな旅行日記になりますが勘弁して下さい。 

 ７月１日（火） セントラルパ－ク、松島国際都市、ケッポルタワ－等視察 

 １５：１０ 仁川空港出発 ２０：００チュウリッヒ着ホテルへ 

 韓国で一泊をしてインチョン空港から夕方、スイスのチュ－リッヒ空港に着

きました。 空港から地下道を歩いて着く程の近いホテルでした。ホテルの部

屋に荷物を置き、すぐにバ－カウンタ－でビ－ルで乾杯。冷たいビ－ルの味は

格別でした。この日は疲れて早寝。 

 ７月２日（水）雨降りのチュウリッヒ市内観光 昼食後サンモリッツへ２０

４キロ 

 夕方着後 歓迎・ウエルカムドリンク（プラザ－・モ－リチウスで） 

 翌日のチュ－リッヒ市内は雨降りで、２時間ほどの市内観光は傘をさしての

観光となりました。永い歴史を感じる建物が連なり、それらをつなぐ道路は見

事な石畳が敷かれていました。けして大きな幅ではありませんでした。 

 また、階段が至る所にあり、その壁にはガイドさんが仰るには有名な事が書
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かれているらしい。そのような石碑や彫刻を見ながら寺院の中を見学をしまし

た。寺院の中から見るステンドグラスは外からの明るさで見事な色彩で、古い

けれど際立って美しくみえました。 

 それらを後にもう少し歩くと市内を二分する大きな川に出会いましたが水量

の多さに圧倒されました。その両岸に並ぶ建造物は古い物とわかっても一コマ

一コマが川とのコントラスがよくて「絵画」の様に美しく見えました。 

 また、建造物の小さな窓やベランダをスイス特有の「ゼラニュウム」の赤い

大きな花が至るところに飾られ、見事な景色にさらにアクセントをつけていま

した。 

 観光客が通る商店街の道筋の建物には白十字に赤のスイス国旗が沢山飾られ

ていてスイスを旅していることを実感しました。自由な散策の時間となり町の

中を歩き回って見ました。やはり、チョコレ－トが人気があるようでした。 

 お昼になり、ガイドさんお勧めのレストランを教えられていたので行ってみ

ると全員が集合しての昼食となりました。その店は人気店らしくすごく混んで

いて待たされました。 大きな固いパンとコ－ンス－プや米の粉を伸ばしてち

ぎったせんべい風な団子に小さい肉片の入ったシチュウのような食事で味は塩

が効いていました。その分、ビ－ルを沢山飲むことになりました。  

  昼食後にはチュ－リッヒからサンモリッツに向け２０４キロのバスの旅とな

りました。 途中、トイレタイムで寄った所は「有料のトイレ」で、隣にはレ

ストランや売店もあり、トイレでコインを入れるとレシ－トが出てきて、それ

で買い物ができました。オレンジが一コもらえました。 

 再び､高速でサンモリッツに向かいました。 

  チュ－リッヒからバスでサンモリッツの山に向かう高速道路は快適な走りで

アルプス風な景色は見られませんでしたが、一般道路に降りてサンモリッツの

山に向かうとバスは大きな渓谷の間を走り、深い谷底で氷河の溶けた水が流れ

ていました。 

 それから間もなく、目の前の緑の山が連なる上に雪を抱いた山々が見えてき

ました。疲れてはいたけれどあまりの景色に目が奪われて眠ることが出来ませ

んでした。 

 夕方前にホテルノルダに着き、１９時サンモリッツ・歓迎ウエルカムドリン

クに向かうためにバスで出かけました。 

 会場ではブラスバンドの演奏と市民と観光客（日本人含む）から国旗を振っ

て歓迎をして頂きました。まずはワインのグラスを受け取って飲み、そして、

アルプスホルンの演奏などが演奏され、集まっている人々で乾杯をしました。

その後倶知安町長とサンモリッツ市長の挨拶がありました。 

 ２０時に場所を移しての夕食会があり､議員、議長など沢山のサンモリッツの
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方々から歓迎を受けました。白夜で時間帯が本当にわかりませんでした。 

  ７月３日（木）グレバス校、セガンティ－ニ美術館、発電所、ピッツ・ネイ

ル 

 翌日は雲も晴れ、夢にまで見たアルプスの景色を見ることができました。た

だこの時間になる前の朝の５時半にホテルの近くを２０分位散歩をしたら手が

冷たくなりました。 

  朝食後、グレバス校を訪問しましたが、本当に景色のきれいな場所に学校が

建っていて子供たちが羨ましく思いました。校舎内に入りまして校長先生から

カリキュラム等について熱心に説明を受け､授業なども見学させて頂きました。 

  その子供たちが、民族衣装を身につけ楽器を鳴らして歌で歓迎をしてくれま

した。 

  この後は､セガンティ－ニ美術館の見学と発電所を見て回りました。美術館で

は入館者に作品を説明するレシ－バ－が貸し出され、作品番号を押して耳に当

てると日本語で作品についての説明が聞けたのには驚きました。このレシ－バ

－による説明は倶知安の小河原美術館でもできるという話で盛り上がりまし

た。 

 場所を移動して発電所を見学して説明を受けました。 

  １１時３０分にチャンタレ－ラに移動して登山電車とケイブルカ－でピッツ

ネイルに向かいました。この山では「スキ－ワ－ルドカップ」のスタ－ト地点

がケ－ブルカ－の途中駅にあり、倶知安町の私たちだけが特別に下車をさせて

頂きました。降り場は金網状で下を見たら足がすくみました。さらにスタ－ト

地点はかなり上で、なるべく下を見ないようにして急な階段を登りました。よ

うやくスタ－ト地点にたどり着きましたら斜度が６０度もあり驚きました。景

色もよくて感激もしましたが正直に怖かったです。 

 そして、途中駅から雪がある山頂まで再びケ－ブルカ－で移動をして昼食を

食べました。 周りには４千ｍの山々が連なり壮大な景色に胸も腹もいっぱい

になりました。下界ではおかわりをするビ－ルが標高が高いせいであまり飲め

ませんでした。 

 昼食をとりながらワ－ルドカップ等の説明がありました。そして記念品も全

員に配られました。昼食の後も山頂駅から見えるすばらしい景色に感動をして

何度もカメラに納めました。この景色を見たくてスイスに来たんだと思うくら

いの景色でした。 

  この後、ホテルノルダに戻り、夕方にはムオッタス・ムラグルに移動して昼

間とは違う登山列車で山頂にあるレストランで夕食をとりました。 

 山頂駅のレストランからは下界にサンモリッツ市が見え、周囲の景色が昼間

に見た景色と違うアルプスを見せていました。
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 食事の合間に荒野洋子さんがパフォ－マンスで大きな紙に書道で文字を書

き、アスプリオン市長はじめ沢山の方から賞賛の拍手を頂いて､夕食会が最高潮

に達しました。 

 この時の「書」が翌日の５つ星レストランでの「５０周年姉妹都市記念式典」

の際にホテルで大々的に飾られサンモリッツ市の方々にご披露される事になり

ました。 

 ７月４日（金）スイスの古民家集落と深い渓谷と土産買い、５０周年記念式

典 

 翌日の午後、その「５０周年姉妹都市記念式典」が行われる５つ星レストラ

ンに行くために、ホテルノルダのロビ－では倶知安町の一行が一張羅に着替え

て待っていると迎えのバスではなく、サンモリッツ市のサプライズで２頭引き

の馬車が玄関先に３台来ました。外は雨で馬追いの人も雨カッパと帽子で身を

守っていました。結構な雨降りで馬車の屋根には急遽取りつけたブル－シ－ト

が掛けられていました。３台と言うことは１台に９人が乗ることになり、分乗

をしてスタ－ト。屋根のブル－シ－トの隙間から雨が入るので傘で風雨をしの

いでの行進となり、丘の上の５つ星レストランまで長い道のりでした。 

 ホテル前にはアスプリオン市長はじめ沢山のサンモリッツの方々が小旗を手

にして満面の笑顔で出迎えて頂き、中に入ると早速ワインが配られ沢山の方々

と挨拶を交わしました。 

 そして倶知安町長とアスプリオン市長の同時通訳での挨拶があり､場が一段

と盛り上がり､民族衣装の方々による歌や踊りが沢山披露されました。 

 その後で倶知安町民有志が町長を先頭にじゃが音頭を会場いっぱいに踊り、

倶知安に来た事のあるサンモリッツの方々も後ろについて一緒に踊っていまし

た。食事も大変においしく頂きながら、サンモリッツの方々とも記念写真を撮

りました。 

 さらに驚いたのはこの式典にサンモリッツの方は同伴者を伴って出席されて

いたことです。私たちを心から歓迎をされていることを実感しました。 

  ７月５日（土）ダボスへ出発 ヨ－デル見学 テ－シュ駅からツエルマット 

 翌日は早朝にもかかわらずサンモリッツを離れる私たちのバスを囲み、ホテ

ルノルダまで見送りに来て頂きました。お一人ずつと固く握手をしてお礼を申

し上げたつもりでした。 バスが出発して見えなくなるまで手を振って頂きま

した。サンモリッツでお世話になった皆さんに心から感謝を申し上げたいと思

います。 

  サンモリッツからダボスへ向かう峠の頂上での休憩時間では、標高が高く道

端や周りの山に残雪があり、風もひんやりとして涼しく、７月初めの羊蹄山の

山頂の空気を思い出しました。 
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  峠を下り、ダボスに入ると「２０１４ ヨ－デルフェステバル」の横幕が道

路を跨ぎ、ポスタ－なども張られていました。３年に１度開かれる大会に人口

１万５千人の町がこの時期には１０万人の人が集まるそうです。大きな会場は

駅の前で道路も車や人でいっぱいで交通整理の人の大きな声が聞こえていまし

た。どこの会場も人であふれていましたが、何とか、生でヨ－デルを３組だけ

聞きました。すばらしい歌声と声量に圧倒されました。時間が足りないのが大

変残念でした。 

 昼食後にそこからテ－シュ駅に向けて、峠のヘアピンカ－ブの登り下りを繰

り返してバスで走りました。駅に着き、長時間乗っていたバスとお別れをしま

した。 

 そして、シャトルトレ－ンにてツエルマットに着きました。サンモリッツか

らダボスそして目的地のツエルマットまで約６時間の長旅でした。 

 夕方にツエルマットのホテルに着いてすぐ、カメラを持って「マッタ－ホル

ン」が美しく見える有名な川の橋に向かっていました。その日は頂上に少し雲

がかかっていたけれど夢中でアングルを変えて写真を撮りました。白夜ですが

長旅の疲れで早寝をしました。 

  ７月６日（日）ツエルマット滞在 ゴルナ－グラ－ド鉄道で標高３０８９ｍ 

 翌日はホテルのベランダから「マッタ－ホルン」が見え､晴れているのを確認

して昨日の橋まで早朝の町を１５分位歩いて行きました。 

 すでに各国からの観光客の方々がカメラで写真を撮っていました。着いたと

きも頂上は晴れていて朝日が眩しく照らし、はっきりと見えていたので夢中で

シャッタ－を押しました。 

 この日は朝食後に「マッタ－ホルン」により近い所に行くため「ゴルナ－グ

ラ－ド鉄道」で標高３０８９ｍの終点駅に降り、「マッタ－ホルン」を眺望す

ることになっていました。 

  いよいよ、登山電車で頂上へ向かう途中の景色もすごくきれいで、眼下に見

える渓谷の緑の絨毯に点在する集落の眺めもすばらしい。途中駅には降りずに

頂上駅に到着しました。 

 「マッタ－ホルン」が目の前に聳えている。そして鱗状になっているおおき

な氷河が幾つかの筋のようになって眼下に見えました。 

 あまりの景色に、標高が高いので酸欠にならないようにと注意されていた事

とを忘れて走り出しそうになる位の絶景でした。 

 この景色を前に夢中で写真を撮るのに、昔だったらフイルムを何本くらい持

ってきたのだろうと考えていました。 

   午後は「スイス・リゾ－ト地まちつくりセミナ－」がホテルで行われ貴重

な話を聞くことができました。終了後は自由散策で市内を観光したり買い物を
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楽しみました。 

