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令和４年１２月１２日（月） 

○ランス・オペラ座視察 

■対応者 ロラン・トロシャン 事務局長 

       トーマス・ニューエン 指揮者 

   ランス・オペラ座では、ロラン・トロシャン事

務局長及び指揮者のトーマス・ニューエン氏

にご対応いただいた。 

ランス・オペラ座は、ランス中心部ノートル

ダム大聖堂の付近に位置するランスの文化

的シンボルである。 

１８７３年に開館したが、第一次 

世界大戦中の１９１４年に一度崩壊

している。その後、１９３０年代にア

ールデコ建築で再建され、現在に

至る。なお、ホールは４階建てで、

座席は馬蹄形に配置されていた。

また、収容人数は８００名程になっ

ているとのことである。 

【ロラン・トロシャン事務局長】 

【劇場ホール内】 

◀【音波の楽器（説明する人物はトーマス・
ニューエン氏）】 

 ・チェロ奏者のマルティノ氏が創作した

もの。チェロの音色とラジオの音波を

混ぜ合わせた音を奏でられる。 



21

  トーマス・ニューエン氏の舞台

においては、現在、環境保護を意

識した作品を製作しており、例え

ば、小道具や衣装などは、今ある

ものを活用するなど、新しい素材

からものをつくることを極力避け

ている。また、来場者に対しても、

オペラ座には公共交通機関など

を利用していただくような取り組

みを推進しているとのことである。 
【ホール内での説明】 

【エントランスホール】 【ホール出入口付近の通路】 
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次 第 

１ ランス大聖堂コーラス隊によるウェル

カムソング 

２ ランス市長挨拶 

３ 名古屋市長挨拶 

４ ランス大聖堂コーラス隊による日本

の歌 

５ フランス語による宣言書の読み上げ 

６ 日本語による宣言書の読み上げ 

７ 宣言書へのサイン 

８ ランス大聖堂コーラス隊によるフラ

ンス国歌 

９ 名古屋市会副議長祝辞 

10 在フランス日本国大使館中野一等

書記官祝辞 

１１ クリスマスソング 

○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 

■場  所 ランス市役所 ２階セレモニーホール 

■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 

       中野賀枝子 在フランス日本国大使館一等書記官 他多数 

   ランス市役所２階セレモニーホールにおいて、河村たかし 名古屋市

長、アルノー・ロビネ ランス市長の両市長による姉妹都市提携５周年記

念宣言書の締結式に出席した。 

   締結式では、アルノー・ロビネ市長、

河村市長が挨拶した後、両市長によ

る宣言書へのサインが行われた。そ

の後、名古屋市会代表として、祝辞

を述べ、中野 在フランス日本国大使

館一等書記官からも、祝辞が述べら

れた。このほかにも、ランス大聖堂コ

ーラス隊によるウェルカムソングやフ

ランス国歌（ラ・マルセイエーズ）など

の斉唱が行われた。 

   また、締結式終了後、同セレモニー

ホールで、ランス市主催のもと開催

された昼食会に出席し、交流を行っ

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） 

   ランスの聖歌隊の皆様、素敵

な歌をありがとうございました。 

親愛なる名古屋市長、ランス

副知事様、グランランス会長様、

【アルノー・ロビネ市長】 
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ランス市会副議長様、名古屋市会副議長様初め関係者、そして友人の

