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ヘイワード市役所

ヘイワード自然観察学習センター

ヘイワード市民の憩いの場ジャパニーズガーデン

歴史を感じさせる古い教会（オールセインツ教会）

面積165k㎡　人口約16.3万人

提携年月日
姉妹都市提携　昭和61（1986）年11月7日

提携の経緯
　大都市（サンフランシスコ）のベッドタウンとして、
人口が増加したことや、湾岸都市であることなど、都市
の形態や地理的条件が非常に類似していることから、昭
和57（1982）年ころから姉妹都市提携のための書簡の
交換等が始められるとともに、友好親善使節団等の派遣
が行われ、昭和61（1986）年にヘイワード市長を団長
とする友好代表団23名を迎え、姉妹都市提携の調印を
しました。

都市の概要
　ヘイワード市は、カリフォルニア州中央部サンフラン
シスコ湾東岸に位置するアラメダ郡の商工業・金融・教
育等の中心地です。気候は、地中海式気候で温暖。古く
からサンフランシスコ湾東岸部の交通の要所として賑わ
い、1876年の市制施行以来、農業・酪農・製缶業を中
心に発展し、1950年代後半からは、サンフランシスコ
から約30㎞の距離に位置することから、交通の便の良い
快適なベッドタウンとして発展を続けてきました。
　昔、塩を生産したという遠浅のサンフランシスコ湾海
岸部は、サイクリング・ロードや公園も整備され、野鳥
や海洋生物の観察もでき、快適でゆとりのある環境を
保っています。
�また、２校の公立大学で約３万人の学生・市民が学ぶ文
教都市としても知られています。
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HAYWARD

初めての姉妹都市提携を結び両市の交流がはじまりました

バスケットボールの本場、アメリカからやってきた
モロー高校と対戦する市立船橋高校

ヘイワード市

交流のあゆみ
1982 昭和57年
５月 姉妹都市提携のために書簡の交換が始められた。

1985 昭和60年
7月
10月
11月

友好親善と姉妹都市提携調印への事前調査（職員派遣）。
ヘイワード市長の特使の答礼訪問。
市民有志の友好親善使節団が訪問。

1986 昭和61年
4月

10月
11月7日

ヘイワード姉妹都市委員会が事前協議のため来船。
友好親善使節団が公式訪問（市長団長）。
市議会議長を団長とする議員代表団が訪問。
アレックス・ジュリアーニ市長夫妻、議員、
姉妹都市委員など総勢23名の友好親善代表
団を迎えて、姉妹都市提携調印。
この提携で、教育・文化・スポーツ・青少
年・産業等幅広い分野での交流を深め両国の
親善や世界平和と繁栄に貢献することを約
す。
また、両市の子供達の作品交換や文通なども
始まり、調印式には子供たちの作品も飾られ
た。

1987 昭和62年
4月
7月

8月

11月

船橋商工会議所が姉妹会議所提携のため訪問。
ヘイワード市副市長夫妻が来船。
船橋市制50周年にヘイワード姉妹都市委員会委員長夫妻
が出席。
船橋中央ライオンズクラブ主催による小・中学生の「小さ
な外交官」が訪問。
ヘイワード市長一行が来船。

1988 昭和63年
4月

8月

「姉妹都市バスケットボール親善試合」を船橋市で開催
（モロー高校対市立船橋高校）。
「青少年の翼」を派遣。
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シャボーカレッジ・ジャズバンド

キャンパス内にある留学生のための学生寮

ヘイワード市内を一望できる高台に建つカリフォルニア州立大学イーストベイ校

勤労市民センターで公演されたミュージカル

1989 平成元年
4月

8月

11月

12月

船橋西ロータリークラブの代表団がヘイワー
ドロータリークラブとの姉妹クラブ提携のた
め訪問。
ヘイワード・バスケットボールコーチが来船
し「クリニック」を実施｡（以降平成10年ま
で毎年）
ボーイスカウト船橋第17団が訪問。
姉妹都市提携３周年を記念し、代表団来船。
市立船橋高校とモロー高校が姉妹校提携。
船橋市バスケットボール協会が「コーチ代表
団」を派遣｡