 ７月７日（月）シャトルトレ－ンでテ－シュ駅 夕方首都ベルン観光 チュ

ウリッヒ 

 マッタ－ホルンのあるツエルマットを離れる前に再度マッタ－ホルンの写真

撮影をしながら市内で買い物をしました。その後シャトルトレ－ンにてテ－シ

ュ駅、そして首都のベルンに向かい市内観光をしました。雨が降る前にはバラ

公園や熊公園を見学して、高台よりの市内の景色を堪能しました。大きな雨が

降ってきましたが「時計塔」や大聖堂などを見て回りました。 

 そして、時計塔の近くでは形が違う電車が走り、その美しさは周りの景色に

合っていて見栄えがしていました。交通量や建物の建立密度と人混みをみると

やはり首都なんだと思いました。 

 バスに戻るとき熊公園の前の並木が倶知安町のパ－クゴルフ場に植えられて

いる木で「プラタナス」だとわかりました。大きさはベルンの並木の方が大木

でした。  

  遅い時間にチュ－リッヒのホテルに着いて、いよいよ帰る日が近づいたので

トランクの中身を整理をして早寝をしました。 

  ７月８日（火）チュウリッヒからパリ経由で仁川空港そして千歳空港 

 ８日（火）はチュ－リッヒからパリのドバイ空港で乗り換え、インチョン空

港まで機内で一泊をして夕食と朝食を食べました。チュウリッヒから最終地の

千歳空港までとの間に七時間の時差があり寝たような気がしませんでした。千

歳空港の上空では早く降りたくなり、無事に千歳空港に到着して安堵の気持ち

でいっぱいになりました。 

 出国手続きの時はパスポ－トを肌身離さずと思っていたけど､帰りになった

らバックの中で乱雑に扱われていました。 

 このパスポ－トを使う日が近いうちにありますようにと願っています。 

  最後に､倶知安町長、議長、観光課長、観光係長、一般参加者の皆さん、添乗

員の植原英嗣さんに心からのお礼を申し上げます。そして参加者が無事に事故

なく帰国できたことに感謝したいと思います。本当に有り難うございました。 

 

 

２ 今後の抱負・意見など 

 

 サンモリッツ市の方々の私たちに対する誠実な接待や歓迎の在り方に深い感

銘を受けました。この事を今後に向けてどの様にお返しをしていくか考えてい

るところです。 

 九千キロ近く離れている互いの大先輩の方々が５０年の歳月をかけて築きあ
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げたすばらしい財産だと思います。今後は大きな交流事業は１０年単位で行い、

その間は学生の交流等を活発に、今ある倶知安町とサンモリッツ市の「絆」を

もっと太くして行ってほしいと思います。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：高橋 多美枝

１ 事業に参加した感想・学んだこと

海外研修で学んだ事

 サンモリッツ倶知安姉妹都市提携５０周年の年に訪問する機会を与えていた

だき感謝致しております。初の海外旅行、元気に帰ってこられることを願い同

行させていただきました。

 一番の驚きは、サンモリッツでのレセプション。市に到着と同時に市をあげ

ての歓待。ブラスバンドにあわせて小さな子どもさん達も交えて雨の中、小旗

ふりふり、沢山の方々に出迎えていただき胸にあつい物を感じ感激いたしまし

た。迫力あるアルプホルンで歓待。先日の倶知安訪問団でお顔を覚えた市長さ

ん。どこでお会いしてもにこやかにお声をかけて下さり、心暖まる機会をいた

だきました。市長さん直々にいただきましたスイス国旗入りのマグカップ、良

い思い出に大切にしたいと思っております。３日間に渡る心暖まるレセプショ

ンの立派なおまねきに、今後どのように応えていけば良いかと思いめぐらして

おりました。

 サンモリッツに到着するまでに、トイレ休憩で立ち寄ったマルシェで有料ト

イレを利用しました。１フランを入金するとトイレ使用できまし。その際に、

マルシェを利用できる券が発行され、マルシェにあるオレンジ、すももなどの

果物をレジで交換してくれる券なのです。良心的な施設であると感じました。

 ホテル等で使用するトイレ。どこでも水洗で衛生的できれいでした。足の短

い私どもには座る高さが少し高く、足が浮くような所もありました。流す為の

ボタンは、平面上の物で、最初はどこを押すのかわからなくオロオロしたもの

ですが、大体どこでも同じ形体で位置も決まっており、覚えれば安心して使わ

せてもらいました。

 ちょっと変わったトイレは、首都ベルンのローズガーデンで出合いました。

公園内にある公衆トイレなのですが、（写真あり）用をすませると自然に便座が

もどり水が流れるのです。サッサと用をすませて下さいと言わんばかりでした。 
 ツェルマット滞在時、スイスリゾート地の町づくりセミナーを受講した折、

五家族の話をうかがいました。今に到るまで先祖入植時の考えを代々受けつが

れて町づくりをなさっております。良い環境づくりを、との思いが受けつがれ

ているのでしょう。二酸化炭素、汚染等ない様にする為に、電気自動車を使用

し、ガソリン車を町に入れることをせずに町を汚染から守っています。どこの
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家々もお花いっぱいで、きれいな町づくりでした。 
 私達も、町に入る１つ前の駅、テーシュ駅でバスを降り、電車に乗り換えて

ツェルマットに入りました。観光用と思いますが、馬車が使われています。こ

の様に町を愛す人々の気持ちが伝わってきます。 
 又、この町から見えた朝日にあたるマッターホルン。オレンジ色に染まった

山。刻々と変化していく山を、ホテルのベランダから眺め、本当にすばらしい

スイスを感じることができました。 
 スイスにいる愛大、お米を口にした機会は少なからずありましたが、日本の

ごはんとは違い、あまりおいしいとは感じられませんでした。お米は、イタリ

アから入ってくるそうです。パサパサした感じで、おすしなぞいただくのは無

理なごはんでした。 
 サンモリッツで会食した際にお聞きした、日本食でおいしかったのは？との

問いに、わさびのきいたおすしとうかがいました。いつか、スイスにも回転寿

し屋ができるかも知れませんが、いかがでしょう。おすしは、日本に来て食べ

ていただくのが一番良いのかも知れません。 
 最後に、この機会を与えて下さった皆々様に感謝いたします。 
 倶知安町町長さん、本当におやさしい声をかけて下さり、ありがとうござい

ました。 
 
 
２ 今後の抱負・意見など 
 
 ついた途端氷河の帽子をかぶった山々が連なり、雪解け水が作る急峻な川の

流れに目を奪われた驚きは忘れられない。滞在中施設を見て（学校、発電所、

美術館、ホテル）街並みなどとても素晴らしく倶知安とは比べることはできな

いくらいでした。 
 唯、同じようなところは、冬の雪なのであろうと推測しております。 
 世界に誇るサンモリッツを町民にことあるごとに伝えていきたい。人類共通

のタカラモノ地球を大切に思い、次の世代に語り継ぎたい。 
 倶知安町に来られる海外の方々に日本の文化に触れる機会を作ってあげられ

るよう希望します。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書 

氏名：小野 幸子 

 

１ 事業に参加した感想・学んだこと 

 

 ６月３０日晴天の中、福島町長を団長に２３名が千歳国際空港から一路２０

０１年に完成された仁川国際空港経て１５時間のフライトでした。チューリッ

ヒ空港からバスで休憩を含め３時間３０分スイスのサンモリッツを目指す。ス

イスは日本の九州と同じくらいの大きさです。しかし物価の高いのには驚きま

した。 ペットボトル５００㎜ℓが２フラン(１フランがその日のレートによっ

て異なるが１２０円くらい)２４０円でレストランではコップ一杯４フランで

す。 

 夕方サンモリッツに到着６時３０分アスプリオン市長を先頭に沢山の議員

の方々と吹奏楽とアルプホルンの演奏で出迎えて下さいました。その後夕食会

、次の日はグレパス小学校訪問生徒たちは民族衣装に身を包みカウベルの演奏

後サンモリッツの教育について学びました。セガティーニ美術館や発電所の見

学をしました。湖に覆われたサンモリッツは釣りやヨットが出来る自然湖を利

用して昨年から水力発電に着手、湖の下にトンネルを掘り循環型装置で屋内プ

ールや現在はホテル、教会に利用し今後は住宅や市の建物にも交渉中と事でし

た。 

 少しでも CO2 を減らすように水力発電７０％火力発電３０％を目指してい

るということでした。次の日ビッツネイルに登り２０１７年ワールドカップ開

催される場所を見学全員が１８６段の階段を登り切ったときは感激しました。 

 姉妹都市５０周年記念行事は市長のはからいで２頭立ての馬車でお迎えに

来ていただき、バルドッツ・パレスという５つ星のレストランでは６時から７

時まではウエルカムドリンク、鈴木議長が豪雪うどん１００食分持参しそれを

茹でて皆さんに食べていただこうと言う企画、最初の日に茹でるために栄養士

を連れてきましたと紹介されメニューにもＮ00ｄｌｅ ｓｏｕｐ Ａｓｉａ

ｎ ｓｔｙｌｅと入っているためしないわけにはいかず、通訳の方と共に厨房

に入り麺のゆであがりをチェックからはじめました。サンモリッツは１９００

ｍから２０００ｍの高地で羊蹄山の頂上くらいに町があり、茹でてみると普通

７分でゆであがるところ１３分から１４分かかった 

厨房には、スタッフは６０人そのうち調理長他５名が、快くお手伝いしてくれ

、茹であがる間に厨房を案内してくださいました。 

HACCP（ハサップ・危害分析重要管理点）を取り入れたホテルで日本では今給

食センター等に導入されていますが、スケールの大きさに驚きました。 

暖かいものは暖かいうちに提供したいと言う  

希望をスタッフ全員が受け入れて下さり、うどんの容器に暖かいスープを注ぎ

ながら箸で一個一個かき混ぜているうちに、５つ星のシェフにもう少したして

下さいとか言っている自分はとても気持ちが良かったです。提供後市長が各テ

ーブルを回って紹介してくださいました。皆さん喜んで汁まで２杯も飲みほし

た方も居てとてもうれしく思いました。その後じゃが音頭を皆さんで踊りとて

も盛況でした。このような貴重な体験をさせてくださった鈴木議長に感謝申し

上げます。まずは全員無事で１０日間過ごせたことにバンザーイ。 
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２ 今後の抱負・意見など 

 

①サンモリッツは人口６０００人位と聞いていましたが、街に入ると我が倶知

安町と変わらないくらい大きな街に見えるのは、街全体が花等で飾られ建物が

統一され、とても美しい街並みでした。倶知安町の駅前にしても歯抜けで美し

さに欠け、もう一度来たいという魅力がないと思います。住んでいる私たちは

羊蹄山の雄大さと四季折々の様子に魅了しますが、ちょっと来た人たちにまた

来たいと思える街づくりをめざしたいと思います。 

 

②おもてなしの工夫、相手に驚きを与えるおもてなしにはびっくりしました。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書 
氏名：荒野 洋子 

 
１ 事業に参加した感想・学んだこと 
 
旅で学ぶ（後半日程） 
 
 永世中立国として、永い間、戦争に加わっていない平和国家スイス。  第２

次世界大戦では、勝った国も、負けた国も、巻き込まれた国も、みんな莫大な

損害があって、人民はその家庭や地域において嘆き悲しんだのに。 
 地球上は未だに地域紛争が絶えず、子どもやお年寄り、女性達の泣いている

顔が私たちの目の前にあるのに。 
 日本も、もと来た道に逆戻りではないかと心配されている昨今。 スイスの

皆さんはどう思っているのだろうと、お会いしたい気持ち一杯を抱えて旅に参

加させて頂きました。 
 ７月４日、サンモリッツ３日目。昨夜の交流会は、サンモリッツ市長ご夫妻

を始めとする各界の代表の方々、特に女性が多く参加され、心温まるおもてな

しを頂き、夜が更けるまで気分が高揚し、ホテルに着くとすぐ色紙に向かった

のですが、筆が進まず７枚で止めてしまい、翌早朝からその続きを書き始めま

した。 
 アルプスの雄大さ、それに似合う高山植物、昔ある先生からお聞きした「富

士山には月見草がよく似合う」という言葉を思い出し、「アルプスには竜胆も小

ざくらも……」と色紙を書きながら思い、山とか湖とか花とかこちらの印象を

書き、小さな雅印をその余白の空間を壊さないように押しました。 
 幸い鈴木さん他有志の方々が応援して下さり、５０枚出来上がりました。こ

れを今夜の交流会でどういう形でお渡しできるのか、朝からそわそわどきどき

する。 
 温泉とプールが一体化したスポーツと保養の大基地が明日オープンするとい

う前日、私たちは参観させて頂いた。大きなガラス張りの建物、明るく清潔に

見えるプールは、子ども用から競技用まで、各種整備され、その後の休憩室等

は、広々としたレストランから温度差いろいろで６室あるサウナ、ゆりかごの

ベッドと至れり尽くせりの設備群、こんなのが作れる余裕・力に感服する。我

が町に持って帰れたらと卑しいことまで考えてしまう。 
「この設備は、市民はもちろん、諸外国からのお客さんにも充分に喜んで使っ

て頂きたくて造りました」との説明。もし、再度来られたらこの設備の活用状

況をとまで思ってしまう。赤い絨毯が全館の廊下に敷かれ、その上を私たちは
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ポリの靴カバーをつけて歩いたが、明日からは、子どもも、若者も、お年寄り