皆様、本日、我々は名古屋市との姉妹都市提携の更新のため、このよう

に、皆様にお集まりいただきました。 

我々両都市の協力関係は、２０１７年１０月に名古屋市で、そして翌２０

１８年５月にランス市で協定を調印したことにより固く結ばれました。※ 

この協定は、世界に広がる二つの都市が高等教育、文化、経済、環境、

スポーツの様々な分野で相互発展していくための戦略的なパートナーシ

ップでもあります。この魅力的でダイナミックな二つの都市のパートナー

シップは、瞬く間に誠実で深い友情へと発展してまいりました。 

そしてこの度、名古屋

市公式代表団の方々の

ランス市訪問を心から歓

迎したいと思います。５

周年となる、ある意味、

木婚式をこのようにお祝

いできることをとても喜

ばしく思っております。 

歴代フランス王の戴冠式を行ってきたこの聖なるまちランス市は、と

かく日本文化を好きな経緯もあり、ランス市青年協議会と名古屋市の

高校生との交流、または、姉妹友好都市児童書画展への参加などを通

じ、相互の尊敬と称賛に基づく友情を育み、その関係を深めてまいりま

した。 

芸術と歴史に富んだランスと名古屋の両都市は、それぞれの国の習

慣と過去を代表し、伝統と遺産の大切さを噛みしめながら、常に隣り合

い寄り添い、明日への大きな課題と社会の進化に立ち向かう熱意を有

しております。 

ランス・ノートルダム大聖堂と名古屋城は二つの都市の真の遺産であ

り、我々が手を取り合って、昇華し続ける意思で結ばれた両都市の真の

宝と言えるでしょう。もちろん、２０世紀を代表する、日本人画家レオナ

ール・フジタ、すなわち藤田嗣治の優美さに触れたランスのまちは日が

昇る国、日本に近づくことを運命づけられているようにも思えました。日

【お祝いのメッセージ】 

※ …２０１８年５月はランス市で開催された姉妹都市提携記念式典のこと。 
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本の天才画家が描いたフレスコ画で飾られたフジタ礼拝堂はランス市が

誇る遺産でもあります。 

ランス市は日本のどこの都市とも姉妹都市提携をする運命にあった

わけではありません。それは名古屋でなければならなかったのです。名古

屋であるべきだったのです。名古屋市と我々は兄弟です。名古屋しか考

えられなかったのです。 

ランス市と名古屋市の友好関係を永続させるために、今後も惜しまな

い努力を注いでまいります。 

名古屋万歳、日本万歳、ランス万歳、そしてフランス万歳。 

ありがとうございました。 

 ◆名古屋市会代表 挨拶（概要） 

ボンジュール、トゥット ア トゥース。（皆さん、こんにちは） 

ジュ スィ ノブオ コンバ レ ヴィシ プレジドン ドゥ コンセー 

 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） 

ただいま、名古屋市とランス市

の姉妹都市提携５周年記念宣言

書の締結が行われましたこと、誠

におめでとうございます。 

先ほどは聖歌隊の皆様のクリ

スマスソング、そしてラ・マルセイ

エーズを歌っていただきました。

私も音楽を少しやっておりました

ので、このクオリティの高さは本

当に素晴らしく、とても心が洗われ 

るようで、本当にありがとうございました。 

名古屋には、名古屋グランパスというサッカーチームがあり、グランパ

スサポーターが歌う応援歌にラ・マルセイエーズがあります。 

これは、ついこの間まで、イングランド・プレミアリーグのアーセナルで

【祝辞の様子】 
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ヘッドコーチをされていたアーセン・ベンゲル氏が、その前に、名古屋グ

ランパスの監督をされており、フランスの選手もチームに在籍していたた

め、チームの団結と戦うという思いを込めて、ラ・マルセイエーズを応援

歌として歌っていました。そういう意味でも、名古屋を愛する人たちにと

って、ラ・マルセイエーズは、勇気を与える歌として、今も同じような気持

ちで歌われております。 

ぜひ皆様、２３０万人を超える友人ができたと思っていただき、名古

屋にお越しいただきたいと思います。 

   最後になりますが、本日から、また新たなランス市と名古屋市の友情

の絆ができました。私は、５年も 10 年も 20 年も前から、ランス市の皆

様とお友達になっている気持ちでおりますので、ぜひ皆様、名古屋に遊

びに来てください。そして、名古屋市民との交流を深めていただきます

ことを祈念いたしまして、本日のお祝いの言葉とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

【宣言書締結の様子】 

【昼食会の様子】 
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○サンレミ聖堂・美術館視察 

■対応者 聖堂ガイド ポール・バリー氏 

ベネディクト・エルニー サンレミ美術館館長 

ジョルジ・マニエ ランス美術館館長 

サンレミ聖堂では、聖堂ガイドの

ポール・バリー氏にご対応いただい

た。 

サンレミ聖堂は、第一次世界大

戦中の１９１８年に、砲撃を受けて、

屋根やステンドグラスも全焼してい

る。その後、建築家のドヌー氏によ

り復興、再建工事が開始され、およ

そ４０年の年月を掛け、１９５８年に

完成した。 

サンレミは５３３年に９６歳で亡く

なったと言われており、死後１５００

年近く経過している。聖堂内にサン

レミの墓が建てられており、ご遺体

の一部が埋葬されている。 

１９４６年に、棺を開閉した際に、

人骨の存在が確認でき、分析した

結果、身体が大きく、長く生きた人 

物の骨であることがわかり、埋葬されている方がサンレミである可能性

が高まったとのことである。 

また、藤田嗣治とサンレミ聖堂とのかかわりについて、記録が残って

いる。それによると、１９５６年に、藤田画伯が友人であるジョルジュ・プ

ラド氏とともにサンレミ聖堂を訪問され、深い感銘を受け、このことを契

機として、藤田画伯は、その後、キリスト教へ改宗されたとのことであ

る。 

【サンレミ聖堂 外観】 

【ポール・バリー氏（右）】 
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サンレミ美術館では、ベネディ

