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議員の派遣 

令和４年１２月７日  

 地方自治法第１００条第１３項及び名古屋市会会議規則第５４条の２

の規定により下記のとおり議員を派遣する。 

記

名古屋市会ランス市姉妹都市提携５周年記念公式代表

（１）派遣目的  ランス市表敬訪問 

         ランス市姉妹都市交流行事参加 

（２）派遣場所  ランス市、パリ市 

（３）派遣期間  令和４年１２月９日から１２月１５日まで 

（４）派遣議員  金 庭 宜 雄 
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は じ め に 

名古屋市会ランス市姉妹都市提携５周年記念公式代表として、令和４

年１２月９日（金）に名古屋を出発、翌１０日（土）に、日本を出国し、フラン

ス共和国ランス市及びパリ市の両都市を訪問した後、同年１２月１５日

(木)に帰国した。 

この間、ランス市においては、名古屋市とランス市との姉妹都市提携５

周年を記念した宣言書締結式及び姉妹都市交流行事に参加するととも

に、ランス市長及びランス市議会を表敬訪問した。 

パリ市においては、在フランス日本国大使館にて、臨時代理大使を表

敬訪問し、名古屋市とランス市の姉妹都市交流の報告、フランス事情の

情報交換などを行った。 

以下、両都市において行った表敬訪問、姉妹都市交流行事の概要を、

日を追って順に報告する。
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名古屋市会ランス市姉妹都市提携５周年記念公式代表 日程 

日 付 地 名 日 程 

１２/９（金） 名古屋駅  陸路 東京へ 

【東京 泊】

１２/１０（土） 羽田空港 空路 パリへ 

シャルル・ド・ゴ

ール空港 

陸路 ランスへ 

【ランス 泊】

ランス 

１２/１１（日） ランス ○ランスベイスボールクラブとの交流 

○ランス国際交流協会主催昼食会 

○フジタ礼拝堂視察 

○ランス美術館保存センター視察 

○ランス市長表敬訪問 

○クリスマスマーケットオープニングセレモニー 

○クリスマスマーケット視察 

【ランス 泊】

１２/１２（月） ランス ○ランス・オペラ座視察 

○姉妹都市提携５周年記念宣言書締結式 

○ランス市主催昼食会 

○サンレミ聖堂・美術館視察 

○姉妹都市児童書画展・山王中学校との交流事業視察

○ランス市議会表敬訪問 

【ランス 泊】

１２/１３（火） ランス ○サッカースタジアム視察 

○トレーニングセンター視察・昼食会 

○ランス・シャンパーニュ・アルデンヌ大学訪問 

○姉妹都市５周年記念レセプション・夕食会 

【ランス 泊】

１２/１４（水） パリ ○在フランス日本国大使館表敬訪問 

シャルル・ド・ゴ

ール空港  

空路 東京へ 

１２/１５（木） 羽田空港  陸路 名古屋へ 

名古屋駅  
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令和４年１２月１１日（日） 

○ランスベイスボールクラブとの交流 

■場  所 レネ・ティス総合運動場 

■対応者 ラファエル・ブランシャール ランス市副市長 

       グレゴリ・カルド クラブ会長 

※ なお、ディミトリ・ウダン ランス市副市長、小林美那子 ランス国際交流

協会副会長におかれては、１２月１１日～１３日までの間、ランス市内すべ

ての姉妹都市交流行事にご同行いただいている。 

   レネ・ティス総合運動場では、最初に、ラファエル・ブランシャール ラン

ス市副市長、グレゴリ・カルド クラブ会長とのご挨拶を行った後、１０歳

～12 歳の年代の少年野球大会の

激励、始球式及び見学等を行った。

その後、ロビーへ移動し、ポスター

等へのサインを行った後、クラブ関

係者との交流を行った。  

この少年野球大会は、今回の名

古屋市からの訪問を冠して開催さ

れており、1０ 歳～12 歳の年代の 

少年野球チームによるトーナメント形式で行われている。 

なお、試合は室内で行われており、四球などの場合でも、最後はトス

バッティング方式で子どもたちが打つことができるルールとなっていた。

【大会ポスター】 【リーフレット】 

【ブランシャール副市長（右）】 
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また、会場では、野球のルールがわかるリーフレットが配布されていた。 