もみんな裸足で元気に歩き、利用されることが目に見えるようでした。 
 記念館の除幕式に招待されて、 
 室内楽のコンサートが始まった中、私たちは前列の椅子に座らせて頂きまし

たが、これからどんな除幕式が始まるのか、室内の壁は古いところと新しく改

装されたところとがあり、中央の天井は明かり取りのガラスが張られていて、

先刻のプールとはかなり違う雰囲気。ここには、サンモリッツ市長さんの姿は

見えない。市の幹部らしい方の司会で、まず、この館の改築に携わった方々が、

ご自分の担当したところに対する計画や思いや仕様についてご報告があり。こ

の館が本日完成しましたと言ったようなお話しをお聞きする。その後、福島町

長がご祝辞を述べられて、式は終わり。 
 其の後、内覧となった。説明の中に「改築が始まったら、土台の下から今あ

る建物より、かなり古い時代の建物の遺物が出てきたので、貴重な歴史的文化

財なので特別に展示室を造り展示しています」とのこと。このようにして歴史

や文化財を大切にしている姿勢を学びました。 
 ５０周年姉妹都市記念式典はバルドッツ・パレスにて    
 夕方から雨になってきました。その中をホテルに２頭立ての馬車が３台お迎

えに来て下さり、私たちは驚くやら、感謝するやら。サンモリッツ市の石畳の

坂道を馬はパッカパッカと進みます。タイムスリップした童話の世界に入った

よう。でも雨が強くなり、ドレスアップした私たちには残念ながら少々寒さが

応える。 
「お天気だったら、どんなに素敵でしょうね。」と誰かがつぶやく。 こうして、

由緒ありそうな特別格のホテルに着く、ここでも歓迎の市民の方々が出迎えて

下さった。 
 室内では、立食による飲み物がさっそく配られ、まずサンモリッツ市長の式

辞。答えて福島町長の答礼のご挨拶と続き、暫し歓談の時間。語学のだめな私

はサンモリッツの人に話したくても、ただうろうろするのみ。やがて、別室で

夕食の会とのことで移動。廊下から室内へ続くところに昨夜の交流会で一気に

したためた「サンモリッツ市と倶知安町の姉妹都市５０周年記念。２０１４年

７月 倶知安町訪問団一同」がパネルに二枚展示して下さっていて、そのお心

配りに有り難いと感謝するが、なんとも恥ずかしい。円卓に１２，３人が座り、

サンモリッツの方と隣り合わせになっているので、何としても交流したいと思

うが、なかなか言葉が見つからず。恥ずかしい思いをする。お隣は昨日参観さ

せて頂いたエネルギー会社の社長さん、ニコニコしていて下さる。会社の更な

る成長をしてくださいという気持ちを伝えたいのを色紙に書いた「エネルギー

の成功を」で代弁させる。 
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 美味しいお料理とにこやかな皆さんに囲まれ、至福の一ときを充分に味わい

感謝の気持ちを色紙に託して沢山の皆様に差し上げる。 
 ５０年もの間、姉妹都市として互いに交流を重ねてこられたのは、両国とも

平和であったからこそと考えると、地球上の国々がみんなこんな関係になって

欲しいと切に願う夜となりました。 
 ７月５日 昨夜遅くまで私たちを歓待して下さったのに、早朝ホテルまで市

長さん始め関係者の方々がお見送りにいらして下さり、「又お会いしましょう」

と最後の握手をして、バスから見えなくなるまで、別れを惜しんで下さった。

サンモリッツの皆さん、本当に有り難う御座いました。皆さんから頂いたご親

切、沢山の想い出、生活の知恵を大切にしてこれからの毎日に少しずつ生かし

て行きますの気持ちを込めて手を振り、サンモリッツの山々・湖・ホテル群を

始めとするすべての風景をそっと懐にしまいました。 
 ダヴォスでのヨーデルフェストでは、大ホールのＡ室で、１時間半ゆっくり、

一人の歌い手さんの舞台あり、５名のグループ、３０名のグループといろいろ

だが本場のヨーデルを聴かせて頂く。その歌声はここに記すことは出来ないが、

澄んでいてアルプスの山々のもとで聴いたらどんなに素敵だろうとお聴きする。

民族衣装もそれぞれグループ毎に工夫されていて楽しい。ダヴォスの街中がヨ

ーデル一色に染まっているようで、１週間ずっとのフェストとのこと、スイス

各地から集まって来て楽しんでいるという大掛かりなものらしい。バッジを帽

子に百個以上もつけている人に交じって、私たちも、入場券代わりのバッジを

早速胸に着ける。 
 これから いよいよ感激のマッターホルンへと旅は順調に進みましたが、も

う書いている時間がなくなりましたので、一旦ここで筆を擱きます。 
 永年憧れていたスイス・サンモリッツ市のすべてと、倶知安町の今回の計画、

そして旅のメンバーの方々に幾重にも感謝申し上げます。 「有り難う御座い

ました。」 
 
 
２ 今後の抱負・意見など 
 
 スイスの印象は、山又山どこまでも連なる山、残雪の模様も面白い。もうす

っかり緑に変わった山もあり、それに絹糸のような滝，滔々と流れている滝、

又、湖も碧空や周りの樹林を映して紺碧色から乳白青までと続く。どの部分を

切り取っても雄大で神秘的で完全な絵画の一枚一枚になる。“美しい”“素晴ら

しい”と叫びたい気持ち。風光明媚の最上級と思う。しかし、それだけだろう

か、自然の創った美に加えて、人間の長い間の叡智や努力の積み重ねによる美
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も兼ね備えていると思う。

 まず道路、石畳が多いが１０数㎝の四角形に切り出した自然石が果てしなく

並んでいる。その道路の横も石垣等によって、きちんと区切られ、今を盛りの

草花が、旅人の慰めになっている。ゴミ一つ無い、不用な物は何一つ無いとい

ったところ。

 又、坂や崖を上手に利用した住宅や商店やホテルなどもそつなく美しく無駄

なく建てられ、下水問題はお聞きする暇もなかったが、こまかいところまでの

心配りとそれに伴う予算もあると思う。国も市も観光立国として何百年もの間

積み重ねてきた結果と思う。 

 当町が、すぐこれに追いつけるとは思わないが、人間として心豊かに暮らし

ている様を、外からのお客様に対するおもてなしに出来るよう、町民の一人と

してこれからも努力していきたいと思います。
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倶知安町町民海外研修事業報告書 

氏名：佐藤 英俊 

 

１ 事業に参加した感想・学んだこと 

 

2000 年に実施されたサンモリッツ公式訪問にも参加させていただき、その際

にはスイス国内、ドイツ各都市などを巡って研修を行い、ドイツ フライブル

グではゴミ処理とリサイクル先進都市としての取組みが最も印象に残った研修

でした。今般はスイス国内、サンモリッツ、ツェルマット、そしてチューリッ

ヒに宿泊し、観光立国スイスの著名なリゾートとスイス経済の中心都市で多く

のことを学ぶことができました。 

 

 今回の研修では移動手段として専用バスを利用しましたが、過去数回訪問し

ているスイスでの移動手段は全て鉄道だっただけに、大変新鮮な移動となりま

した。鉄道と比較しても高速道路利用では移動時間も大差ないと思いましたが、

さすがにサンモリッツからダボスそしてツェルマットまでの移動の際利用した

フルカ峠は、正直なところ二度と通りたくないと思う道路でしたが、あの道路

を切り開いたスイスの先人たちには心底敬意を表したいと思いました。 

 

 サンモリッツにおいて用意していただいたプログラムの中では、訪問した学

校での説明が印象深いものでした。時間に制限があり質問が出来なかったのが

残念ですが、子供たちの個性などを非常に大切にして夫々の希望を選択して次

の段階に進むシステムは、成績一辺倒教育に成りがちな我が国の教育とは一線

を画していると感じました。 

 

 施設見学の中では３日目に訪れたクア施設の素晴らしさがサンモリッツに新

たな魅力を加えたと思います。 

 

 今回の訪問でサンモリッツ側から受けた歓迎、友好の印と感じたのは、クア

施設見学後に、サンモリッツ住民の投票結果で修繕、修復したとても古い施設

のお披露目の式典において、私たち訪問団の席を一番前に用意してくださって

いたことに感動しました。 

 

 サンモリッツの方々が倶知安という姉妹都市を如何に大切にしてくださって

いるかという証と思えました。と、同時に昭和３年の秩父宮殿下がニセコであ

わや遭難のニュースを報じる際、小樽新聞(現 北海道新聞)の記者が極東のサ
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ンモリッツと報じなければ恐らくは、東洋のサンモリッツと呼ばれることもな

く、高橋町長が突然サンモリッツを訪れることもなかったと思います。そのよ

うな意味からも、極東のサンモリッツと表現された記者を追跡することは困難

であっても、姉妹都市締結の「仲人」でもある、北海道新聞社に対し、５０周

年メモリイヤーの今年、感謝の意を表すること程度は行っても良いのではない

のかと思った次第です。 

 

 サンモリッツ訪問後にダボスで開催されている連邦ヨーデル大会を見学しま

したが、「情報」の大切さを改めて学びました。２時間程度の見学ということで

会場に入りましたが、会場(A~D)が分かれており、狭い会場では先に入場してい

た観客が退室しないと次の入替えができない点などが入場後に分かり、実質見

学できた時間は３０分程度でした。情報は提供する側の立場からの発信ではな

く、受け手側からも求める必要を痛感しました。特に観光産業、サービス業に

おいての情報不足は大きなマイナスポイントになるだけに注意したいものです。 

 

 ツェルマット二日目午後のセミナーは大変有益なものになったと思います。

スイスの観光に関連した多くの取組み、システムを学ぶことができました。風

光明媚な景勝地だけでは世界中からのお客様を誘致できるはずがないのは当然

のことで、そこには並々ならぬ覚悟と常に前進する時代、時代の住民の強い意

志を感じました。 

 

 

２ 今後の抱負・意見など 

 

 スイスは誰もが認める世界有数の観光国です。それは資源、そして主な産業

をもたない小国がその地で生き抜くための手段と言っても決して過言ではない

と思います。何百年の歳月をかけて整備した国土、そして著名リゾート地にお

ける高品質のサービスとその施設や設備など、外貨獲得のためスイス国民が導

き出した一つの答えが観光産業だったと思います。 

 

 原油は精製技術がなければ、なんの役にも立たない単なる臭い油です。精製

技術をもって初めて石油、ガソリンなどに変わります。当町と周辺エリアの観

光資源をこの原油に例えれば、精製技術はその資源の活用、周知など如何に多

くのツーリストに訪問していただけるかと言うソフトに係ることだと思ってい

ます。 
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 観光産業は平和産業とも言われます。当町がこれから真に世界からのツーリ

ストを迎え各国からのお客様同士が交流の場を我が町で持つことで、大きな観

点で言えば国際平和の一助にもなることです。私自身、ご縁いただき倶知安町

で観光産業に係り、そしてこれからも係る仕事を持つことから今回の研修を今

後の仕事に活かしたいと思っています。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書 

氏名：滝口 直寿 

 

１ 事業に参加した感想・学んだこと 

 