クト・エルニー サンレミ美術館

館長及びジョルジ・マニエ ラン

ス美術館館長にご対応いただい

た。また、当日は、アルフレッド・

ジェラール財団の代表者である、

ジョン・ポール・ヴェルゾー氏もお

越しになられた。 

サンレミ美術館はランスの歴史のうち、１６世紀まで

の作品等を主に収蔵している。なお、１６世紀以降の作

品はランス美術館に収蔵されているとのことである。

美術館側についても、第一次世界大戦中に砲撃を受け

一部損壊したが、全焼はしていない。２０世紀に入り、

聖堂の修繕を行った後、復元している。 

もともとは、修道院として、また２０世紀初期は病院

として利用されていたが、１９７０年代に、ここを美術館

として活用する方針が立てられ、１９８０年に美術館と 

してオープンされた。 

【光の王冠】 

※周りを飾るろうそくは９６本 

（サンレミが９６歳で亡くなったため） 

【サンレミのお墓】 

【サンレミ美術館 外観】 

【ベネディクト・エルニー館長】 
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美術館として、活用していくに

あたり、館内の順路を見直すなど

して、利用者が見やすい施設に改

修している。 

なお、サンレミ美術館では、ラ

ンス出身の実業家、アルフレッド・

ジェラール氏（1837 年～１９１５

年）がランス市に寄贈した日本の

仏像や武具類などのコレクション

を、１２月の名古屋市訪問にあわ 

せて、特別展示しているとのこと 

である。 

 アルフレッド・ジェラール氏がランス市に寄贈し

たコレクションは１２００点にも及んでおり、また、

同氏は、給水事業等でもランス市に貢献された

方であるため、美術館側としては、いずれ、生い

立ちを含めて、同氏の膨大なコレクションをお見

せする機会を設けたいと考えている。新しい美

術館において、藤田嗣治の作品とともに貴重な

作品を披露することも検討されていた。 

【修道士たちが懇談していた場所】 

※部屋が広いため、現在は説明スペー

スとして活用されている。 

【ヴェルゾー氏（右）とアルフレッド・ジェラール氏

の寄贈したコレクション（後ろの棚）】 
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○姉妹都市児童生徒書画展・山王中学校との交流事業視察 

■場  所 シュマン・ベール・コミュニティセンター 

■対応者 バンサン・マルク コミュニティセンター館長 

   名古屋市では、姉妹友好都市提

携事業の一環として、例年、姉妹

友好都市と、市立小中学校の児童

生徒の絵画及び書画作品を交換し

て展覧会を開催しており、ランス市

にも、名古屋市の児童生徒の作品

を送付している。 

山王中学校との交流事業とは、令

和４年７月に、姉妹都市提携５周年 

記念事業として開催された「名古屋

市×ランス市 オンラインアートワー

クショップ」において、名古屋市立山

王中学校美術部員とランス市の児

童生徒とで実施したアートを通した 

オンライン交流事業のことである。 

その際に、名古屋市の生徒が、ランス市のアーティストから作品を制

作する際のテクニックについてアドバイスを受けており、そのアドバイス

をもとに描いた作品が、今回、ランス市に送付されている。 

シュマン・ベール・コミュニティセ

ンターでは、バンサン・マルク コミ

ュニティセンター館長にご対応いた

だき、名古屋市からランス市に送

付された児童生徒の展示作品を見

学した。その後、オンライン交流事

業に参加したランス市の児童生徒

やその保護者等と交流を行った。 

【姉妹都市児童生徒書画展 作品】

【山王中学校との交流事業 作品】

【バンサン・マルク館長（右）】
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   シュマン・ベール・コミュニティ