フランスでは、野球のルールを知らない方が依然として多く、当日、子

どもの試合を観戦に来られた親世代もルールを知らないことがあるた

め、まずは野球を「する・見る・知る」ことで、子どもや親に野球への関心

を高めてもらうところから始めているとのことである。 

また、グレゴリ・カルド クラブ会長におかれては、今後、名古屋市の１

０歳～１２歳の年代のクラブチームとの直接または遠隔による交流を進

めていくことも検討されていた。 

＜レネ・ティス総合運動場＞ 

レネ・ティス総合運動場には、野球や柔道、フェンシング、卓球など２０以上

のスポーツができる空間が設けられている。また、当該施設内には、会議室も

設けられており、国際会議なども開催可能とのこと。 

◀【ポスター等へのサイン】 

◀【始球式】 

▲【左２人目からブランシャール副市長、

ウダン副市長、グレゴリ・カルド会長】 
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○ランス国際交流協会主催昼食会 

■場  所 シャルボノー・ブラバン本社セレモニールーム 

■出席者 ディミトリ・ウダン ランス市副市長 

コレット・パデ ランス国際交流協会会長はじめ協会関係者 

       ブラバント シャルボノー・ブラバン本社常務取締役 

ランス国際交流協会主催のもと、シャルボノー・ブラバン本社において

開催された昼食会に出席した。 

昼食会では、コレット・パデ ランス国際

交流協会会長、ブラバント シャルボノー・

ブラバン本社常務取締役、ディミトリ・ウダ

ン副市長からご挨拶いただいた後、各自、

意見交換・交流を行った。昼食会の最後に

は、河村市長とともに、それぞれ挨拶を行

った。 

ランス国際交流協会は５年前の名古屋

市との姉妹都市提携締結を契機に、ランス 

市長からの命を受け設立された。 

名古屋市やフィレンツェ（イタリア）といった姉妹都市などに教育・文化関

係においてプロモーション活動を行っている。 

これまで、名古屋市との交流を

紹介する様々なイベントを行って

おり、2０21 年には、ランス市内

で開催された「Ｇａｍｅ ｉｎ Ｒｅｉｍｓ」

というイベントにおいて、姉妹都

市交流を紹介するブースを出展

している。 

また、その際に制作した千羽鶴

を名古屋市に贈呈している。 

【コレット・パデ会長】 

【交流イベントの説明】 



６

直近の同イベントでは、名古屋

市への友好の証として、折り紙で

作成した多くの兜を一枚のボー

ドに貼り付け、名古屋市の市章

「丸八」を制作しており、昼食会

場にて当該ボードを披露してい

ただいた。 

このほか、２０２３年春頃に、ランス市と協力して、名古屋市の高校生

を１５名ほど受け入れる予定とのことで、ランス国際交流協会におかれ

ては、教育、文化等の各分野において、名古屋市との姉妹都市交流に多

大なご貢献、ご尽力をいただいている。 

コレッド・パテ会長からは、「友情

の道とはとても長い道で、その道に

歩く人が少なくなって雑草を生や

してはならない。」旨の、そしてウダ

ン副市長からは、「コロナ禍におい

ても、友情を深めることができ、大

変嬉しい。これからも末永くパート

ナーシップを結んで、一緒に進んで

いきたい」旨の発言があり、名古屋市と 

ランス市の姉妹都市交流への思いを強く感じることができた。なお、ウ

ダン副市長はランス国際交流協会の初代会長とのことである。 

今後、ランス国際交流協会の皆

様方のお力添えをいただきながら、

名古屋市とランス市の様々な交流

を行うことで、相互理解を深め、友

好関係を築き、両市の絆が一層深

まるよう努めてまいりたい。 

【昼食会の様子】 

【ご披露いただいたボード】 

【ウダン副市長（左）、小林副会長（右）】 
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＜シャルボノー・ブラバン社＞ 