 ６月下旬から７月上旬、約１０日間ほどに渡り、スイス連邦サンモリッツ市

と倶知安町の５０周年の記念行事とマウンテンリゾートを視察するため、チュ

ーリッヒやツェルマット、ベルン等、スイスを代表する観光地も視察してきま

した。 

 まず、サンモリッツへ行って一番最初に感じたのは、景色や気候、町並みが

「綺麗」普段から羊蹄山やニセコ連邦を見ている私も綺麗と感じられるのです

から他の国々から来る人はもっと強く感じるのではないかと思う。３０００mを

超える山脈と氷河が流れているエメラルドグリーンの湖のコントラストは他の

リゾートでは真似のできない特権だと思いました。また、記念行事や式典では、

２０１７年開催でまだ非公開のスキーワールドカップ大会スタート地点を特別

に見せて頂いたり、新しい発電システム（湖の水を利用し、熱交換システムに

よる再生可能エネルギー）を利用したスパ施設を次の日のオープン前に見学さ

せて頂いたり、式典前の移動は馬車でお出迎え頂いたりと素晴らしいおもてな

しでした。 

 サンモリッツでは、大きな建築物の建築（発電所・スパ施設・学校等）を建

設するときはまず議会で協議し内容が決まったら住民に提案し、住民投票を行

うという。このシステムであれば議会の決定に大きな反論も出にくくなると思

う。そしてサンモリッツと言えば世界一のスキーリゾートと言われているが、

スキースクールの規模も大きくインストラクターも３５０人程いて入校者も１

２月だけで６万５千人、シーズンで２４万人もの入校者数があるという。また、

目の不自由な障害者のレッスンまであるらしい。ニセコエリアでも今後は、課

題となるだろう。それと、サンモリッツでは、施設の破損や地域の問題をスマ

ートフォンで撮影、送信し、行政機関に報告するというリゾート用アプリを使

っているという。これは、非常に効率がいいと思った。例えば、ゴミステーシ

ョンが壊れているとかの小さな問題であれば、わざわざ役所の人達が見に来て

調べる等の手間が減り、住人がアプリをダウンロードして、写真を撮って送信

して行政に報告すればいいだけのことである。このシステムは是非取り入れて

頂きたいと思った。 

 今回の視察を通じて感じたのは、スイス自体、物価が非常に高い。（平均時給

約３千円平均月給約６０万円）家賃も４人家族で約２５万円と日本に比べると

倍以上だ。そして、今回行ったどこの街並みも綺麗で高級感があった。建物自
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体は古いものが多いがそれを上手に見せているのがわかった。倶知安も今後は、

更に多くの外国人観光客や将来新幹線が開通すれば日本国内の観光客も増加す

るだろう。今回学んだことを活かし今後の東洋のサンモリッツと言われる倶知

安町の観光資料にして頂きたい。 

２ 今後の抱負・意見など 

 商店街としては、今以上に外国人観光客が、飲食や買物をして頂けるよう、

行政や山田地区の方々と連携により、より多く足を運んで頂けるように意見を

出していきたい。 

 また、倶知安町は、観光スポット（道の駅のような人のたまる場所）が少な

いので、今後そのような場所も考えて欲しい。 

 ニセコエリアは海外の観光地よりも電波環境がいいと思うので、wifi の電波

等をもっと色々な場所で拾えるようにした方が良いと思う。 

25



26



倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：寺田 久美子

１ 事業に参加した感想・学んだこと

この度は姉妹都市サンモリッツの50周年記念の年に研修旅行に参加させて頂

き、誠に光栄に嬉しく思いました。参加させて頂き改めて 50 年間と云う歴史の

重さを感じてまいりました。

 初日、小雨の降りしきる中、アスプリオン市長はじめルミナティ副市長、ス

テヒャーマネージャー、アニタ局長、市民の方々が小旗を振って音楽隊で迎え

て頂き歓迎レセプションをやって頂きました。

 翌日は学校訪問、此処では民族衣装を着た生徒が歌を披露して歓迎して頂き

ました。サンモリッツの学校制度、各学年の勉強の取り組み、才能を生かせる

様に対応するシステム等を学びました。学校から眼下に見えるサンモリッツ湖

の素晴らしい景色にも感動して参りました。セガンティーニ美術館でもまた素

敵な作品を鑑賞できました。サンモリッツ市の発電所見学もさせて頂き水力発

電が７割を占めているとの事でした。スイスで初めて電気がついたのがここサ

ンモリッツだと云う事も学びました。サンモリッツではどんな事業でも予算額

が多額の場合には市民選挙の可否で決定するとの事。住民が納得の上での事業

とは凄いです。ロープウェイに乗りピッツネイル山に登る。通常は止まらない

所に途中下車、日の丸の国旗が掲げてありました。こんな所にまで細やかなお

もてなしのサプライズで本当に驚きました。４年後に行われるワールドカップ

滑降競技のスタート地点まで 186 段の階段を全員で登り、その景色の凄さにワ

ンダフル！！帰りは足がガタガタしながら下りて来ました。観光協会、スキー

スクール等マーティンさんからセミナーを受け、世界最古のリゾート地のサン

モリッツの魅力あるお話を伺いました。世界的に有名になってまだ浅い倶知

安・ひらふスキー場もサンモリッツのリゾート地は目標とする場所なので、取

り入れられる事は是非実行して行きたいと強く思いました。この日の夕食もま

た登山電車で移動。景色の素晴らしい場所で３０００ｍ級の連山に夕陽の沈む

のを見ながら、心暖まるおもてなしを頂きました。ここでは荒野さんのお習字

の腕前も披露出来、サンモリッツの方々に喜んで頂き同行の者として嬉しく思

いました。翌日はオープニングセレモニーでオーケストラのパフォーマンスを

拝聴して除幕式、内覧会に参加させて頂き、ここでもまた暖かく迎えられまし

た。いよいよ夕方から 50 周年姉妹都市記念式典。宿泊先から会場のホテル迄の

迎えの為に用意して頂いた馬車！！には驚いてしまいました。あいにくの雨で

したが、その細やかな配慮！！ロマンティックさに感激しました！５ツ星ホテ
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ルのレストランで“豪雪うどん”を作ってくれて、メニュー表にも載せてくれ

ておりました。市民の心の広さ深さには本当に感謝の気持ちで一杯です。この

会場でも緊張の中、心を一つに和やかに過ごさせて頂きました。昨晩の荒野さ

んの書も飾ってありました。

 翌朝、早朝にもかかわらず市長様始めたくさんの関係者の方々が見送りに来

て下さいました。姉妹都市だからという事では無く、人と人との友情の輪が町

民と市民の大きな輪になり、これ程までに温かく 50 年の歴史の強い絆で結ばれ

ている事を感じずにはいられない訪問となりました。

 ツェルマットでも観光産業セミナーを日本語の上手なジュディさんが講義し

て下さった。この町は１９３０年から車を乗り入れないで馬と馬車だけで今ま

で続けている。空気がきれいで済みきっている、ゴミの分別処理もしっかりさ

れている為かカラスも居ない！ツェルマットの観光のモットーは誰でも小人か

ら若者・年寄まで楽しめること！！だそうだ。今では１４０のホテル、１４，

０００のベッド数、２００万人の宿泊客が集まる世界でも有数のアルペンリゾ

ート。ひらふ、ニセコも今では世界に知られるパウダースノーの地となってい

るが、ゴミの問題、楽しめる環境作りといろいろ課題は山積みの様な気がする

が、一つ一つ将来の為に国内外からのお客様を迎え入れられる町、ひらふにな

る様に努力して行かなければいけないと思いました。

 最後に今回のサンモリッツ訪問、スイス研修旅行の実施に携われた町長はじ

め役場職員の方々、九津見様のご苦労に心より感謝致します。たくさんの想い

出と共に無事に皆様笑顔で帰倶できた事も嬉しく思います。

 本当に有難うございました。

 お世話になりました。

２ 今後の抱負・意見など

 今回の研修で得た事、観光地の取り組み、観光客への配慮や流れ等を、少し

でも前向きに倶知安町・ひらふでも出来る事から取り入れて、訪れた国内外か

らのお客様から喜んでもらい、また行ってみたい所と思える様な町、施設にな

る様に努力したいと思います。

 また、今後この様な研修がある時には、是非、若い人達の参加を望みたいで

す!!未来ある人達に実際に行き体験して頂き、町づくりに役立てて欲しいと思い

ます。
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倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：名畑 ハル

１ 事業に参加した感想・学んだこと

 姉妹都市サンモリッツ公式訪問スイスリゾートのまちづくりに参加させてい

ただきました。 

 ６月３０日

 倶知安町役場前での結団式職員の方々に見送られまして元気に出発しました。

札幌から仁川まで３時間あまりの移動です。

 ７月１日

 仁川からチューリッヒまで１２時間５０分の飛行の旅です。時差もあり少し

とまどいました。

 ７月２日

 午後にはサンモリッツに着きました。そこには美しい森と湖ベルニナアルプ

スの名峰に囲まれたマウンテンリゾートまた周辺に点在する素朴な村や個性的

な谷、万年雪と氷河が広がるベルニナ山、神秘的な湖などがとても魅力的でし

た。その夜は町の中での歓迎の音楽隊とアルプスホルンの演奏をして下さいま

した。

 ７月３日

 学校の教育についてのお話をして下さいました。日本の教育とは違い、頭の

良い子は学校から学校にうつる事ができ小中学は一クラス１５人で、１３クラ

スあります。とてもよい授業内容だと思います。

 夜の食事はサンモリッツの近くにある山の上にロープウェイでホテルでの食

事です。サンモリッツの夜は１０時くらいまで昼間のように明るいです。

 ７月４日

 スイスの水力発電の見学、現在は湖のそばにある２２人の人が働いている２

つのダムがある自発の湖にトンネルを使い、地下に通している。

 新しく温水プールもオープン前日でしたが見ることができました。

 その日は最後の夕食で毎日出てくる白ワイン、赤ワインはとてもおいしかっ

たです。ただ残念なのはことばがつうじなかったのが心のこりでした。

 ７月５日

 サンモリッツを帰る朝、ホテルまで見送りに来てくださいまして本当にこの

度の訪問ではサンモリッツの皆様には大変お世話になりました。一生の思い出

になります。

 ７月６日
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 ツェルマットに行き登山電車でゴルナーグラードまで行きマッターホルンを

見て初めての体験です。次の日はマッターホルンに朝日があたったのが見れま

した。あとは、スイスの都市をまわりいろいろな体験をしてきました。

 ７月９日

 倶知安の役場前には職員の方の出迎えには大変びっくりしました。本当にあ

りがとうございます。そして町長さん・議長さんいろいろお世話になりました。

これからも倶知安町のために貢献していきたいと思います。

２ 今後の抱負・意見など

 倶知安町の観光のありかたですが、一人一人の意識の持ち方が大切ではない

でしょうか。

 観光客に大使、地域住民の皆さまもお持て成しをしている、という気持ちを

抱いていただきたい。そう意識することでお持て成しへの行動につながってい

くと思います。
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倶知安町町民海外研修事業報告書 

氏名：菅 幸子 

１ 事業に参加した感想・学んだこと 

平成２６年度倶知安町町民海外研修事業姉妹都市提携５０周年記念行事に参加

して 

 サンモリッツ当地からの観光事情・セミナーを聴講し業者の方から産業全体

について学ぶ事ができました。 

 標高が高く羊蹄山とほぼ同じ高さにあり、そこにはホテル等建設され今も大

きな建物が建築中である。流石リゾート地夏のレジャーとしてもハイキング、

マウンテンバイク等高低差を利用した建物や牧草地、放牧された牛、馬がたわ

むれていてのどかな感じを受けました。又、滞在中ご馳走になり沢山の「おも

てなし」を受け感激しております。 

 サンモリッツ湖の水を使用した水力発電所の説明を受け合理化・合理主義を

感じとりました。又現場視察配給管工事の苦労話等私には難しかったです。現

在は水力７０％火力３０％いずれ火力発電所は廃出したい願望の様でした。 

 姉妹都市提携５０周年記念行事本番です。皆さん揃ってフォーマルな服装に

身をつつみ大雨の中、馬車３台に乗り５つ星のホテルへ向かいました。すると

大勢の出迎えの中、会場のホテルに到着。立食パーティ、展示物と感動する事

ばかり。スイスの音楽、ダンス、日本の文化色紙、じゃが踊り、豪雪うどんと

１９時から２３時ころまで言葉は通じないが「食」と「ジェスチャー」「笑顔と

写真」で何とか細い絆が生まれたのではないでしょうか？！ 

 私の楽しみの一つ、マッターホルン登山電車でモンテローザ鉄道にて標高

3089mのマッターホルンを望む。ツェルマットに宿泊した朝、雲の動きがゆっく

り…ゆっくり…と姿をみせてくれたと同時に朝日が当り黄色に色づいてくる。

だんだんと黄色い面積が広がって…増々近くに感じる。嬉しい真っ青な青空４

辺の岩壁に朝日が鋭くとがった形が美しい山、マッターホルン感動的でした。 

 最後の観光ベルン、シャトルトレインでバスごと移動しスイスの首都ベルン

に到着。市内観光、公園等、旧市街地の上から見おろす風景、下から見上げる

景色はさまざま！屋根に特徴があるとの事でした。 

 ゴミ問題について少し確認したかったのですがサンモリッツに着いてみると

綺麗に整理整頓されゴミステーションの設置、その設備や収集の処理は機械的

に合理化されて市民の協力・理解が高いと感じました。 

 日本とスイスの１５０年、サンモリッツ市と姉妹都市提携５０周年に当る年
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に参加させていただき貴重な体験をさせていただき感謝致します。 