センターで作品を展示する理由

として、年末年始に、演劇や映画

などを観賞するために、同センタ

ーに子どもたちが多く来場する

ことや、冬休みが２月に始まるこ

とを挙げており、多くの子どもた

ちが他国の子どもたちの作品に

触れ、他国への関心・理解を深め

てもらうことができるよう考えたとのことである。こうした経緯から、作

品展示期間も令和４年１２月～令和５年２月までを予定している。 

なお、山王中学校との交流事業

においては、ランス市側でも作品

を制作しており、その作品は、令和

４年１１月に名古屋市博物館で開

催された「第４４回姉妹友好都市

児童生徒書画展」で展示されてい

る。 

＜シュマン・ベール・コミュニティセンター＞ 

第一次世界大戦で壊滅的な被害を受け、経

済回復や労働力の確保が喫緊の課題とされて

いたランスにおいて、住環境整備の一環として、

労働者等がリフレッシュできる憩いの場として設

立された。会議室のほか、劇場や試写会として

の機能も有している。子どもから高齢者まで幅

広い世代に利用されている。周辺には、住宅（６

３０戸）や教会もあり、一つのコミュニティが形成

されている。

【ランス市の児童生徒等との交流】

参考【オンライン交流事業におけるランス市児童生徒の作品】 

（第４４回姉妹友好都市児童生徒書画展にて） 
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○ランス市議会表敬訪問 

■場  所 ランス市役所１階 議場 

■対応者 アルノー・ロビネ ランス市長 

ランス市議会 

   ランス市役所の議場において、ランス市議会を表敬訪問した。 

最初に、アルノー・ロビネ ラン

ス市長より、午前中に行われた

姉妹都市提携５周年記念宣言書

の締結についてご紹介が行われ

た後、河村市長とともに、それぞ

れ挨拶を行った。 

   なお、名古屋市会代表の挨拶

の概要は次のとおりである。 

◆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) 

ランス市議会の皆様におかれま

しては、私たちを温かく迎え入れて

くださいまして、心から感謝申し上

げます。そして、この素晴らしい議

場でご挨拶をさせていただく機会

をいただけましたことを心から感

謝申し上げますとともに、光栄に

思います。 

私たち一行は、先日、サッカーＷ 

杯で、フランス代表が勝利した日に 

このランス市に入りました。サムライブルーの日本代表は敗退してしまい

【ランス市議会 議場】

【挨拶の様子】
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ましたが、フランス代表にはぜひ優勝してもらいたいと思っています。 

さて、先ほど、ロビネ市長さんからお話がありましたように、今年でラ

ンス市と名古屋市が５周年を迎えました。私自身のことで申し上げれば、

ランス市には、コロナ禍以前から訪れており、今回で３回目の訪問となり

ます。 

ランス市の皆様には、名古屋に

２３０万人を超える友人ができた

と感じていただきますように、ぜ

ひ名古屋にもお越しいただいて、

文化、学術交流等含めまして、名

古屋市民と交流していただけれ

ばと思います。名古屋にお越しに

なることを楽しみにお待ちしてお

ります。 

最後に、ランス市の皆様と名古屋市の皆様との交流がさらに深まるこ

とを心から祈念を申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきま

す。 

メルシー。 

【ランス市議会 議場】
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令和４年１２月１３日（火） 

○サッカースタジアム視察 

■場  所 オーギュスト・ドローネ・サッカースタジアム 

■対応者 ケビン・ボナール スタジアムマネージャー 

   オーギュスト・ドローネ・サッカースタジアムでは、スタジアムマネージャ

ーのケビン・ボナール氏にご対応いただいた。 

   このスタジアムは、ランス市所有の

施設であり、プロサッカークラブ、ス

タッド・ランスのホームスタジアムで

ある。２０１９年には、女子サッカーＷ

杯も開催された。 

１９３２年に建設され、１９３４年に

完成。当時は自転車競技もできる施

設だったが、現在はサッカー専用ス

タジアムとなっている。 

なお、ゴールラインテクノロジー

をフランス国内で初めて導入した

スタジアムとのことである。収容人

数は約２１０００人。芝は天然芝（グ

ラウンド内）と人工芝（ベンチ付近）

の両方を用いている。ランスは非常

に寒く、芝が育たないため、暖房器

具を使用して芝を育てている。 

   プレスルームには、記者席を９０席

設けている。Ｗ 杯などの大規模な試

合が開催される際は、２００席ほど必

要となるため、特設台を設置して増

席するなどの対応をしている。 

【オーギュスト・ドローネ・スタジアム】

【ヒーター（黄色） 芝を温めている】

【プレスルーム】 

※右から２人目がボナール氏 
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    観客席にはＶＩＰルームが３２室

