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1971 – signing twin city agreement
1971年に、初めて姉妹都市協定が結ばれました。



• KOTOJI-TORO in Citadel Park

ゲント市・シタデルパーク内にある金沢市から贈られた琴柱灯篭

35th anniversary of the twinning



3 mayors from Ghent received the title of ‘Honorary citizen of Kanazawa’.

これまで3名のゲント市長に金沢名誉市民の称号が贈られています。



In 1976 a Honda factory started in Ghent. 

1976年にはホンダがゲント市で操業を開始しました。



Interesting sign…!

Here Honda factory is still located in our port in the Kanazawa-street.
ホンダは今もゲント市内にある「金沢ストリート」に拠点を置いています。



Dispatched CIR (Coordinator for International Relations)
from Ghent to Kanazawa

ゲントから金沢へ国際交流員の派遣

CIR Mr. Werner (center), working as an interpreter between
the mayor of Ghent, Mr Termont and the mayor of Kanazawa, Mr. Yamano
ゲント・テルモント市長と金沢・山野市長との間で通訳をする
国際交流員・ウェルナさん（中央）

CIR Ms. Sofie, teaching 
Belgian cooking
金沢でベルギー料理を
教えるソフィーさん



A sculpture from ‘The virgin of Ghent’ 
in kanazawa sister city park

金沢にある姉妹都市公園では、ゲント市から
贈られたマリア像を見ることができます

CIR Ms. 
Marlies

国際交流員
のマリスさん



You will find a dragon from Ghent on top of a post box in Kanazawa.

金沢中央郵便局のポストの上には、ゲントの鐘楼のシンボルであるドラゴンがいます！



ゲントのシティライトプランに
学ぶ石川城公園

Kanazawa was inspired by
the ‘City Light Plan’ of Ghent



Kanazawa marathon 金沢マラソン

Inspired by the ‘Gentloopt’ (Gent-runs) association, and invited 9 runners from Ghent.
金沢マラソンを開催するにあたって、ゲントのマラソンを参考にし、9人のランナーを招待しました。



‘The man who measures the clouds’

Kanazawa 21 Century Museum 

『雲を測る男』

By the Belgium artist, Jan Fabre 



Cultural Exchange



Culture – UNESCO CCN
ユネスコ創造都市ネットワーク

音楽

クラフト



Culture – Jazz-exchange

JAZZ-21, the youth big band of Kanazawa was invited
to participate in master classes and concerts in Ghent.
金沢の若者ジャズチームが、ゲントのコンサートに招待されました。



Culture – Jazz-exchange



Other exhibitions by artists from Ghent and from Kanazawa

ゲント市と金沢市 双方に関する展示



Culture – residential programs
居住空間に関するコラボレーション

Residentions @ CAAP-KAPO: KAPO (Kanazawa art Port) 
and CAAK (Centre for Art & Architecture)
- Artist Emi Kodama in 2012
- Artist Sarah Westphal in 2016
- Artist Lucie Ménard in 2019





• 150 years friendship 
between Japan –
Belgium

• 45 years friendship 
between Kanazawa –
Ghent 

• Many activities: 
www.stad.gent/kanazawa

Promotion
2016 – Year of Japan



The highlight of the Year of Japan was the celebration of the 45th anniversary of our twinning

姉妹都市45周年記念 (2016年)



A rakugo-show by a Japanese artist, Ichinosuke Shunputei

Many events were organized to celebrate the anniversary.
４５周年を記念して多くのイベントが開催されました。



‘Donated to Ghent: from Kimono to Samurai sword’
「着物から日本刀まで」

Cultural exhibitions 



A small reproduction of the exhibition is now showed in Ghent City Hall

展示のミニチュア版が今もゲント市役所に展示されています



MoU
a new Memorandum of Understanding, a cooperation 

agreement, between our cities, for the next 5 years (2016)



MoU
a new Memorandum of Understanding, a cooperation 

agreement, between our cities, for the next 5 years (2016)

姉妹都市提携４５周年を記念し、
若者の交流促進や既存の分野に
とらわれない新たな分野での
交流について協定を結ぶ（２０１６年）



Internship Patissier from Kanazawa

Japanese youngsters followed internships at fine patisseries 
in Ghent: Joost Arijs and Patissier Damme

金沢の学生がゲントのショコラティエで
インターンとして働いていました。



We celebrated the 45th anniversary with a cake from the famous patissier 
Joost Arijs where a woman from Kanazawa followed internship

姉妹都市友好４５周年を、金沢の学生がインターンをした
ゲントのパティシエのケーキで祝いました。



University exchange
大学間交流



University exchange
大学間交流



Officially opened at Ghent University in 2015
2015年 金沢大学ゲント事務所設置



Ghent Floralies 2016

Ransho-garden from Kanazawa 



Ghent Floralies 2016
5年に一度開催される花の祭典「ゲント・フロラリア」に、ベルギーと日本の友

好１５０周年を記念して、金沢市から日本庭園が出展されました。



King Filip and Queen Mathilde visited the Floralies
and the ransho-garden of Kanazawa.

フィリップ国王とマチルダ王妃がこの祭典に出席され、

金沢の濫觴の庭をご鑑賞になりました。



Moved to Ghent University
Moved to Ghent University

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ます



Student from Japanese Studies planting flowers
日本語学部の学生が花を植えています



Belgian Beer Weekend in Kanazawa in 2017
金沢ベルギービールウィークエンド in 2017



Moved to Ghent UniversityPresentation by Ghent University students in Kanazawa
ゲント大学からの留学生によるプレゼンテーション in金沢



Art exchange program from Kanazawa University
ゲントの芸術文化を学ぶ短期留学プログラム



Art exchange program from Kanazawa University
ゲントの芸術文化を学ぶ短期留学プログラム

Lecture on Flemish Art
フランドル絵画の講義



Art exchange program from Kanazawa University
ゲントの芸術文化を学ぶ短期留学プログラム

At MSK（Museum for Fine Arts)
STAM 博物館の見学



Art exchange program from Kanazawa University
ゲントの芸術文化を学ぶ短期留学プログラム

In front of Ghent University
ゲント大学前にて