２ 今後の抱負・意見など 

 スイスはドイツ・フランス・イタリアに囲まれた小さな内陸国で、とても綺

麗な国でした。グランビュンデン州サンモリッツ市は人口５，０００人ちょっ

と、北緯４６度３０分。倶知安４２度５３分とほぼ変わらない気候・湿度が低

いため大変しのぎやすく感じました。 

 玄関窓べには花いっぱい（ゼラニューム）が飾られ、洗濯物がなく市民全員

が私達を歓迎してくれている様でした。是非倶知安町もなにげない「おもてな

し」の気持で観光客を迎える事が出来ると良いと思いました。駅前通りの所々

“かけた”様子は見てもらいたくないですね。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：岡本 紗季

１ 事業に参加した感想・学んだこと

 私にとってこの旅がはじめての海外ということもあってとまどったり、わか

らないことが山のようにありましたが、参加していた皆さんが気を遣ってくれ

たり助けてくださったおかげで、ケガなくまた倶知安町に戻ってくることがで

きました。ありがとうございました。そして倶知安町民として二つの国の二つ

の町の記念すべき年にこうして研修に参加できたことを誇りに思います。現地

の人々とも交流できて、私にとって貴重で価値のあるものになりました。この

旅のことを全て伝えるにはあまりにも長すぎると思うので印象に残った幾つか

を話しますね。

 まず、式典についてです。サンモリッツに着いた時、天気はあいにくの雨で

したが、現地の音楽隊による演奏は、どんよりとした空の色を忘れさせるほど

陽気なリズムでした。屋内にはいってアルプホルンの演奏を聞きました。私は

良い音だなあと思って聞いていました。そして、私にはしてみたいことがあっ

たのです。それは、倶知安では非常に言いづらかったことで、サンモリッツに

行ったら絶対に体験しようと思っていたことでした。私が何をしたかったかと

言うと、“アルプホルンを吹く”ということです。演奏をしていた人に声をかけ

るのは多少の勇気が必要でした。しかし私は、これを逃せば次はないと思った

ので思い切って声をかけることにしました。内容を伝えると了解してもらえた

ので楽器をお借りしました。私はその楽器を吹く事に自信がありました。なぜ

なら中学校三年間と高校で少しトロンボーンを吹いていたからです。マウスピ

ースを使い、唇を震わせながら息を入れるという仕組みは同じなので音は出せ

ると思いました。そして案の定音は出せました。それだけで式典に出席してい

た誰もがびっくりしていました。日本からやってきた女子高生がいきなりアル

プホルンを吹きだすのですから当然驚きますよね（笑）。少しのざわめきの後に

拍手がおこりました。私はとってもうれしかったです。その後にもいろいろな

方に話しかけられてうれしかったです。アルプホルンを吹いた感想は、あたた

かいかんじがするなと思いました。アルプホルンは楽器が木でできているので

独特のぬくもりを感じました。トロンボーンは金属なので不思議な感じでした。 
この楽器には音を変えるためのバルブやピストンが装備されていないので音程

をかえるのに腹筋力や肺活量が必要だと思いました。

 次に最終日の晩餐会についてです。晩餐会はサンモリッツで最も有名でハリ

ウッドスターなども御忍びで訪れるというホテルで行われました。ホテルの中
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はとても上品で自分なんかがこんな所にはいっても良いのかと思いました。あ

っ！ちなみにこのホテルまで馬車を使いましたね。とっても素敵でした。晩餐

会では日本文化、折り紙を紹介しました。私のテーブルではまず、つるを折る

ことにしました。つるを折る時に最後のパートで羽を広げる所がありますよ

ね？それをやってみせた時に私の同じテーブルにいたサンモリッツの方々がす

ごく感激してくれて、「Amazing（お見事）！！」という言葉をくり返していま

した。喜んでいただけてよかったです。折り紙を折ってかぶとにしたり、紙ヒ

コーキや紙風船で遊んだり…。とてもよい時間をすごせました。そして、この

晩餐会ですごいことも起こったんです！！！私はある女性に話しかけられまし

た。「私たち、会ったことがあるわね。あなたはお昼頃、私がカイヤ（彼女の飼

い犬）の散歩をしていた時に、かけ寄って来た女の子よね？」私は一瞬戸惑い

ました。まさか、トイレ休憩でとまった場所で犬と散歩していた女性がこの晩

餐会に参加しているなんて思いもしませんでした。本当に驚きました。

 私は今年の７月下旬からカナダに一年間留学します。だから、普通の学生と

比べて進路について日本国内で考えられる時間が圧倒的に少ないです。しかし、

この研修には私にとって本当に意味のあるものになりました。飛行機で席が隣

だった田中さんにはすばらしいお話を聞くことができましたし、進路の相談に

も乗っていただいて本当に本当に感謝しています。今まで良いと思っていた大

学の難点を見つけることができたし、もっと広い視野で自分にあった大学を探

そうと思っています。今の私は将来にすごくポジティブです。もう、夢や希望

や自信しかありません！！そしてそれがあふれているんです（笑）。とにかく！

留学を一生懸命頑張ってまいりますので一まわりも二まわり心も体もビッグに

なった私を心待ちにしていてくださいね！（笑）それではさようなら。

２ 今後の抱負・意見など

 サンモリッツの研修を通して多くのことを学ぶことができました。

 将来はホテルの起業をしたいと思っているので、観光についても学べてよか

ったです。

サンモリッツの方々とたくさん交流をできてよかったです。これからの留学

でも人とのかかわりを大切にしていきたいです。

サンモリッツで日本舞踊を披露したかったです。だから留学先では、もっと

もっと日本文化を紹介したいです！！

将来について考えることができました。良い経験になりました。ありがとう

ございました。
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倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：山本 晶子

１ 事業に参加した感想・学んだこと

「姉妹都市サンモリッツ公式訪問及びスイスリゾートのまちづくり」に参加し

て

 おもてなしを十分に頂いて参りました。サンモリッツの静かなたたずみ、美

しく思える野草、そして町並みのすばらしい景観にふれ、又空気の澄みきって

いるのを肌で感じ取り、どの様な言葉でいい表して良いのか、すばらしいの言

葉につきるサンモリッツでした。

 ２０００ｍから３０００ｍ級の山々が険しくそびえ立つサンモリッツ。晴間

に見えるマッターホルンを眺望し、きれいと目を細めて感動いたしました。

 湖面は山々を映し静かにカモ達が泳ぎ、のどかな姿でした。青く空と同じで

スカイブルーの川の流れは、氷河から流れ出すミネラル分の多い水が光を反射

し、コバルト色、白色のあの色は、実際に目にしてみて感動した事の連続でし

た。

 山々には岩がゴツゴツと突き出している中、牛達が岩の合間でのんびりと草

を食べ、水を飲んでいる姿を遠くから眺めながら、バスは山頂を目指し、ガー

ドレールすらない険しい山道を山頂到着。肌寒い空気を腹いっぱい吸い込んだ

一時をすごしました。３０００ｍ近くとの事に驚き、深呼吸を何度もして、残

雪をながめる状況でした。

 険しい山道を何時間も登りつめ抜いた先人達の偉大さを感じた思いです。

 いこいの場としては最高のロケーションとも云える場所の一つ、いたるとこ

ろ、自然のまま、そのままでした。古い建物そのままで、しかし整って整備が

して利用している所はすごいと言葉を発するほどでした。

 街にはカラスが見当たりませんでした。ゴミがきちんと片づけられている、

放置する事ない環境の街である事がひと目で感じ取るくらい整備されていまし

た。

 スイス及びサンモリッツの家々の統一した家並、景観としては最高級です。

観光地とてしての場造りが１００点といえました。

 出迎えの姿を見させていただきました。デスカバリ「発見」させていただい

たひとって感動の始まりです。

 誰もが、良品な環境造りに賛同している事、考え方等、サンモリッツへの熱

い想いが即関心したとおもに、おもてなしの心につうじる事に感無量の思いで

39



した。 
 おもてなしの連続の山登り。ロープウェイ山頂途中下車し、２００段以上も

あろうと云う階段を上る。急勾配を一歩一歩ふるえる足を前へすすめ身震いし

ながら足をすすめざるえませんでした。 
 一生涯で最初で最後のガンバル気出し、冷や汗を流しながら汗だくで登り切

る体験をさせてもらいました。 
 たどりついた時の安堵感と爽快感を身体全体で受け止めた事、また、全員の

方がそろってとげる事が出来た事が一番良かったと思えた事です。たいへんだ

ったけど、あの想いは二度とない経験をさせていただいた一生の思い出の一つ

です。 
 行きかう人々の笑顔、ほほえみがいつもそばにあったとつくづく感じました。

会話せずとも笑顔での対応、あいさつが心地良く不安なくすごす事ができた事。

これもおもてなしの一つと感じ取る事が出き幸でした。ほほえみがある所には

人が集まるとますます感じた事です。 
 観光の町としての見本のサンモリッツ。我が町も近づくように努力をつみか

さね、また見習わなくてはならないと思います。 
 外国人だけでなく、観光客の皆さんが倶知安にきてよかったネ、安心してい

られる町だと云われるような対応が出来る様にならないとますます思いがつの

りました。 
 知らぬふりはしない、笑顔でつつみこんであげられる倶知安人でありたいと

思います。おもてなしの町、積み重ね観光地として案内できるようにお手伝い

が出きれば、その想いでいっぱいです。 
 
 
２ 今後の抱負・意見など 
 
 スイス及びサンモリッツのおもてなしに感謝したいと思います。観光の町と

してふさわしい町づくりの見本を見させていただきました。 
 良いところをまねではなく、おもてなしできる環境づくりをしてゆく事がふ

さわしいと思われます。 
 お手伝いできる事、出来る限りおおせつけ下さい。一生懸命お手伝いしたい

と考えています。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：永江 美智子

１ 事業に参加した感想・学んだこと 

 親族の中に高齢者が多い我が家を１０日間も留守にする不安はあったものの、

長い間、友好姉妹都市であったサンモリッツ、夫の長兄が倶知安の観光に関わ

った仕事を長年続けてきて、その話を度々耳にしていたことからの興味。又、

夫の「いいチャンスだよ」の応援の声もあって、この度の応募になりました。

幸い、町からの決定も頂き、旅の準備に心を砕きました。

 最初の寄港地、韓国・仁川の未来都市の視察は、一寸した観光課と思ってい

ましたが、想像を遥かに超える技術開発の様子に、韓国の本気の努力の骨頂を

見たと思いました。

 あの海の上を走る高速道路、高層ビル群、各国の一流企業が競って事務所や

店舗を造りつつあることに驚き、その中に[楽天][ロッテ]とか日本の企業の名の

あることも見ました。

 仁川空港からスイスのチューリッヒまでの１２時間のフライトは、２回も食

事が出たり、外は日光が輝いているのに、窓を閉め暗くして、みんな寝入った

り、体のやり場のない苦労もあったけれど、今までの経験からは驚くことが多

くありました。

 チューリッヒでは、旧市街地と、二つの大教会の見学、普段、倶知安の教会

に通っている私には大いに興味深く、自然に敬虔な気持ちで、家族のことがい

ろいろ思われもしました。

 専用バスでチューリッヒをお昼に出発して、途中、あちこちに残雪を見たり、

高山植物を見たりしながら、サンモリッツに到着。早速、市長さんの歓迎のご

挨拶と、町長の返礼の挨拶。どちらも通訳を通してお聞きする。民族衣装を着

用された皆さんによるアルプホルンの演奏と、だんだんサンモリッツにとけ込

んで行く心地です。

 ７月３日 サンモリッツ滞在２日目、ここは高地で寒いとお聞きしたので、

朝食の時ホテルの外に出て、気温と空の雲の流れを見る。なるほど冷たい風が

周囲の山肌を撫でて下がって来るよう。重ね着をして備える。

 まず小中高の一貫教育をしているという、少し高いところにあるグレバス校

へ、校庭には日本や倶知安町の旗を持って、小学生の皆さんが出迎えていて下

さり、さっそく歓迎のコーラス、清涼な風の中、愛らしい子ども達の声も澄み、

嬉しくて暫し聞き入る。残念ながらその意味は分からないのですが、心に打っ

てくるものがありました。
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 校内にての上級生の歓迎の挨拶、充実した学校設備の数々のご説明、最後は