1797 年に設立。設立当初からブラバント氏の一族が経営している。主に、

ビネガー、ドレッシング、マスタードやマヨネーズなどを生産している会社で、

フランスに７か所、イタリアに２か所工場を所有している。 

フランス料理には、多くのビネガーやマスタードなどが使用されることから、

生産した商品は日本も含め世界各国で販売されている。

【ランス国際交流協会メンバーとの記念撮影】 

※ブラバント常務取締役（右） 



８

○フジタ礼拝堂視察 

■対応者 カトリーヌ・クータン ランス市副市長 

カトリーヌ・ドゥロー フジタ礼拝堂館長 

   名古屋市とランス市は、エコール・ド・パリを代表する画家・藤田嗣治

の作品が名古屋市美術館に収蔵されていることを契機として、両市の

美術館同士での交流から関係が始まり、その後も交流を重ね、２０１７

年１０月に姉妹都市提携を締結した。 

フジタ礼拝堂は、藤田嗣治晩年の作品であり、設計から装飾まで全て

を同氏が手掛けている。 

同礼拝堂では、カトリーヌ・クー

タン ランス市副市長及びカトリー

ヌ・ドゥロー フジタ礼拝堂館長に

ご対応いただいた。なお、同礼拝

堂は１０月以降の秋冬期間は閉館

しているが、今回は姉妹都市交流

行事ということで特別にご案内い

ただいた。 

【フジタ礼拝堂 外観】 

【ドゥロー館長（左）とクータン副市長（右）】 
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フジタ礼拝堂の建設は、藤田

画伯が１９５９年に、ランス・ノート

ルダム大聖堂で洗礼を受けてキ

リスト教に改宗した際に、ランス

市内にチャペルを作りたいと明

言したことが始まり。 

藤田画伯の作品を気に入り、

彼を個人的に援助していたマム

社の社長である、ルネ・ラルー氏

がチャペル建設のため土地探しに奔走し、 

マム社の隣にある敷地を用意したとのことである。 

１９６５年から、設計や装飾等

のデッサンを作成し、１９６６年１

０月に同礼拝堂は完成し、その数

カ月後にランス市へ寄贈された。 

建物内はフレスコ画とステンド

グラスで装飾されている。フレス

コとは、壁に漆喰を塗り、それが

まだ乾かないうちに、絵を描いて

いく絵画技法のことである。 

なお、フレスコ画には、藤田画

伯や君代夫人のほか、ルネ・ラル

ー氏、礼拝堂を建築したモーリ

ス・クロージオ氏など、礼拝堂を

建設するにあたって、一緒に尽

力された方々が描かれている。 

【視察の様子】 

【左からルネ・ラルー氏、藤田嗣治氏、モーリス・クロージオ氏】 

【右から２人目が君代夫人。１９６６年６月３日～ 

７月３１日に描かれたとの記載あり。】 



1０

藤田画伯は礼拝堂が完成してか

ら１年３カ月後の１９６８年１月に、

チューリッヒ（スイス）で亡くなった。

葬儀はランス市で執り行われ、ご遺

体は、同礼拝堂に埋葬されたが、君

代夫人の希望により、君代夫人が

住んでいたパリ郊外に移された。そ

の後、君代夫人が藤田画伯の意思

を尊重し、再度、礼拝堂に移され

た。 

なお、君代夫人は２００９年に日本で 

お亡くなりになられたが、遺灰はランスに移り、現在、藤田画伯とともに埋

葬されているとのことである。 

【ステンドグラス（聖レオナルド）】 

【クータン副市長（左）、ドゥロー館長（中央左）、ウダン副市長（右）】 
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○ランス美術館保存センター視察 