用意されており、合計４００人の収

容が可能。企業によっては、部屋

料を支払い、１部屋を長期間借り

ているところもある。 

 また、クラブオーナーの専用ルーム

も２室設けており、試合前に対戦クラ

ブのオーナーとの懇談や出場選手の

激励などを行う場として使用されて 

いる。 

○トレーニングセンター視察・昼食会 

■場  所 レイモン・コパ・トレーニングセンター 

■対応者 ジャン・ピエール・カイヨウ スタッド・ランス会社社長 

ディディエ・ペラン スタッド・ランス協会会長 

ピューゾフ スタッド・ランス広報担当 

   レイモン・コパ・トレーニングセンタ

ーは、プロサッカークラブ、スタッド・

ランス所有の施設である。 

施設名である「レイモン・コパ」とは、

かつて、スタッド・ランス黄金期を支

え、欧州最優秀選手賞（バロンドール）

など数々の賞を受賞したフランスを

代表する偉大な選手のことである。 

【オーナー専用ルーム】 

・このスタジアムに来たクラブチーム  

のエンブレムが一部飾られている。 

【トレーニングセンター 外観】 

【ＶＩＰ ルーム】
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   トレーニングセンターでは、スタッド・

ランス広報担当のピューゾフ氏にご対

応いただいた。その後、スタッド・ランス

主催のもと開催された昼食会に出席し、

ジャン・ピエール・カイヨウ スタッド・ラ

ンス会社社長、ディディエ・ペラン スタ

ッド・ランス協会会長はじめクラブ関係

者との交流を行った。 

このトレーニングセンターでは、 

スタッド・ランスに所属する、男女の

プロ選手のほか、各年代から選抜

されたジュニア選手が練習を行っ

ている。敷地面積は３３００㎡、コー

トは１６面整備されており、フランス

では、大規模のトレーニング施設と

なっている。 

また、遠方からくるジュニア選手のため、寮も完備されているほか、ラ

ベル・プリスティージュという教育施設にもなっており、ジュニア選手たち

は、学校に通わず、ここで授業を受けることも可能とのことである。 

なお、クラブ運営については、スタッド・ランスの会社と協会が半々で

運営しており、会社側がプロチーム、協会側が女性チームとユース年代

のチームの運営を行っている。 

【昼食会にて スタッド・ランス関係者との記念撮影】 

※左からペラン会長、カイヨウ社長、アブデルハミド選手 

【ピューゾフ氏（中央）】 

【選手の寮】 
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○ランス・シャンパーニュ・アルデンヌ大学（ＵＲＣＡ）訪問 

■対応者 クリストフ・クレメント 副学長はじめ大学関係者 

       パトリシア・ドゥリン グラン・ランス副会長 

   ランス・シャンパーニュ・アルデン

ヌ大学（ＵＲＣＡ）では、クリストフ・

クレメント副学長、パトリシア・ドゥ

リン グラン・ランス副会長とご挨

拶を行った後、大学関係者との交

流等を行った。 

また、ＵＲＣＡと名古屋市立大学

（ＮＣＵ）は学術・人的交流、教育・

研究交流において、平成３０年１１

月に大学間交流協定を締結してお

り、今回の訪問にあたり、ＮＣＵ か

ら河村市長がお預かりした親書を

ＵＲＣＡ にお渡しする場面に同席し

た。 

ＵＲＣＡ には、主に、シャンパーニ

ュ・アルデンヌ地域（ランス、シャロ

ン・アン・シャンパーニュ、シャルル

ヴィル・メジエール、トロワ、ショー

モン）の学生、約２７０００人が在籍

している。大学が地域活性化の原

動力となっており、大学からこの地

域に約６５００名の雇用が生み出さ

れ、その経済効果は年間で２億５５００万 

ユーロ以上になっているとのことである。 

【ＵＲＣＡ 外観】 

【ＮＣＵ からの書簡のお渡し（左２人目から 

ドゥリン副会長、クレメント副学長）】 

【懇談の様子】 
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また、ＵＲＣＡ はワイン醸造においてマスターの資格を取得できる機関