休み時間を校外自由に遊んだり、話したりしている子ども達の様子を見ながら、

もっと一緒にいたいなあと思いつつ、次の参観へ。

 次は豊富にある湖水を利用しての発電所。殆どの大型設備は地下にあり、ど

うやら水温の差を利用して発電するということらしい。自然の力を利用しての

発電、その設備費は市から無利息でお借りしてとのこと。さすが平和の国の考

えることだなあと感心する。もっと詳しく知りたいと思ったけれど、一寸の質

問で理解できることはないと諦める。

 いよいよ本日のメイン見学。

 ロープウェイを３回乗り換えて、ピッツ・ネイルに登る。ここからはサンモ

リッツ周辺の山々が数限りなくつながり、その下に湖や街が広がっている。こ

んな雄大な景色をどうカメラに納めるか、到底収めきれるものではないと思う。

標高 3000 メートル近いところでの、レストランで昼食をとりながら、観光協会

の紹介があり、スキースクールの女性校長先生のお話をお聞きする。又、３回

目のロープウェイを途中下車したところが、ワールドカップの出発点とお聞き

する。今は、高山植物の可愛らしいお花畑を歩く人や、マウンテン自転車で楽

しんでいるのを見ていますが、冬になれば、起伏に富んだスロープになって、

世界のスキーヤーがしのぎを削っていることが想像されました。

 ６時頃、登ってきたときのとは違うロープウェイに乗って、高い所に建って

いる山荘のようなホテルで、サンモリッツ市長ご夫妻等、市の要人とご一緒の

夕食会でした。

 こうして、夢のように時間が過ぎてゆきました。

２ 今後の抱負・意見など

① 今後のお願いですが、事前に地理・風土・住む人々について学習しておく

と、より成果があったように思います。事前に学習会を開いてほしかった。

  スイスといえば永世中立国・有名な山々と湖・少女ハイジの物語・そして

シラー作ウィルヘルム・テルの国程度でしたが想像と実際とに大きな隔たり

はなかった様に感じました。家々の軒には花が飾られそれも気候風土にあっ

ているのかほぼ同一です。住む人々の心根を感じられました。

  一口に言えば日本と並んでの長寿国、「幸せの国」という印象でした。

② 東京オリンピック招致で有名となった「おもてなし」についてですが、サ

ンモリッツの方々、各見学地でのふれ合った方々の「笑顔」それに加えて歓
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迎の「セレモニー」は心に残ります。 
 姉妹都市倶知安、スキーの町倶知安を標榜するならば、より以上に形に現れ、

おいでになられたお客さんが心に残る「おもてなし」に知恵を集めて具体化

したいものと思います。 
 
③ 倶知安町とりいわけ冬の倶知安町に日本人のスキー客が少なくなったと聞

きます。観光客・スキー客用の施設設備に、一工夫ほしいと思います。外国

人が多数来られて、日本人は敬遠するのは、そこにどんな理由があるのでし

ょう。どんな魅力、どんな施設設備があると良いのでしょう。観光客やスキ

ー客のための魅力や便利な施設は、町民も集う施設になるように思います。

垣間見えたスイスから考え見えてきたものです。 
 
④ インフラの事ですが、例として岩尾別から花園スキー場への直通道路のよ

うな社会基盤となるものを充実させたいものです。将来新幹線がより多く倶

知安に停車する為には、今のままでよしとしないでより魅力あるニセコ山系

から雷電岳へ、更に羊蹄山とのスケールの大きな構想がほしいと思います。 
 
⑤ 高齢者が倶知安から離れがたいのに去って行きます。スイスで見かけたよ

うに老人が日向のテーブルで、談笑している姿はうらやましく思いました。 
  その為には国民性もありましょうが、公園・道路。魅力ある施設、加えて

病院や社会福祉施設の整備が前提かもしれません。 
  倶知安町に在住する外国人との交流を通してよりよい町づくりを考えてみ

たいものです。夢でしょうがそんなニセコを取り巻く「大倶知安」でありた

いと思います。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書 

氏名：田中 義人 

１ 事業に参加した感想・学んだこと 

まずは、町長はじめ町内の有志の皆様によるサンモリッツ姉妹都市提携 50周

年事業に参加させて頂いたことにお礼申し上げます。 

早速報告をさせて頂きます。 

6月 30日、７月 1日は、韓国のインチョン市内を視察。 

箱物開発と、図面上の開発理論で作られた無機質なエリアを視察しました。経

済特区として活性化を図っているが、企業誘致もあまりうまく行っていないよ

うに映った。 

昔ながらのアジア的な開発で、環境汚染も見てとれるものであった。 

7月 2日以降のサンモリッツは初訪問という事もあり圧倒された。 

年間 300日の高い晴天率で、太陽がトレードマークとなっている事に納得。

後から気付かされるが、山岳国家のスイス、ドイツ語圏の中であれほど開放的

なロケーションは他にはない。 

また、Top of the Worldを謳うサンモリッツの観光は Best Alpsに認定され

たスキーリゾートの中でも群を抜いて高い品質を守られていた。 

自然環境のスケール感は日本とは桁違いである。しかし、雪質については標

高が高い山頂近くは悪くないようだが、ビレッジに近い１５００ｍ付近では人

工降雪機を使っているとの事であった。年間の平均降雪量も約５ｍと倶知安町

の半分以下。 

 ここは、スキー自体を楽しむのは勿論だが「サンシャインの下、バカンス・

スキー」を楽しむと言うのが目的のようだ。 

 よって、ニセコエリアの「パウダースノー」という言葉はセールス・プロモ

ーションの中で一切使われていない。 

あくまで売りは「スキー＆サンシャイン＝ラグジュアリー」という公式であ

る。 

そして、サンモリッツの観光を支える政策として「持続可能な開発、マネー

ジメント」が行われていた。 

持続可能性、sastainablityをしっかりと政策として打ち出し、湖を活用した

発電所、自然環境を第一に考えた開発やスキーエリアのマネージメントが印象

に残る。 
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また最も注視すべきは、教育に対するシステムと考え方であった。日本のよ

うに「型にはめる詰め込み型」の教育ではなく、個性を伸ばす教育が行われて

いた。 

中学以降では「専門性をもった教育」と「総合的な教育」のコースを選択で

き、選択後も変更可能という懐の深さが素晴らしい。 

こういった「個人・個性」を尊重し、質を高めることで、地域、延いては国

の持続可能性を可能にしていると感じさせられました。 

自治体の運営として興味深かったのは、選挙で選ばれた議員等が決定した事

項を最終的には直接住民投票行い決定すると言う方法です。 

これは間接民主主義と直接民主主義の中道を行くもので、住民に投票を迫る

際に議員や行政側から議論の中身や質の高い提案内容が求められるものだと感

じました。 

これにより、公共施設の建設については本当の「民意」で行われるスキーム

が出来上がっていると感じました。 

日本で同じことが出来るのか？方法だけ真似しても行政と住民の民度の熟度

から難しいのだろうなと考えさせられました。 

サンモリッツは、自然環境、自治体、観光局などハード・ソフトの面におい

ても桁違いに進んでいることばかりであった。そして特筆すべきはホスピタリ

ティーが素晴らしかったことです。日本人以上のおもてなしの心で歓迎して頂

いたと感動いたしました。 

場所をツェルマットに移します。 

この地は、日本の観光行政に大きな影響を与えている先生も絶賛の地域であ

り既に完成された理想郷のようなイメージを持っていました。 

しかし現実と話しは違うようで、最初にこの地に根を下ろしたイギリス系の

５ファミリーに大きな利益が流れる構図が見て取れました。 

また、1週間単位でなければ宿泊できないとの情報はアップデートされていな

いようでした。 

地域内にホテル 140件と言われていますが、実際はおよそ 150件。毎年ホテ

ル建築やアパートメント（コンドミニアム）の新築・改築工事が行われており、

キャパシティーコントロールはされていないとの事。更にはレストランやバー

も 300件以上有り、深夜営業も当然行われている。 

ビジネスを行うものは「ライセンス」を取得しなければならず、地域のルー

ルを守れなければライセンスは剥奪。その取得金（保証金？）はもちろん返還

されない。 

 こういった単純なルールがあるからこそ、地域のコントロールが効くのだと

改めて感じた。 
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更に聞くと、例えばバーのライセンスで言えば営業時間によって金額が変わ

るとの事。深夜 12時までと朝方 4時まででは勿論違う。しかし、お酒一杯あた

りの単価が高いため深酒して問題を起こすような輩は数少ないとの事。この点

はニセコひらふエリアのヒントになりそうな気がした。 

最後になるが、個人的にはツェルマットにて更に 2日間のヒアリングと、フ

ランスのシャモニー、メジェーブの観光局を訪ねヒアリングを行ってきた。 

非常にためになる事、またマウンテンリゾートとグローバル化への共通の悩

みがある事に気付かされました。 

今後の観光施策、町の政策にも大きく活かせるヒントを頂いてきたので、今

後の更なる倶知安町の発展の為に役立てたいと考えております。 

２ 今後の抱負・意見など 

今回の学んだ事を生かし、地域振興の活動をして行きたいと思います。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：白木 茂

１ 事業に参加した感想・学んだこと

「姉妹都市サンモリッツ公式訪問及びスイリゾート地のまちづくり」

チューリッヒを後に２００ｋｍ離れたグランビュンデン州サンモリッツに向

かう。

式典会場観光局前では、小雨の降る中、音楽隊の演奏と共にシギアスピリオ

ン市長はじめ５月の倶知安訪問団方々そして市民の方々が倶知安町ロゴマーク

の小旗をふり歓迎してくれた。式典では両首長の挨拶の後、関係者市民との交

流会が模様された後、会場を移し夕食会の宴も開かれた。２日目は、地元の小

中学校を訪問させて頂きスイスの教育についての講義を拝聴し校内の施設も見

学させて頂いた。同市は、標高１８００ｍほどに位置し、丁度羊蹄山山頂に街

があると言ったとこである。湖があり湖畔に家々が建ち並びそして３０００ｍ

級美しい山々、風光明媚な景色に言葉を失い只々見とれるばかりであった。人

口５０００人の街と言っても、スキー場オープン１５０年、１９２８年４８年

と冬季オリンピックの開催、２０１７年のアルペンワールドカップ開催が４回

目とまさに国際高級リゾートである。

大会運営されている方々のご尽力に対し只々敬服するばかりである。２０２

６年札幌オリンピック開催に、向けニセコ会場実現に大いに参考にしていけれ

ばと思う。またホテルは５星ホテルが５軒、他４星、３星全部で３６軒のホテ

ルを有しエンガディン地方では、１００軒以上にもなり顧客のニーズを十分満

足させてくれるものと思われる。夏は、アウトドアースポーツも参加で特に自

転車も多く利用され楽しまれているなと感じた。最終日の晩餐会では、会場ま

で３台の馬車を用意されそれぞれ便乗して会場に向かったが、生憎天候が雨だ

ったのが残念であった。会場ホテルに着くなり関係者の方々が、最初の式典同

様、小旗を振って迎え入れてくれた。晩餐会では、バンド演奏やら、踊りやら

深い交流が出来た事と思う。サンモリッツ滞在において、言葉の壁を越え心か

らのお・も・て・な・しに深く感謝するとともにこの友情が未来永劫続くよう、

今自分が出来る事は、しっかりと継承し次世代の方々へ受け継いで頂きたいと

考えている。ツエルマットについて、少し触れたいと思う。人口６０００人ほ

どの街。ヨーロッパのアルプスの女王をして聳え立つ４４００級のマッターホ

ルン。多くの登山家が登頂を目指しこの街にベースキャンプを張りにくる。驚

いたのは、この街では一般のガソリン車が走行する事が出来ない事だ。走行出

来るのは、救急車、消防車、警察車、ごみ回収車くらいのものである。観光バ

スは、テーシャ駅から電車でこの街入る事になる。環境先進国であるスイス、

同市の徹底した街作りに驚かされた。サンモリッツ、ツエルマット両市とも観

光に力を入れた街づくりであり、倶知安町の街作りにとって学ぶ点が多かった

のではないかと思う。

私にとって、サンモリッツ滞在２日目の夕食会で同業者との意見交換会が出
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来た事も実り多いものであった。

