
ウィルソンビル市訪問団あいさつ 

 

ウィルソンビル市長  ティム・ナップ 

 

アメリカ合衆国オレゴン州ウィルソンビル市長のティム・ナップです。ウィルソンビ

ル市民を代表いたしまして、ごあいさつ申し上げます。喜多方市とウィルソンビル市と

の姉妹都市交流 25 周年の記念すべき年に、この美しい喜多方の地を訪問できたことを、

とても嬉しくそして光栄に思います。 

この度は我々ウィルソンビル市訪問団をお迎えくださいまして、心から感謝いたしま

す。この式典にご参列の皆様、そして喜多方市の皆様から、本当に素晴らしく温かい歓

迎を受け、感激しております。 

ウィルソンビル市の人口は約 21,000 人です。ウィルソンビル市はポートランド大都

市圏（オレゴン州ポートランド市を中心とした、オレゴン州とワシントン州にまたがる

都市圏）に属し、そこはオレゴン州で一番人口が集まる地域です。また、ウィルソンビ

ル市は州都セーラム市に近い場所に位置します。 

ウィルソンビル市は、かつては小さな農業の町でした。しかし過去 20 年の間に、オ

レゴン州の中で最も急速に成長した都市の 1 つです。1990 年以降、7,000 人だった人口 

が 21,000 人に増え、過去と比べ３倍になりました。また、主要高速道路沿いに位置し、

現在、多くの産業と多様な経済が発展しております。特にハイテク製造業とソフトウェ

ア開発企業の発展が著しいです。ポートランド市と州都セーラム市に近く、多くの雇用

機会に恵まれ、素晴らしい公立学校のシステムが構築されており、農場や公園も多く、

美しい自然環境が整備されていることから、ウィルソンビル市はとても人気のある市で

す。 

この姉妹都市交流は喜多方市とウィルソンビル市の両市にとって、そして私にとって

も、私の家族にとっても、とても重要な交流だと考えております。私の家族は 1994 年

と 1995 年に喜多方市から訪れた学生のホームステイを受け入れました。また、私の娘

シャーリーンは、1994 年に行われた第 1 回ウィルソンビル小学生訪問団に団員として

参加し、喜多方市を訪れました。 

今後、両市の交流関係がますます深まり、次の 25 年後に迎える周年事業で再び喜多

方市を訪れ、両市民間の親善、相互理解をさらに深め合うことができるよう、期待して

おります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

Mayor of the City of Wilsonville  Tim Knapp speech. 

 

Welcome Remarks 

I am Tim Knapp, Mayor of the City of Wilsonville in the state of Oregon. 

On behalf of the citizens of Wilsonville, I am most honored and pleased to visit the 

beautiful City of Kitakata on the 25th Anniversary of the Kitakata-Wilsonville 

Sister City relationship. 

I sincerely thank you for the wonderful hospitality bestowed upon our delegation 

from Wilsonville. You, the people of Kitakata, are wonderful hosts. 

Wilsonville is a community of 21,000 residents that is part of the greater Portland 

metropolitan area, the largest population of center of Oregon. Wilsonville is also 

close to the Oregon state capital city. 

Wilsonville was originally a small farming town, but over the past two decades, 

Wilsonville has been one of the fastest growing cities in the state of Oregon. Since 

1990, Wilsonville has tripled in population, going from 7,000 to 21,000 residents. 

Wilsonville is situated along a major highway and now has a diverse economy with 

many industrial businesses, especially companies in high-technology 

manufacturing and software development.  

Wilsonville is a popular community because we are near Portland and the Oregon 

capital, we have many good jobs, we have an excellent public school system, and we 

have a very nice environment with many parks and nearby farms. 

The Sister City program is important to our cities and also to me and my family 

personally. We welcomed Kitakata exchange students into our home in 1994-95, and 

my daughter, Charlene, was part of the first Wilsonville student-delegation of the 

Sister City program to visit Kitakata in 1994. 

We look forward to furthering our Sister City relationship with Kitakta and to 

celebrating the next 25 years of visiting and developing mutual understanding and 

good will among our peoples 

 

 

 

 

 

 

 

 