1990 平成2年
4月

6月～8月

6月
8月

10月

「姉妹都市バスケットボール親善試合」をヘ
イワード市で開催（モロー高校対市立船橋高
校とヘイワード高校対市立船橋高校）。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。
シャボーカレッジ・ジャズバンドが来船。
「青少年の翼」・「少年スポーツ交流団」（野球）
を派遣。
マイケル・スウィニー市長一行が来船。

1991 平成3年
3月

6月
7月
9月

11月

12月

「船橋市職員団塊世代プロジェクト」研修団
を派遣。
船橋市茶道親善使節団が訪問。
シャボーカレッジ・ジャズバンドが来船。
「第１回船橋市海外女性セミナー」研修団を派遣。
船橋市国際交流協会が第１期留学生をカリ
フォルニア州立大学イーストベイ（旧ヘイ
ワード）校へ派遣｡（以降毎年募集）
姉妹都市提携５周年記念事業を船橋で開催。
（ヘイワード・リトルシアターのミュージカ
ル公演）
モロー高校クロスカントリーチームが来船。

1992 平成4年
6月

8月

9月

船橋法人会がヘイワード商業会議所等を訪
問。
「青少年の翼」を派遣。
船橋中央ライオンズクラブと姉妹都市委員会
による「小さな外交官」が相互訪問。
姉妹都市委員会プログラム「主婦留学」に市
民が参加。
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提携７周年を記念して建立された友好の碑
（ジャパニーズガーデン）

ジャズコーラスは船橋市民を魅了しました

パレードをするヘイワードの皆さん

1993 平成5年
1月
4月
6月～8月
7月
11月

「船橋市職員政策課題海外視察研修団」を派遣。
モロー高校ブラスバンド部が来船。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が相互訪問。
人形劇団がヘイワード市で公演。
姉妹都市提携７周年記念ヘイワード親善使節団を派遣。
姉妹都市委員会プログラム「主婦留学」に市民が参加。

1994 平成6年
6月
8月
10月

市立船橋高校が短期交換留学生をモロー高校へ派遣。
「青少年の翼」・「少年スポーツ交流団」（野球）を派遣。
船橋市議会が代表団を派遣。

1995 平成7年
6月
8月
9月

市立船橋高校が短期交換留学生をモロー高校へ派遺。
両市合同の「子供美術展」をヘイワード市で開催。
船橋シティコーラスがヘイワード市の高校女声合唱団と合同公演。

1996 平成8年
1月

4月

6月～8月

10月

ジャパンデーに参加及び姉妹都市交流協議団
を派遣。
千葉県社会体育公認指導員船橋市連絡協議会
が米国視察の際に訪問。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。
姉妹都市提携10周年記念事業としてロベル
タ・クーパー市長一行77人を迎え、記念式
典、パレード、子供作品展、講演会などを開
催した。

1997 平成9年
4月

6月～8月

9月

姉妹都市委員３名が市制60周年記念式典に
出席し、市政功労賞を受賞。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。
「第４回船橋市海外女性セミナー」研修団を
派遣。

1998 平成10年
3月
8月

市立船橋高校陸上部をモロー高校に派遣。
「少年スポーツ交流団」（野球）を派遣。
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校内のベンチで昼食をとるモロー高校の生徒

豊富小学校でヘイワード市代表団が子どもたちと一緒にランチ

市立船橋高校で授業体験

千人の音楽祭で本場のジャズを披露したテニソン高校

1999 平成11年
6月～8月 市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が相互訪問。

2001 平成13年
3月

6月～8月

10月

ヘイワード市制125周年及び姉妹都市提携
15周年記念事業事前協議のため助役を派遣。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。
姉妹都市提携１５周年記念事業として、両市
民の絵画等の作品をヘイワード市役所で展
示。
公募市民約100名を含む訪問団を派遣する
予定だったが、同時多発テロ事件のため中
止。

2002 平成14年
8月 「少年スポーツ交流団」（野球）を派遣。

2003 平成15年
5月 ヘイワード市民団が来船、中核市移行記念式

典に参加。

2004 平成16年
2月

5月
5月～6月
6月～7月

姉妹都市委員会の招聘を受け、交流協議のた
め教育委員会代表団を派遣。
モロー高校校長が来船。
車椅子社交ダンス普及会船橋支部が訪問。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。

