
Hello!   

My name is Kimberly Fulfs.  I’m the new ambassador representing Sioux City, Iowa as part of 

the Yamanashi City/Sioux City Sister City relationship.  I am also serving as the ALT for Tekisen 

Junior High School and Makioka Elementary Schools 1 and 2.  I’m very happy to have been 

selected for this opportunity to come to Yamanashi City and experience life in Japan!  

 

I was born and raised in Council Bluffs, Iowa (150km south of Sioux City, Iowa).  I spent 5 years 

living, working, and studying in Sioux City, Iowa, where I attended Morningside College and 

received my Bachelor of Arts degree in Business Administration.  Over the years, through school, 

work experience, and traveling, I have been introduced to people from all over the world and 

have always embraced cultural diversity.   

 

In 2012, I moved to the Czech Republic to pursue a career in teaching English, a career that 

allows me to work with and educate kids while enriching my life by traveling and learning about 

other people, places, and cultures at the same time!  I acquired my TEFL (Teacher of English as a 

Foreign Language) Certificate from The Language House in the Czech Republic, spent a year 

working at an International Preschool in Prague, and two summers working at English camps in 

the Czech countryside.  Following my experience in the Czech Republic, I spent a year living, 

traveling and teaching at a private English school in Ethiopia. 

 

I have great appreciation for meeting new people, exploring new places, and experiencing new 

cultures.  I feel very fortunate to have been granted this opportunity to live and work in 

Yamanashi City and am very happy to be here!  The hospitality and support I have received 

from the Yamanashi City staff and community has been remarkable!   I'm meeting wonderful 

people, I'm enjoying my new surroundings, and I’m adjusting well to my new life here!  I'm 

finding that Yamanashi City, like Sioux City, is a very safe, comfortable, beautiful place to call 

home and I’m eager to continue learning about and exploring Yamanashi City, Japan, and 

Japanese culture! 

 

I’m looking forward to the year(s) ahead and sharing my experiences with you!  I’m open to any 

suggestions you might have regarding things to do, places to visit, and local events to attend!  

Furthermore, if you have any topics that you would like me to report on, I hope to be of 

assistance! 



こんにちは！私の名前はキンバリー・フォーフスです。私は、山梨市/スーシティ市

姉妹都市活動の一環で、スーシティ市（アメリカ合衆国アイオワ州）からの友好親善大

使として山梨市に来ました。また、ALT（外国語指導助手）として笛川中学校、牧丘第

1、第 2 小学校に勤務しています。日本での生活を体験でき、山梨市に来ることができ

る機会をいただき、とても嬉しいです！ 

 

私はアイオワ州のカウンシル・ブラフス（スーシティの 150km 南）で生まれ育ちま

した。その後スーシティに 5 年間住み、スーシティにあるモーニングサイド・カレッ

ジで経営学の学位を取得しました。学校や旅行、働いた経験などを通して、世界中の人

と出会い、多様な文化を受け入れるようになりました。 

 

2012 年に、子供たちに英語を教える仕事をするためにチェコ共和国に引っ越しまし

た。この仕事は、子供たちに囲まれて働きながら、同時に、旅行や知らない人、土地、

文化などを知ることによって私の人生を豊かにするものでした。プラハにあるインター

ナショナル・プレスクール（幼稚園）で 1 年間働き、また、地方での夏の英語キャン

プに 2 回従事し、語学学校で TEFL（外国語としての英語教授法）の資格を取りました。

その後、エチオピアで 1 年間過ごし、旅行や私立の英語学校で英語を教えました。 

 

私は新しい人に会ったり、新しい場所を探検したり、新しい文化を体験することが大

好きです。ここ山梨市に住み、働くチャンスをもらうことができ、とても嬉しいです！

山梨市のスタッフや地域からのおもてなしやサポートは素晴らしいです！素敵な人達に

出会い、新しい環境を楽しみ、ここでの新しい生活にもだんだん慣れてきていると思い

ます。山梨市は、スーシティと同様に、とても安全で快適で美しい場所です。これから

もっと山梨市や日本、日本文化について学び、体験していきたいと思います！ 

 

これから自分の経験を皆さんと共有できることを楽しみにしています！皆さんのおす

すめの体験、場所、地元のイベントなどの情報があればぜひ教えてください！それから、

私にレポートしてほしい話題があれば、そちらもぜひ教えてください。ぜひお役に立ち

たいと思います。 