にもなっており、この地域のワイン製造業やワインに携わる方々を育成し、

地域のネットワークを形成していく役割を担っている。 

様々な大学と学術等の分野で

連携しており、日本では、ＮＣＵ

のほか、名古屋大学や明治大学

とも協定を締結している。ＮＣＵ

とは、５周年を契機として、さら

な る 交 流 の 強 化 に 向 け て 、

ＵＲＣＡ の学長が２０２３年春に

名古屋に訪問することで現在、

調整を行っているとのことである。 

医療分野等における学生間の交流 

なども検討されていた。 

＜ＵＲＣＡ 内の施設＞ 

【講堂】 

・１９７０年代に建設された大学のシン

ボル的な建物。 

・主に経済学部の講義で使用されてお

り、７００人の収容が可能。 

【図書館】 

・名称「ロベルト・ソルボン」。１３世紀の

この地域から輩出した神学者の名前。 

・２００６年に新設。 

・カフェテリアや展示スペースを併設。 

・インターネット接続端末が１００台、グ

ループワーク専用の部屋もあり。 

【ＵＲＣＡ―ＮＡＧＯＹＡ ＣＩＴＹ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ】 

（ＵＲＣＡ の資料より） 
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○姉妹都市提携５周年記念レセプション・夕食会 

■場  所 シャトー・ド・サシー 

   ランス市主催のもと、姉妹都市提携５周年を記念し開催されたレセプ

ション・夕食会に出席した。ランス市側からは、アルノー・ロビネ市長はじ

めランス市関係者、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、このほか姉妹都市交流行事にご参加・ご協力いただいた関係者

が出席された。 

   レセプション・夕食会では、アルノー・ロビネ市長から、今回のランス市

訪問における謝辞が述べられた。その後、乾杯を行い、各自、意見交換・

交流を行った。 

【姉妹都市提携５周年記念レセプション・夕食会の様子】 
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令和４年１２月１４日（水） 

○在フランス日本国大使館表敬訪問 

■対応者 安東 義雄 在フランス日本国大使館臨時代理大使 

       中野 賀枝子 在フランス日本国大使館一等書記官 

畑中 雄貴 在フランス日本国大使館一等書記官 

   在フランス日本国大使館において、安東

義雄 臨時代理大使を表敬訪問した。なお、

訪問当日は、安東臨時代理大使のほか、中

野一等書記官、畑中一等書記官もご同席

された。 

   今回の表敬訪問では、河村市長ととも

に、名古屋市とランス市の姉妹都市提携５

周年記念交流行事についてのご報告等を行った。 

その後、安東臨時代理大使らとともに、食文化をはじめとするフランス

事情について意見交換した。 

  懇談の最後には、今後の姉妹都市交流の引き続きのご協力をお願い

した。 

【安東臨時代理大使】 

【意見交換の様子】 【安東臨時代理大使（中央）と 

中野一等書記官（左）との記念撮影】 
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お わ り 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、フランス

共和国ランス市及びパリ市における表敬訪問、姉妹都市交流行事への参

加は、関係者の多大なご協力を得て、無事終えることができた。 

ランス市では、姉妹都市交流行事として、クリスマスマーケットオープニ

ングセレモニーやフジタ礼拝堂をはじめとする多くの視察先等をご用意い

ただき、様々な方々と交流を行った。訪問先においては、関係者の皆様よ

り温かくご歓迎いただくとともに、お会いした方々からは、今後の名古屋市

との交流についての思いを聞くことができ、名古屋市との姉妹都市交流に

対するランス市側の熱量を肌で感じることができた。 

また、姉妹都市提携５周年記念宣言書締結式では、アルノー・ロビネ ラ

ンス市長から「ランス市と名古屋市の友好関係を永続させるために、今後

も惜しまない努力を注ぐ」旨の言葉をいただき、今後一層交流が活発にな

ることについての大きな期待を感じることもできた。 

このほか、パリ市では、安東 在フランス日本国大使館臨時代理大使を

表敬訪問し、今後のランス市との姉妹都市交流へのご協力をお願いした。 

今後、ランス市側が、姉妹都市交流のため来名する機会も多くあると思

われるが、より幅広い分野で交流が進展し、両市の友好関係が一層深まる

よう、名古屋市会としても、熱意を持って、姉妹都市交流事業に臨んでま

いりたい。 

最後に、今回の派遣に伴う国際交流に対して、多大なご尽力を賜った関

係者すべての方々に心から感謝申し上げる。 


