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Mayor Oue, Councillors urd uhcr Distioguishcd Gucss

0n hhalf of tlrc poplc of Crmhidge I ertcnd to you rll, wumest grcttings and say how vcry

happy Inm b h herc on this imprunt oansion. thank you for hc invituion to bc herc to sharc

this ctlebration and forcvcry{hing you have donc to makc us fccl so wdcomc.

Ttrc pcoplc of Bihom and Cambridgc havc cnjoycd a growing tricndship sincc thc visit to

Camhidgc by hofCIsor Masaharu Ymali in 1993 md thmugh his dram this nlationship hu

flourishcd. I hlieve it is important to mention hil Pro(essor Yamati's initialcontrct in &mbridgc

was with Mrs Gdl Trou$ton, a mcmhr of 0is first officid dclcgation to Bihom. Also hcrc arc

Mrs Barbara Turnaki who is r mcmber of thc Council and Cmbridgc Community Bord. Also Ml

Rcg Procter who is thc Dcputy Chairmm of tlrc Crmbridgc Commuoiry Boud and his wife Isabel,

and Mr Munay Muwcll, Conmunity Liaison Manager, who hu bccn hcrc hforc urd hat done

much of thc orgarisation for this trip for us.

ln 1994 Cambridge wdcomd th lirst visit of Bihoro poplc which I undcrstutd lcd to tlrc

formation of pur Bihoro New Zraland Fricndstrrp Socicty involvcd in encouraging fncndly

cxchangcs hnveen our lown.\ Cambridgc too hu rcccndy formd,r Cambridgc Biboro Fricndshrp

Socicry and it is our intcntion to involve wrdcr intercst by $c Community in thrs wondcrful

lriendship that is developing with pople of Bihoro.

Studcnt crcharges, which rvc trlicve arc thc foundation of on going sistcr town rclationships

commenctd in August 1994 with thc first visil of srudents from Bihoro. Thc following year

Cambridgc studcn{s visircd Bihoro I linow that thcsc visits have cemcnled lifclong fricndships

bctwccn thc studcnts of both our countricr with tlrc discovcry of ncw cultua and thc rcalisrtion

lhat ficy hrvc many intcrals in common.

Those who havc bccn lbnunac to visit Bihom hforc us havc tcnnrke/ on thc similrrity htwan

our lowns: the richncss of tk agriolrurrl hintcrland: ttrc physicd hauty of your lown ud

sunonnding ara which must surely h an rnru(on to many visitors; and abovc all thc fiicndship

cxtendcd by Bihoro pople. Canbridgc so&nts who hrvc cxpricnccd lifc in your homes havc

hcn overvhclmcd by your horpitulity. lt rcquircs a littJc coragc to opcn your homcs to flranters

from arothcr counuy rnd arodu culturc and I comocnd you lor your fricndship and gcucrosiry.

It is indccd a privilcgc for us to h pasent not only to putrcipatc in this sistcr town signing

cqrmony but also to join wirh you in th I l()t Annivenuy &lchations of Bihoro's cxislcnce.

Canbridgc is indccd fonunatc to have fonnd this fricnrlship with such wondcrful pcoplc.

lVc uc dclightcd to h lrcrc todry to trkc parl in this uniquc occrsion ud we thutli you for pur

gcncnus hospitrliry to us dl and look fward to nciprocating whcn pu ncxl comc lo Nelv

Zcalrnd. lt gives rnc grcal plcasrrc lo oiicially sig md so slrtngthcn thc lics htrccn oul hwns

md countria. Iapan is r vcry imprtant frading paltnu for us in Ncw &elurd and thc-rc liar opn

more commercid opponunides for us dl.

I wur to wish you Mayor Ouc all thc vay bcst in thc frrturc for your toum and your pcople and

thank pu for inviting us herc on this significant occuion.

'fta* you

John Hewitt

Mayor

大上町長、町議会議員並びにご出席の皆様

ケンブリッジ町民を代表いたしまして心よりお祝い申し上げます。今回の重要な式典に出席させていただけま

すことは誠に光栄に存じます。この喜びを分かち合う機会にご招待 くださいましてお礼申し上げますとともに、

私達を温か く迎えてくださり感謝しております。

1993年 八巻教授のケンブリッジ訪問から始まった友好関係を、私達、美幌町民、美幌町民とケンブリッジ町民

で築いてきました。八巻教授の夢としてその友情はついに花開いたのです。八巻教授のケンブリッジでの最初の

コンタクトは今回初の美幌公式訪問団員でもあるゲイル・ トルー トンさんであったことを皆様に知っていただき

たいと思います。また、今回の訪間団にはケンブリッジ地域評議会、並びに議会議員であるバーバラ・タラナキ

さん、ケンブリッジ地域評議会副会長であるレグ・プロクター氏、そして妻であるイソベルさん、また今回の訪

間に関しての手配等をしていただき、美幌には数回来町していますケンブリッジ町の総務課長であるマレイ・マ

ックスウェル氏が含まれております。

1994年 にケンブリッジ町では最初の美幌訪問団を受入れました。それが両町の友好親善を積極的に促す役割を

果たしている美幌・ニュージーランド友好協会の発足のきっかけとなったと解釈しております。ケンブリッジで

も最近になりましてケンブリッジ・美幌友好協会を発足し、美幌町民と共に育んでいる素晴らしき友情について、

地域 ぐるみで様々な角度から関心を高めることを主旨としています。

以前に幸運にも美幌を訪れたことがある人達は両町間に共通しているところがあると感想を述べていました。

農業に適した肥沃な土壌、大勢の観光客を引きつけるであろう町並みや近郊の美しさ、更には美幌町民によって

深められた友情。美幌でのホームステイを経験したケンブリッジの学生達は皆様から愛けたお心遣いに感激して

おりました。外国出身、異文化で育った見知らぬ者を家に招き受け入れるということは少しばか りの勇気が必要

だと思います。皆様の友情、そして寛大なるご厚情は絶賛に匹敵するものです。

この姉妹都市提携の調印式への参加のみならず美幌町 110年記念を共に祝賀することが出来まして非常に光栄

に存じます。ケンブリッジがこのように素晴らしい人々と友好関係を築 くことができたことは本当に幸運だと思

います。

この席に今 日臨席させていただき光栄に思っています。また、寛大なるご厚意にも感謝申し上げます。次回ニ

ュージーランドヘ訪問される際にはお返しをさせていただきたいと思います。正式調印に臨むことができ、両町、

両国の絆がより強いものとなることと心よりお喜び申し上げます。日本はニュージーランドにとって大変重要な

貿易国であり、この提携によって商業的な機会がより増えることと思います。

大上町長、また町民の皆様のご健勝とご多幸、ならびに美幌町のご発展をご祈念申し上げますとともにこの記

念すべき機会にご招待いただきまして心よりお礼申し上げます。
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