
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hello! My name is Wade Binneboese, and I am the current ambassador 

representing Sioux City, Iowa as part of the Yamanashi City/Sioux City Sister City 

relationship. Since 2003, there have been a total of four ambassadors who have worked in 

Yamanashi City, and I am honored and privileged to be a part of this continuing 

partnership. 

 I fell in love with Japanese culture back when I was a college student at Buena 

Vista University in Iowa. Many of my friends were exchange students from Hokusei 

Gakuen University in Sapporo, Hokkaido who opened up my eyes to a world I was not 

accustomed to and fostered a new curiosity about Asia. In my 2nd year as a university 

student, I spent eight memorable months in Sapporo learning about the Japanese 

language, customs, and which soccer team to root for (Go Consadoles!). I returned to the 

U.S. and spent my last two years helping out Japanese exchange students as an 

international student advisor before graduating from Buena Vista in 2006 with a degree 

in Asian Studies. 

 It was not long after graduation when I returned to Asia through the Japan 

Exchange and Teaching (JET) Programme. From 2006-2009, I lived in Hachinohe City in 

Aomori Prefecture as an Assistant Language Teacher (ALT) and worked in over 30 

elementary and middle schools teaching the English language along with various 

international customs. I spent three years having the time of my life meeting new 

Japanese friends, working with the city’s international division in various volunteer 

activities, and experiencing different cultures with co-workers from all over the world. 

 I left Japan in 2009 and moved to Singapore to pursue a Masters of Science in 

Asian Studies before returning to the United States in 2010. While helping on my 

father’s farm driving tractors and raising livestock, I was chosen by the Sioux City 

Council to be the ambassador to Yamanashi City and have filled that capacity since 

September of last year.  

 In my spare time, I like to tour around the area on my mountain bike in search of 

the perfect hot spring (温泉, onsen) or bowl of 醤油 (shoyu, soy sauce) ramen. I enjoy 

playing pick-up games of basketball with Japanese friends, watching Japanese dramas 

on Fuji TV, and practicing karate whenever I have the opportunity. I also love to meet 

new people so if you see me on my bicycle sometime please say hello!  

どうぞよろしくお願いします。 

 



こんにちは ！  

私の名前はウェイド ビンネブースです。山梨市/スーシティ市 姉妹都市活動の一環として、

私はスーシティ市（アメリカ アイオワ州）からの友好親善大使として山梨市に来ています。 

2003 年以降、３名の友好親善大使が姉妹都市関係を促進するために派遣され、山梨市で 

英語の教師として働きました。私は４番目です。友好関係促進プログラムに参加できたこと

を光栄に思っています。 

私がアイオワのブエナ・ビスタ 大学の大学生であった時、私は日本文化にハマリました 。  

当時の私の友人の多くは、札幌の北星学園大学からの日本人交換留学生でした 。北海道は、

私の目を世界に向け、アジアへの好奇心を抱かせました。 

私が大学２年生の時 、札幌で８ヶ月過ごしました。その時に学んだ日本語や日本の習慣は

強く心に残りました。（札幌はまた、サッカーチームのコンサドーレ札幌の本拠地でもあり 

ます。）  

その後、私は米国に帰国しました。 2006 年にアジアン・スタディズの学士号を取得して

ブエナ・ビスタ 大学を卒業しました。卒業前の２年間は留学生担当アドバイザーとして、  

日本からの留学生の手助けをしました。  

大学卒業後間もなく、JET（英語指導助手）としてアジアに戻りました。 

 2006-2009 年の３年間、私は英語教師（ ALT ）として青森県八戸市に住み、３０以上の

小学校と中学校で英語と異文化について教えました。  

この３年間で日本の新しい友人を作ったり、市の国際交流課でのボランティア活動をした

りして、世界中から来ている同僚達からそれぞれの異なる文化を知りました。  

私は 2009 年に日本からシンガポールへ移り、シンガポールの大学院でアジアン・スタ  

ディズの修士号を取得。2010 年にアメリカに戻りました。 

アメリカに帰国した後は、父の農場の手伝いをしトラクターの運転や家畜を育てていまし

た。昨年の９月 、私はスーシティ市から山梨市へ親善大使・英語教師として派遣されること

になりました。 

山梨市での余暇は 、私が住む（山梨市牧丘）地区のすばらしい温泉訪問や１杯の美味しい

「しょうゆラーメン」を求めてマウンテンバイクで巡っています。 

また、時間があるときはいつでも日本の友人とバスケットボールの試合をしたり 、フジ 

テレビで日本のドラマを見たり、 空手を練習して楽しんでいます。  

私は、新しい友達をつくるのを楽しみにしているので、 私の自転車をみつけたら是非、  

声をかけてください！ (ウエイド先生、と声を掛けてくださいね。絶対ですよ！) 

  

どうぞ よろしくお 願 いします。  

 