２ 今後の抱負・意見など

 姉妹都市５０年が、未来永劫続く様、出来る限りサポートしていきたいと考

えます。

 観光に対しての取組みが大変参考になりました。
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倶知安町町民海外研修事業報告書 

氏名：九津見 真由美 

１ 事業に参加した感想・学んだこと 

スイスへは今回で３度目となりましたが、そのうちの２回、今回と２００５

年にサンモリッツに参りました。２００５年には倶知安町スキーインストラク

ター視察事業の研修員として、また今回は倶知安からの正式訪問ということで、

ボランティアとしてお手伝いさせていただいているサンモリッツ通信員として

も、出発前から役場とサンモリッツの連絡、メール対応を担当しておりました。 

スイスはドイツ、オーストリア、フランス、イタリア、ルクセンブルクと５

カ国に囲まれており、２６の州からなる連邦国家です。首都はベルン、最大の

都市はチューリッヒとなっています。永世中立国ではありますが、軍隊を持っ

ており、他国がせめて来た場合には軍隊が出動します。また核シェルターを持

つ国としても有名です。 

スイスではドイツ語、イタリア語、フランス語、ロマンシュ語が使われてい

ます。サンモリッッツ現地ではスイスジャーマン（スイスドイツ語）、いわゆ

る方言が使われており、正式のドイツ語とはかけはなれていて、ドイツ人には

理解できないそうです。もちろん、サンモリッツでのテレビ、ラジオ等は公用

語のドイツ語が使われていますし、サンモリッツ市民はドイツ語を使えます。 

本年５月末にはサンモリッツからサンモリッツ市長を団長とする６名の 正

式訪問があり、私もサンモリッツ通信員として、また通訳のボランティアとし

て３日間お手伝いさせていただきました。６名の公式訪問団員は倶知安町の心

のこもったおもてなしに、大変喜んでおられ、特に日本食が全員お好きで、ど

こへ行っても残さずとても美味しいと召し上がっておられました。団長のアス

プリオン市長は以前に倶知安町に訪問された前バルトー市長とは４年前に選挙

によりかわっています。 

サンモリッツには人口 8,000人とは思えないような高級ホテル、高級ブティ

ック等がありますが、町のことは市民で決めるため、市民投票というシステム

で、新しいことを決める時にはかなり時間がかかるそうです。そうは行っても、

サンモリッツ役所の観光の年間予算は１４億、その中の９億はマーケティング

とプロモーションに使える費用だそうです。最近になって、エンガディンとい

う地域で観光局を発足したため、正式にはサンモリッツ市だけの予算ではない

のですが、例えれば、そのエンガディン地域は羊蹄の６ヵ町村と似ていると思

います。 

今回私たちは２３名で、サンモリッツ公式訪問団員の約４倍の人数で訪問し

ました。サンモリッツの関係者の方々には、細部に渡りご配慮いただいたお陰
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で、大変密度の濃いスケジュールでしたが、年齢層に幅があった倶知安訪問団

も全員怪我もなく、無事に楽しみながら過ごすことができました。サンモリッ

ツには３泊で、夕刻の到着と同時に、歓迎のレセプション、夕食会が始まりま

して、その後２日間も朝早くから、夜遅くまで、大変なもてなしを受けました。 

たくさんの素晴らしい思い出ばかりで、書きたい事が沢山あるのですが、特に

私が感動したことに的をしぼりたいと思います。今後またサンモリッツ通信員

の仕事を通して、今回書ききれなかったことを、お知らせできれば嬉しいと思

います。 

 

サンモリッツ市は標高 1,822メートルに位置し、これは羊蹄山の頂上 1,898

メートルにほぼ等しい高さで、サンモリッツ市民は羊蹄山の頂上で生活してい

ることになります。 

 

ロマンシュ語で「黒い山」を意味するピッツネイル（標高3,056m）はサンモ

リッツを代表する山で、ベルニアアルプスを手軽に見る事ができる展望台があ

るのですが、そこにサンモリッツからケーブルカーとロープウェイを乗り継ぎ

３０分程度でコルバッチの向かいのピッツネイル展望台（3,030m）へとアクセ

スできます。 

 

標高2,486mのコルヴィリアまでケーブルカーで上がり、ロープウエィに乗り

換えピッツネイル展望台へ。展望台からはオーバーエンガディンの谷や湖を一

望でき、眼下にはサンモリッツ湖を見る事もできます。冬季オリンピックが開

催された場所でもあります。この展望台のレストランで私たちは雄大な景色を

眺めながら昼食をいただきました。 

 

今回は、2017年アルペンスキーワールドカップのダウンヒルのスタート地点

になっている 3,000m少し手前で、サンモリッツ役所の計らいで特別にロープ

ウエィから降ろしてもらい、150段近くある階段を登り、そのスタート地点に

行く事ができました。アルペンスキーダウンヒル競技に使われるコースのスタ

ート地点は最大傾斜 60度、スタートしてすぐ 140キロのスピードがでるそう

です。見た目には崖にしかみえませんでした。このような場所を訪れることが

できるとは夢にも思っていませんでした。素晴らしい経験をさせていただきま

した。 

 

サンモリッツ滞在中のスケジュールはサンモリッツの役所の職員の方々によ

って作られ、そして運営されました。全てをここに記することはできないので

すが、もう一点だけ特記すべきことがありますので、それを最後に書く事にい

たします。 

 

私たちは倶知安町からのお土産の一つとして、豪雪うどんを持って行きまし

た。 
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その豪雪うどんは、サンモリッツとの晩餐会の時にサンモリッツの方々に召し

上がっていただけるよう事前に準備をお願いしていなかったのにもかかわらず、 

サンモリッツで由緒正しい老舗ホテルであるその会場で、突然のお願いにもか

かわらず、ホテルの厨房では一度も作ったこともない豪雪うどんを、一流のシ

ェフ達が私たちのメンバーの指導の元に調理して下さいました。それも嫌々な

がらではなく、とても楽しんで。 

そうは言ってもプロの職場で本当に異例なことだと思いましたが、それが一

流であり、また世界一素晴らしいホスピタリティー（おもてなし）ができるサ

ンモリッツの真髄なのだと心から感動致しました。そして、この「おもてなし」

を私たちがここニセコ、東洋のサンモリッツでどのくらいできるかということ

が、今後の課題となると考えております。  

最後になりましたが、このような素晴らしい機会を与えて下さった倶知安町

に感謝するとともに、また、この旅行を通して倶知安町の素敵な皆さんとお知

り合いになれた事を心から嬉しく思い感謝致します。 

２ 今後の抱負・意見など 

 ５０周年の記念行事だけではなく、今後もサンモリッツ通信員としてお手伝

いしたいと思います。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：福井 健康

１ 事業に参加した感想・学んだこと

姉妹都市交流 50 周年記念サンモリッツ公式訪問 

１日目

午前 9 時 30 分集合、天候にも恵まれ出発には最適な日でした。福島町長のお

話を皆さん真剣に聞き、たくさんの役場職員の方に見送られ無事出発しました。 
午後 12 時新千歳空港到着、チェックインを済ませ搭乗まで時間があったのでし

ばらく食べられないと思い味噌ラーメンを食べておきました。

午後 2 時 15 分無事離陸、大韓航空を利用したので早速乾杯は韓国ビールで

( ^_^)／□☆□＼(^-^ ) 
午後 5 時 30 分仁川国際空港到着、韓国は時差はありません。ホテルに到着、

まさかの HYATT HOTEL この旅の中で部屋も食事も一番質が高かったのがな

ぜ韓国だったのか、それならサンモリッツでの宿泊先をもう少し充実させて欲

しかった。サンモリッツの宿はスーツケースが広げられないほど狭かったんで

す。。。

午後 7 時韓国焼肉レストランへ、本場のサムギョプサルを堪能しました！ 
帰り際になぜか韓国にあったミニストップにより夜食を調達。就寝

２日目

午前７時起床、朝食が豪華過ぎました。日本と似ているのか種類が豊富で圧

倒されました。キムチが出ているのはさすが韓国！

午前９時インチョン市内へ出発、デザイン性のあるビルや展示場を視察

午後３時チューリッヒに向けて仁川国際空港出発

午後８時３０分(日本時間午前３時３０分 時差７時間)チューリッヒ空港に１

２時間のフライトで到着。時差ボケと必要以上に出される機内食に皆さんグッ

タリでした

３日目

午前９時出発、チューリッヒ観光 アインシュタインが学んだチューリッヒ工

科大学などを見学

午後２時サンモリッツに向けて大型バスで出発！日本を出発前はなぜスイス

に行ってなぜ鉄道を使わないのかと思っていましたが結果的には時間の融通は

きくし乗り換えはないし貸切りだしといい事ばかりだと思いました。バスから

見える景色も素晴らしく、毎回違う山々を見るたびにバスの中は盛り上がって
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いました。

午後６時サンモリッツ到着、倶知安町を出発してから６３時間ついにサンモ

リッツに到着しました！車窓からサンモリッツ湖が見えた瞬間の車内の盛り上

がりは最高潮に！サンモリッツに着くまでも色々な山並みを見てきたはずなの

に何か別世界のような美しい景色でした…

到着するとまずはレセプションパーティーが市庁舎で行われました

雨の中市民の方々や吹奏楽団が出迎えてくれたのは本当に感動的でした

三年前にアポなしで挨拶に来た僕のことをちゃんと覚えていてくれた観光局

長のマーティンさん。当時から姉妹都市交流 50 周年の記念イベントをしたいと

仰っていました。あの時は急な訪問で本当に緊張したけど優しく自分の話を聞

いてくれたことを今でも忘れません。滞在中も大変お世話になりました！

その後夕食会場へ ランダムに座りサンモリッツの方々と交流する事が出来

ました

鹿肉のカルパッチョが個人的には美味しかったです

４日目

午前中は最初にサンモリッツの小学校に訪れました。そこでも可愛い民族衣

装を着た小学生が歌を歌って迎えてくれました。

サンモリッツ市の教育方針や制度についてのお話をきかせていただきました。 
その後セガンティーニ美術館で絵画の鑑賞を貸切で行い普段は撮影禁止のエリ

アの撮影も許可していただきとても貴重な体験が出来ました。皆さん興奮のあ

まり絵に近づきすぎて何度も警報がなっていました笑

最終日は新しく建設されたスパ施設のオープニングセレモニーに参加しサン

モリッツの歴史の一部に関わることが出来ました。施設の内容やサンモリッツ

湖を利用した発電施設など同じリゾート地として何歩も先を進んでいるのを見

学しました。

最後の食事会はバドラッツパレスホテルで開かれお互いの料理を振る舞い、

お互いの踊りを披露するなど最高の形で交流することができたと思います。

出発の朝、サンモリッツ市の方々に見送られながら本当に名残惜しいお別れで

した。

また必ず訪れたくなるような町づくりや、おもてなしの心。全てが一流のリ

ゾート地を視察することができたことはこれからの倶知安の発展に大きく影響

を与える素晴らしい視察になったと思います。
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２ 今後の抱負・意見など