■対応者 パスカル・ラベル ランス市副市長 

       カトリーヌ・クータン ランス市副市長 

       ジョルジ・マニエ ランス美術館館長 

       カトリーヌ・ドゥロー フジタ礼拝堂館長 

   ランス美術館保存センターで

は、パスカル・ラベル ランス市

副市長、ジョルジ・マニエ ラン

ス美術館館長とのご挨拶を行

った後、施設見学を行った。そ

の後、会議室にて、ジョルジ・マ

ニエ ランス美術館館長から今

後の美術館の展望についてご

説明があった。なお、カトリー

ヌ・クータン副市長及びカトリ

ーヌ・ドゥロー フジタ礼拝堂館長におかれては、フジタ礼拝堂に引き続

きご対応いただいた。 

   ランス市内には、ランス美術館、サンレミ美術

館などあわせて五つの芸術関係の美術館があり、

ランス美術館保存センターでは、これらの美術館

に展示する作品を収蔵し、保管している。 

敷地面積は約 55００ ㎡で、施設内では、作品

の保存のほか、修復作業も行うことができ、ラン

ス市内はもちろん、パリ市など、ランス市外から

も多くの修復士がこちらに来て作業を行ってい

る。また、現在、美術館ホームページにおいて、デジ 

タルミュージアムという企画も行っており、そちらに掲載する 

作品の写真撮影もこの施設で行われているとのことである。 

【ラベル副市長】 

【ランス美術館保存センター 外観】 



12

   ランス美術館は２０２５年秋のリニューアルオープンに向けて、２０２３

年から建築工事が行われる予定。費用は、約 45００ 万ユーロ。 

建設場所も、ノートルダム大聖

堂の付近となり、ランス市の中心

地に移る。敷地面積は、７０００㎡

となり、展示作品数もこれまでの３

５０点から１４００点まで可能とな

るとのことである。 

【修復作業場所に設置されている吸引機】 

 ・修復する作品から発生する物質（粉塵な

ど）を吸引している。 

【説明の様子】 

◀【作品保管庫】
・災害発生時を想定し、大切な作品を入

口付近から順に並べている。 

・なお、美術館での作品展示は３カ月以

上行うことはできず、一度外部に持ち

出すと、３年間は保存しておかなければ

ならないとのこと。 

【２０２５年にリニューアルオープン

されるランス美術館のパース】 

（ランス美術館の説明資料より） 
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建物内には、藤田嗣治の

作 品 を展 示 する ため 、 約

215 ㎡のスペースを用意し、

常設展として３４点の絵画、１

４点のオブジェを展示する予

定。 

また、藤田嗣治作品の展

示スペース内に、フジタ礼拝

堂を模したものを設置し、そ

の中で、礼拝堂内の作品の

作成過程やデッサンを紹介す 

ることも考えている。 

    新しい美術館が完成した折には、 

これまで以上に藤田作品に接する機会がふえるとのことで、ランス市に

おいても、藤田嗣治やその作品を大事に扱っておられた。 

また、新しい美術館では、名古

屋市と交流しながら、新たなイベン

トなどを企画していくことも今後

視野に入れているとのことで、ラ

ンス市と名古屋市の美術館同士

の交流が深まることを期待した

い。 

【藤田嗣治作品の展示スペース】 

※フジタ礼拝堂は写真奥の白い建物 

（ランス美術館の説明資料より） 

【ジョルジ・マニエ館長】
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○ランス市長表敬訪問 

■場  所 ランス市役所 

■対応者 アルノー・ロビネ ランス市長 

   ランス市役所の市長室において、アルノー・ロビネ ランス市長を表敬

訪問した。最初に、アルノー・ロビネ市長とのご挨拶を行った後、ゲスト

ブックへの記帳、懇談等を行った。 

その後、次の訪問先であるクリスマスマーケット会場（マルス門）まで、

アルノー・ロビネ市長、河村市長とともに、徒歩で移動した。 

【ランス市役所 外観】 【ゲストブックへの記帳】 

【記念品の贈呈】 【懇談の様子】 
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○クリスマスマーケットオープニングセレモニー 

■場  所 クリスマスマーケット会場内（マルス門前名古屋ブース付近） 

■出席者 アルノー・ロビネ ランス市長はじめランス市関係者 

ランス市のマルス門付近で開催されているランス市等による実行委

員会主催の「クリスマスマーケット」（開催期間：１２月１日～１２月３０日）

の名古屋イベントオープニングセレモニー（開催期間：１２月９日～１２月１

８日）に参加し、名古屋の魅力等を ＰＲ した。 

セレモニーでは、最初に、和太鼓

の演奏が行われた後、アルノー・ロ

ビネ ランス市長、河村市長のご挨

拶に引き続いて挨拶を行った。そ

の後、アルノー・ロビネ市長、河村

市長とともに鏡開きを行い、現地

コスプレイヤーによる来場者への日

本酒配布の後、乾杯を行った。 

【クリスマスマーケット会場】 

【クリスマスマーケットと名古屋イベントの案内チラシ】 

◀【Mａrｃｈｅ dｅ Ｎｏｅｌ】 
 ・ランス市のクリスマス

マーケットはフランス

国内でも規模は大き

くランス市外からも多

くの観光客が訪れる。 

【ＦＥＳＴＩＶＡＬ  

ＮＡＧＯＹＡ-ＲＥＩMＳ】▶ 

 ・期間中開催される、味

噌汁やほうじ茶体験、

名古屋の写真展などの

ご案内。 
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名古屋ブースにおいては、名古屋と関わりのある食べ物として、味噌