2005 平成17年
1月～2月

6月～8月

10月
12月～1月

ロベルタ・クーパー市長一行、市民音楽団が
来船。
「千人の音楽祭」への参加、ホームステイ、
学校訪問等を行った。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。
交流協議のため市代表団（市長団長）が訪問。
姉妹都市委員が来船。
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ヘイワード市民代表団との記念撮影（アンデルセン公園）

藤代孝七市長とビル・クァーク市議による記念植樹

市制70周年記念事業でホームステイ先のご家族と

シニアセンターで気功を通じた交流を行った

2006 平成18年
1月

6月～7月

8月
9月～10月

カリフォルニア州立大学イーストベイ校教授
が留学に関する協議のため来船。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。
「青少年交流団」を派遣。
姉妹都市提携20周年を記念し、市議会議員
を代表とする代表団及び市民団が来船。記念
行事への参加や学校訪問等を行った。

2007 平成19年
5月

6月～7月

10月

11月

学校間交流、市立船橋高校卒業生イーストベ
イ校留学及び市制70周年記念事業に関する
協議のため職員を派遣。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。
市制70周年を記念して、ヘイワード市・西
安市・オーデンセ市三市の市代表団及び文化
団が来船。記念式典への参加、記念行事、学
校訪問、ホームステイ等を行った。
モロー高校校長が市立船橋高校との交流協議
のため来船。

2008 平成20年
1月

3月

6月～7月

カルフォルニア州立大学イーストベイ校教授
が留学に関する協議のため来船。
カルフォルニア州立大学イーストベイ校学長
が市立船橋高校との留学制度の調印式のため
来船。
市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。
船橋重陽気功協会がヘイワード市を訪問。
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6名の教員が参加したイーストベイ校夏季短期英語研修

100人を超える皆さんが参加した記念パーティ（ヘイワード市庁舎）

市国際交流協会から、「絆」をテーマにメッセージを寄せたペナントが送られた

2009 平成21年
5月～6月 姉妹都市委員会委員一行が来船。

2010 平成22年
6月

7月

7月～8月

市立船橋高校短期交換留学生を派遣。
カリフォルニア州立大学イーストベイ校教授
が留学等に関する協議のため来船。
姉妹都市提携25周年記念事業等に関する協
議のため職員を派遣。
「船橋市立小・中学校教員のためのカリフォ
ルニア州立大学イーストベイ校夏季短期英語
研修」に６名の教員が参加。

2011 平成23年
10月 姉妹都市提携25周年記念事業として、市代

表団（市長団長）及び市民団を派遣。
記念式典、パーティー、交流事業を行った。
また、市立船橋高校の生徒も参加し、現地で
ホームステイをしながら記念式典でのスピー
チや姉妹校のモロー高校での授業を体験し
た。
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2012 平成24年

7月～8月 市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。

8月 市立船橋高校・モロー高校姉妹校提携20周
年式典に参加するため、船橋市代表団（市長
団長）を派遣。

2013 平成25年

7月～8月 市立船橋高校・モロー高校短期交換留学生が
相互訪問。

2014 平成26年

8月 市立船橋高校短期交換留学生を派遣。

モロー高校の正門では日本語の歓迎メッセージ

姉妹校20周年で笑顔の交流

姉妹都市提携30周年（2016年）を盛大にお祝い（船橋市役所ロビー）
（上）市民と共にジャズ演奏を披露する松戸徹市長（右から３番目）
（下）ヘイワード市代表団と文化団を囲んで市民パーティー
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2015 平成27年
6月 モロー高校短期交換留学生を受入。
9月～10月 市立船橋高校短期交換留学生を派遣。
10月 姉妹都市提携30周年記念事業等に関する協