 スイス・サンモリッツを訪れて、どこの街を見てもゴミがなく美しいという

印象を受けました。リゾート地としてのルール作りをしっかり行い、観光客の

お客様にも気持ちよく滞在していただけるように、町全体が一丸となる必要が

あると思います。
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倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：中村 美穂

１ 事業に参加した感想・学んだこと

「サンモリッツ訪問で学んだ事」

 今回サンモリッツ市の訪問にあたり、とても多くの事を学ぶ事ができました。

山の壮大さや手入れされたたくさんの花、澄んだ空気など、自然の美しさはた

め息が出るほどすばらしかったです。それと同じくらい感動したことに現地の

方々の温かい歓迎がありました。

 到着した当日はあいにくの雨で少し肌寒かったのですが、そんな中でも道で

倶知安町のロゴが入った旗をふってくれている現地のお子さんや、私達のため

に楽器を演奏してくれた方々の姿にとても感動しました。私は倶知安町をとて

も大事にしてくれているんだと心がじーんとしました。それと同時にサンモリ

ッツの方々が倶知安町を訪問してくださった時に、十分な歓迎はできていたの

だろうか、私は仕事でいけなかったのですが、少しでも会いに行って歓迎した

かったという気持ちになりました。

 サンモリッツの方々が観光客を大事にする姿勢は見習わなければいけないな

と感じました。今回実際におもてなしをされる側にいてこんな事をされるとう

れしいんだ、という発見がたくさんありました。現地の民族衣装やスイスホル

ンの演奏。普段は見られない所を特別に見せていただいたり、食事中の会話、

一人一人に名札をくれたり、こんなにすごいサンモリッツと姉妹都市でいいの

だろうかと思ってしまう程でした。

 サンモリッツは世界のトップと唱っていてさらに高級リゾート地とされてい

ますが、夏の間はエンガディン地方の提携ホテルに２泊以上するとロープウェ

イが無料になるというサービスも行っていて、観光に対しての取り組み方がす

ごいと思いました。そして夏のアクティビティ、ハイキングやサイクリングな

ど、夏に楽しめる魅力あるものがたくさんありました。倶知安町は正直冬は観

光客の方がたくさん来てくれますが、夏は少ないです。倶知安町も自然が豊か

で、過ごしやすい気候なのですから、もう少し設備を整えていけば夏の倶知安

町のすばらしさは伝わるのではないかと思います。

 今回のサンモリッツを訪問させていただき、とてもすばらしい経験が出来ま

した。こんなにすばらしいサンモリッツと姉妹都市である倶知安町に住んでい

て観光業を営んでいることを誇りに思います。希望を言ってしまえば、倶知安

町に住んでいる方々みなさんが、サンモリッツに興味を持ってもらい、こんな
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にすばらしい市と姉妹都市なんだという事を感じてほしいと思います。 
 倶知安町も自然豊かですばらしいものをたくさん持っています。しかし夏の

間の観光客の減少対策やまだまだ出来る事があるので、もっとみんなで力を合

わせて頑張っていかなければと思います。 
 
 
２ 今後の抱負・意見など 
 
 今後出来る一番身近な所としては建物の外にお花を飾ることかと思います。

今回スイスに行き感動した事の一つに建物の外観、きれいに咲き、ちゃんと手

入れがされているお花があります。一緒に行った今回のメンバーのみなさんも

ほとんどの建物にお花が飾られている事に驚き、そのきれいさに感動しました。

私はお花が元々好きでしたが、誰か人のために、倶知安に来てくれるお客様の

ためにとお花を手入れした事はありませんでした。しかし、サンモリッツなど

を訪れ私も前を通った人がきれいだなと思って見てくれる様にお花を育ててい

こうと思いました。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書 

氏名：柴 勤 

１ 事業に参加した感想・学んだこと 

サンモリッツには、「アルプスの画家」と呼ばれるイタリア出身の画家ジョヴ

ァンニ・セガンティーニの個人美術館がある。世界有数の景勝地として名高い

サンモリッツだが、この美術館の存在により、文化的にも高い評価を与えられ

ていることは余り知られていない。そこで、先ずはこの美術館に焦点を絞り、

小川原脩記念美術館との関わりについても述べてみたい。 

セガンティーニ美術館が設立されたのは 1世紀以上も前の 1908年。小規模の

展示室を中心とした小ぢんまりとした造りではあるが、外観は石造り 3 層構造

の重厚な建物である。階段を上り、2階が受付・ロビー・グッズコーナー、およ

び二つの展示室、3階はセガンティーニの代表作である三部作がワンフロアーを

占めるメインの展示室。展示されている作品は、大作、小品併せて 30点ほどか。

決して多くはないが、解説パネルや日本語による音声ガイドも整備されており、

初めての来館者でもコンパクトにセガンティーニの画業を窺い知ることができ

る。 

 セガンティーニがアルプスに目を向けるようになったのは、20歳代の末から。

幼少期に都会の劣悪な家庭環境に育ったセガンティーニにとって、広大な自然

を背景に繰り広げられる素朴で平穏な生活の営みは新鮮に映ったのであろう、

その後、1899 年に 41 歳で急死するまでの 10 年間、アルプスでの生活、創作活

動に没頭する。山々の輪郭線を繊細にとらえる独特のタッチ、高地の清澄な大

気を醸し出す明るい色彩により、周囲の大自然と、そこでの暮らしぶりが次々

と描き出された。最後に残されたのは、通称「生」「自然」「死」という１点が

３ｍにも及ぶ三部作。自分の死を予感していたのか、人生の最後の段階で、人

間の一生を振り返ったのである。 

 このセガンティーニ美術館と小川原脩記念美術館。そこには、いろいろな共

通点が見いだされる。まずは美術館としての在り方。①景観に恵まれた観光リ

ゾートという立地条件。②画家名を冠した個人を顕彰する美術館。③少人数の

スタッフで運営する小規模館。次にセガンティーニ(1858～1899 年)と小川原脩

(1911～2002 年)という二人の画家の在り様。①早くから美術に関心を持ち、美

術学校(大学)で専門的に絵画を学ぶ。②伝統的な美術を学んだ上で、新しい美

術運動の影響を受けながらも独自の画風を構築する。③一方はミラノからアル
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プスの山岳地帯へ、他方は東京から倶知安へと、青年期に中央の美術界から身

を移す。④一方はスイス、もう片方は中国、チベット、インドなどアジアとい

う異国に身を置き、自然と調和した素朴な生活の中に人間の在るべき姿を求め

る。⑤一方は 41 年間、もう片方は 91 年間と、与えられた命は極端に異なるも

のの、どちらも青年期から最後瞬間まで、芸術家として自分が信じる道を全う

した、いわば孤高の画家である。 

これほどまでの共通性は偶然にしろ、小都市における美術館の在り方、作家を

通して見る美術の在り様、さらには環境と創作活動など、お互いに参考になる

部分が少なからずあるような気がする。 

 

サンモリッツと倶知安町の姉妹提携は観光リゾートを基盤にしたものである。

そして、そこからさらに、食やスポーツ、音楽、美術、舞踊など広い意味での

文化的な交流も深まれば、この姉妹提携は間違いなく線から面へと新たな展開

をみせることになる。少なくとも両美術館の交流は、姉妹提携の絆を深める上

で大きな役割を果たすことができるのではないだろうか。 

 

 

２ 今後の抱負・意見など 

 

美術館同士の交流形態はさまざまなレベルで考えられる。 

①通常行わる最も典型的な例は、お互いのコレクションを紹介する「美術館展」

の開催、あるいは共同企画の展覧会開催に伴う作品の貸し借り。 

②お互いの美術館のコレクション、活動内容をパンフレットやポスターなどの

印刷物で紹介し、さらに、カタログ、関連図書、ポストカードなどのミュー

ジアム・グッズを常置するなど、情報発信基地の役割を担う。 

③直接的な交流ではないが、美術館が主導してお互いの地域の美術を紹介する

（例えば、こどもや小中学生の絵画や写真の交換展など）。 

④共通テーマ、同一主題（例えば「自然と美術」など）による学術的な交流。 

美術作品の移動には輸送費の他に、輸送・展示一貫保険、輸送用木箱の製作、

搬入・搬出時のクーリエ（作品の付添い人）立会など膨大な経費がかかり、さ

らに展示環境、監視・警備体制なども厳しい条件が課せられるため、現実的に

は極めて困難である。その点、②は、印刷物の郵送、図書等の購入などで収ま

り、経費的な負担は少ない。③も、その点は同様。ただ、セガンティーニ美術

館は財団なので、どこまで美術館として地域に関われるかは未知数。④は今後

の課題。 

何れにしても、これから実際に交流を検討するとしたら、先ずは日本におけ
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るセガンティーニ美術館の情報発信基地を目指し、体制を整えることから始め

ることになるだろう。 
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倶知安町町民海外研修事業報告書

氏名：釜江 良尚

１ 事業に参加した感想・学んだこと

今回、姉妹都市提携 50 周年を記念してのサンモリッツ公式訪問でありました

が、私自身は初のスイス訪問であり、世界的な観光都市を視察研修することも

初めての体験でありました。

スイス訪問で最初に感じたのは、町の景色・景観や佇まいなどの視覚的な素

晴らしさはもちろんのこと、ホテルやレストラン、ショップ、交通機関などの

インフラまで含め、町全体に観光訪問者を暖かく迎え入れる雰囲気・空気感が

漂っていることでした。

建物の建築様式の違いや欧米で以前から実施されている無電柱化により街並

景観が日本と違うことや、何よりもスイスには観光を基幹産業として世界中か

ら多くの訪問客を受け入れてきた長い歴史の積み重ねがあり、我々倶知安町と

は大きな差であり、この差とはサンモリッツの観光業が倶知安町の 10 年、20
年或いはそれ以上先を行くものであるように思われます。サンモリッツの観光

業としてのコンテンツでは、前述のインフラ、滞在施設等のハードと、スキー・

ゴルフ・バイク等アクティビティ、イベントなどのソフトの両面が整備され、

完成の域に達しているようにも感じられます。コンテンツのラインアップとし

ては倶知安町他ニセコエリアも引けを取らないように思われますが、それぞれ

の成熟度には雲泥の差があるかもしれません。

今回は公式訪問ということで、行政関係者・観光協会関係者など様々な人と

の交流・意見交換をする機会にも恵まれ、行政と観光協会との役割分担と協力

体制、とりわけ観光協会の組織規模・広大な活動範囲と与えられる権限・活動

資源となる予算措置等々、先進観光地のスケールの大きさ、実力の程を知るこ

とができました。倶知安観光協会での問題・課題はサンモリッツやツェルマッ

トでも同様にあったものであり、それらを克服し解決しながらスイス観光業が

今に至っているのでしょう。ツェルマットでは町の成り立ちに起因するローカ

ルで構造的な問題があることも知ることができましたが、このような表面化し

ない構造的問題にも対応しながら観光業を成長・進化させる様を見て、バラン

ス感覚や調整能力の高さを目の当たりにするとともに、制度・ルール確立の必

要性も教えられました。

観光協会のみならず、学校教育（小中学校での教育課程）や資源エネルギー

（水力発電施設）等々、行政が関係する取組みの一端も視察することができ、

大変有意義であったと思います。

サンモリッツ・倶知安町の友好関係をより深め未来へと繋げていくことは非

常に大切なことです。そのような中で、今回の研修視察において派遣団それぞ

れが感じ、思い、考えたことを決して風化させることなく、倶知安町の観光に
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少しでも役立てていくことが大切であると強く思います。友好姉妹都市として、

また観光都市の良いお手本としてこんなに近くにサンモリッツがあるのですか

ら。

２ 今後の抱負・意見など

 スイスサンモリッツの観光への取組みを手本とし、倶知安町、ニセコエリア

での観光に関する新たな組織・制度の立上げや既存組織の活性化、役割再認識

を行うことが急務と考えます。具体的にはニセコエリアとしての観光圏（観光

局）、ひらふエリアでの BID、その他街づくりや交通、商工に関する協議会等々

の活発で実のある推進と協議会同士の連携が必要であり、長期的な見地から既

存ルールの大幅改編などが必要な場面も想定され、実現には行政のバックアッ

プはもちろん必要ですが、自分なりに観光協会、NPB、ニセコフリーパスポー

トなど様々な立場で役割に応じた働き・協力をし、ニセコエリアの観光業の推

進に尽力したいと考えます。
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