汁やほうじ茶を来場者に提供するほか、名古屋クイズを出題するなど、

食や文化を通して、名古屋の魅力のＰＲを行っている。 

当日は、多くの方々が来場されており、名古屋ブースで味噌汁やほう

じ茶を体験されるなど、会場は大盛況だった。また、オープニングセレモ

ニーの様子については、ランスの地元新聞「Ｌ‘ｕｎｉｏｎ（ユニオン）」でも取

り上げられた。 

なお、アルノー・ロビネ市長、名古屋市会代表の挨拶の概要は次のと

おりである。 

◆アルノー・ロビネ市長 挨拶（概要） 

 皆様、こんばんは。本日はようこそこの      

場にいらっしゃいました。 

ランス市と名古屋市の姉妹都市提携５

周年を祝うために皆様お越しいただき、

ありがとうございます。 

本日は、プログラムとして、日本の伝統

的なお祝い事の始まりである鏡開きと、

日本酒の試飲を予定しております。皆様、

楽しい夜をお過ごしください。 

今年は、名古屋が出展されているとい

うこともあり、マルシェ・ドゥ・ノエルには 

８０ 万人の来場者が予定されております。大きな市のクリスマスマーケッ

トとして、年々出展者が増加しており、ランス市民にとっても非常に大事

なイベントになり、ランス市民が集う場所ともなりました。 

最後に、明日、午前１１時から市役所で、さらなる姉妹都市提携を締

結します。これも非常に象徴的な日になります。それは結婚と同じように、

やはり両市ともに今後も絆を深めていくための、また新たなシンボルと

なる日です。 

名古屋市の皆様ようこそ。 

【アルノー・ロビネ市長】 
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◆名古屋市会代表 挨拶（概要） 

ボンソワー、トゥット ア トゥース。 

（皆様、こんばんは） 

ジュ スィ ノブオ コンバ、ヴィシ  

プレジドン ドゥ コンセイ  

ミュニスィパル ドゥ ナゴヤ。 

 (名古屋市会副議長の金庭宜雄です) 

本日は、このような素晴らしいクリスマ  

スマーケットの場に来させていただき、本

当にありがとうございます。 

ランスの皆様、先ほど和太鼓を聞いていただいたと思いますが、いか

がでしたか。和太鼓を演奏された方々に、拍手を送っていただけるとあ

りがたいです。（拍手） 

日本にはこういった和太鼓や、

本日出展している味噌汁など、古

くからの文化がたくさんあります。

本日は、このクリスマスマーケット

を楽しんでいただくために、名古

屋デーをつくっていただきました。

どうぞ最後まで楽しんでいってく

ださい。 

それから、日本にはポップカルチャー、本日、コスプレイヤーさん達も

たくさんいらっしゃいますけれども、名古屋はそういったイベントの一番

の日本の中心であり、コスプレイヤーさんの集まるところでもあります。

ぜひ、名古屋にもお越しいただきたいと思います。 

最後に、名古屋とランスがこれからもっともっと交流をしながら、仲良

くなっていくことを、心から祈念しまして、本日のクリスマスマーケットで

のご挨拶にかえさせていただきます。 

ありがとうございました。 

【挨拶の様子】 

【和太鼓の演奏】 
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【乾杯の様子】 【鏡開きの様子】 

【名古屋ブースにて 味噌汁の ＰＲ】 

◀【ランス市での現地新聞 
「Ｌ‘ｕｎｉｏｎ（ユニオン）」のＷｅｂ記事】 

（見出し） 

「姉妹都市名古屋のスタンドがランス

のクリスマスマーケットにオープン」 

(記事概要) 

 ・名古屋市とランス市の姉妹都市５

周年を記念して、クリスマスマーケッ

トに名古屋市のスタンドが設置され

ました。 
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○クリスマスマーケット視察 

■対応者 アルノー・ロビネ ランス市長 はじめランス市関係者 

   オープニングセレモニー終了後、アルノー・ロビネ ランス市長、河村市

長らとともに、クリスマスマーケット会場を視察した。 

   ランスのクリスマスマーケットは、例年、ノートルダム大聖堂の前で開

催されているが、今年度は、マルス門付近での開催となったとのことで

ある。 

会場には、ランス市やノートルダム大聖堂のスタンドも出展されてい

た。また、会場内の「Ｐａｔｅ Ｃrｏｕｔｅ Ｐｉｑｕｅｔ‘ｓ」スタンドにおいて、ラン

ス市の伝統料理である「肉のパイ包み」をご紹介いただいた。 

【ランス市のスタンド】 【肉のパイ包み】 

【ノートルダム大聖堂のスタンド】 【会場内の展示品】 


