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??? 

Gifting of the
Ranshō Garden to 

Ghent to celebrate the   
45th anniversary of           

twinning in 2016 

2016年に姉妹都市45周年
記念を祝うため、ゲントに濫觴

の庭の贈与



Relocation of the Ranshō Garden to the courtyard of the Blandijn (Ghent 
Univerisity) where students can enjoy it today

ゲント大学の中庭に移設され、今も学生たちに親しまれている



The Ranshō Garden is beautiful in any season

濫觴の庭四季を通して美しい

The red torii gate was gifted by the non-
profit organization Inari

イナリというNPO法人から鳥居の贈与



Students from Japanese Studies planting flowers in the Ranshō Garden
濫觴の庭に花を植える日本語学部の学生



Dragon from Ghent’s belfry on 
top of a post box in Kanazawa

金沢中央郵便局のポストの上にある
ゲント市の鐘楼ドラゴン



Concert of JAZZ-21 Youth Big Band from Kanazawa in Ghent in 2014 
2014年にゲント市で行われた金沢市のJAZZ-21ユースビッグバンドのコンサート



Ghent Youth Jazz Orchestra visiting Kanazawa 
and doing a jazz exchange with JAZZ-21 in 2015

2015年に ゲントユースジャズオーケストラが金沢を訪れ、
JAZZ-21とジャズ交流



Visiting the Citizen’s Art Center and performance of Kanazawa’s 
JAZZ-21 big band in 2017

2017年に市民芸術村を訪れた、金沢のJAZZ-21ビッグバンドの演奏



Summer Jazz camp in Kanazawa 
organized by a professor of the 
Royal Music Academy of Ghent

ゲント王立音楽院教授が
金沢サマージャズキャンプで指導



Ghentian bands 
(De Beren Gieren, 
Crossbones, …) 
performing in 

Kanazawa

金沢市でゲント市
のバンドの演奏

(デ・ベーレン・ギーレンや
クロスボーンズ等)



Japanese interns
learning how to make 
pastries with pastry

chef Joost Arijs

パティシエであるヨースト・
アレイス氏とペストリの
作り方を学ぶ日本人

インターン



Japanese interns
learning how to make 
pastries at Patisserie 

Damme 

ダッムという洋菓子屋で
ペストリの作り方を学ぶ

日本人インターン



Ghent participating in Kanazawa’s 
City World Food Festival in 2019

2019年に金沢で開催された「世界8
都市食の祭典」へのゲント市の参加



Chocolates from YUZU to promote the ‘Van 
Eyck year 2020 in Ghent’ at the City World 

Food Festival in Kanazawa

金沢市で開催された世界8都市食の祭典で
「 2020年にあるゲントのファン・エイクの年」

を宣伝するYUZUのチョコレート



Chocolatier Nicolas Vanaise 
from YUZU giving a workshop 

to Kanazawa citizens 

金沢市民にヴァネーズ・ニコラスさん
(YUZUのショコラティエ) のワークショップ



Drinking beer at the Belgian Beer Weekend in Kanazawa

金沢のベルギービールウィークエンドでビールを飲む様子



Delegation from Ghent 
taking part in the Belgian

Beer Weekend

ベルギービールウィークエンドに
参加するゲント市からの代表団



‘The Man Who Measures the Clouds’ 
made by Jan Fabre
ヤン・ファーブル 作『雲を測る男』

At Kanazawa 21st Century Museum
金沢２１世紀美術館で

At SMAK  - スマックという美術館で



Art Brut exposition of the Ghentian 
Dr. Guislain Museum in the 21st 

Century Museum of Contemporary 
Art in Kanazawa in 2020

2020年に、金沢21世紀美術館で
Dr.ギスラン博物館(ゲント市)の

所蔵作品が展示



Art residence of students from School of 
Arts at KAPO (Kanazawa Art Port)  

KAPO（金沢アートポート）での芸術学校の学
生のアートレジデンス



金沢マラソンへのゲント市
民ランナーの毎年の参加 -
沢市はゲント市からマラソン

の開催方法を学んだ

Yearly 
participation of Ghentian 
runners to the Kanazawa 

Marathon – Kanazawa 
learnt how to organize a 

marathon from Ghent 





2019

Participation to the Kanazawa Marathon in 2019
2019年の金沢マラソンへの参加



Football exchange: 
KAA Gent in Kanazawa 

サッカーの交流:
金沢市を訪ねたKAAゲント



Lectures and trainings given by KAA Gent youth coaches to youth coaches and 
young footballers of the Japanese football club Zweigen Kanazawa

KAAゲントのユースコーチが日本のサッカークラブツエーゲン金沢の
ユースコーチや若いサッカー選手に提供するレクチャーとトレーニング



The children’s play ‘Blue Bird’ written by Maurice 
Maeterlinck (a Ghentian) is very famous in Japan. In Ghent, 
the Blue Bird tree and Maeterlinck’s study can be visited. 

ゲント市出身のモーリス・メーテルリンク氏が書いた童話劇「青い鳥」は日本で
とても有名で、 ゲントでは、青い鳥の木とメーテルリンクの書斎を観光できる



Facebook messages with pictures and
videos during the corona crisis

コロナ禍での写真とビデオを使った
Facebookメッセージ



2021 – 50 years of coöperation
between Kanazawa and Ghent

with various activities to
celebrate

2021年ー金沢市とゲントの間に50年
の協力の記念活動



Facebook: series of videos showing 
50 years of exchanges and events

フェースブック：様々な動画が50年間の
交流とイベントを見せる



Online culinary exchange between
Nicolas Vanaise from YUZU and IGA 

ヴァネーズ・ニコラスさん (YUZUのショコラティ
エ)とIGAの間のオンライン料理交流



Opening of Publiek 
Park 

Kotoji lantern
decorated with 50 
ceramic wind bells

made by Clara 
Spilliaert

「Publiek Park」と
いう展覧会の開設式

スピリアールトクララ
（写真）が五十個の
セラミックの風鈴で

飾れた徽軫灯籠



Opening of the
exhibition

“The Other Japan”
「The Other Japan」

という展覧会が
開催された



Networking reception in 2021: 2 people 
were appointed ambassadors

of the Ghent-Kanazawa Supporters Club

2021年のネットワーキングイベントでゲン
ト・金沢サポーターズクラブの

大使に2人の学生が任命された



Online celebration for the 50th anniversary in 2021

2021年に姉妹都市提携の五十周年のオンライン記念式



Messages from our
partners during the
online celebration

オンライン記念式
にパートナーから
のメッセージ



Signing of the renewed MoU in 2021 
2021年に新たな合意書に署名