議のため、船橋市代表団（市長団長）を派
遣。

2016 平成28年
6月 モロー高校短期交換留学生を受入。
9月～10月 市立船橋高校短期交換留学生を派遣。
10月 姉妹都市提携30周年記念事業として、ヘイ

ワード市代表団（市長団長）及び文化団が来
船。記念式典等を開催した。また、文化団は
「ふなばしミュージックストリート」への出
演や学校訪問を行った。

30周年で来船したヘイワード商業会議所と船橋商工会議所が
経済フォーラムを開催

ふなばしミュージックストリートで演奏を披露する
モロー高校ジャズアンサンブルの皆さん

姉妹都市提携30周年（2016年）を
盛大にお祝い（ふなばしアンデルセン公園）
（上）記念式典を楽しむ市民
（下左）市立船橋特別支援学校による和太鼓パフォーマンス
（下右）モロー高校によるジャズ演奏
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2017 平成29年
6月 モロー高校短期交換留学生を受入。
9月～10月 市立船橋高校短期交換留学生を派遣。
10月 市制80周年を記念して文化団が来船。学校訪問、ホームステイ等を行った。
11月 ヘイワード商業会議所と船橋商工会議所の姉妹会議所締結30周年を記念して開催される記念イ

ベントに代表団を派遣。

ヘイワード商業会議所と船橋商工会議所の姉妹会議所30周年記念経済交流会で和服姿のバーバラ・ハリデー市長と
（ヘイワード市庁舎）

2018 平成30年
5月～6月 モロー高校短期交換留学生を受入。
7月 カリフォルニア州立大学イーストベイ校付属語学学校へ海外研修派遣事業として高校生を派遣

（第一期生）。
9月～10月 市立船橋高校短期交換留学生を派遣。

ヘイワード市議会の議場も見学高校生海外研修派遣でヘイワード市長を表敬訪問

市制80周年記念事業で来船した文化団の皆さん
（左）ホストファミリー交流会（浜町公民館）
（右）市立船橋特別支援学校を訪問し音楽交流
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2019 平成31年・令和元年
5月～6月 モロー高校短期交換留学生を受入。
7月 カリフォルニア州立大学イーストベイ校付属語学学校へ海外研修派遣事業として高校生を派遣

（第二期生）。
9月～10月 市立船橋高校短期交換留学生を派遣。

高校生海外研修派遣で姉妹都市のキャンパスライフを体験（第二期生）

 
 

船橋市・米国
ヘイワード市

姉妹都市提
携３５周年 

ヘイワード市
との交流の

軌跡 

お問い合せ
先：船橋市役

所 国際交流課
 TEL：047-436-2083 

＜期間・会場
＞ 

１０月８日（金
）～１７日（日

） 

イオンモール
船橋１階 モンサック

前 

１０月１９日（
火）～２４日

（日） 

ふなばしアン
デルセン公

園 コミュニテ
ィーセンター

 

１０月 26日（火）～
１１月 5日（金） 

市役所１階 美術コーナ
ー 

市が所蔵す
る貴重な写

真や皆さん
から寄せら

れた思い出
の写真で、 

交流の軌跡
をたどりま

す。 

市内３か所で記念写真展を開催

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ふふななばばししののおお店店でで食食べべよようう  
ヘヘイイワワーードド！！  

船橋市・米国ヘイワード市姉妹都市提携３５周年 

問い合せ先：船橋市役所 国際交流課  TEL：047-436-2083 Email：kokusai@city.funabashi.lg.jp  

２０２１年は船橋市と米国・ヘイワード市との姉妹都市提携３５周年にあたります 

市内の飲食店では、ズッキーニやアボカドといったヘイワード市ゆかりの食材を使った 

メニューを提供しています ヘイワード市をもっと身近に感じ、記念の年を一緒に楽しみ、盛り上げていきましょう！ 

【お店の検索方法】 
下の二次元バーコードから船橋市 ホームページにアクセスし検索！  

ハッシュタグ「＃ヘイワード３５周年」をつけて、おいしい体験をみんなとシェアしよう！ 

「学校給食で食べようヘイワードフェア」をすべての市立
小・中・特別支援学校（全83校）で開催 「ふなばしのお店で食べようヘイワー

ドフェア」を市内協力店舗で開催

2021 令和3年
1月 ヘイワード姉妹都市委員会主催のオンライン

による交流会を開始（第１回）。
以降3、5、7、9、12月に各1回（第2～6回）
実施した。

10月 姉妹都市提携35周年記念事業として、オン
ラインを活用した記念式典のほか、記念写真
展や食べようヘイワードフェア等を開催し
た。

オンラインによる35周年
記念式典は、バーバラ・ハ
リデー市長もオンラインで
参加
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