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　私が初めて東京を離れて旅行した場所のひとつが下
野市です。礼儀正しく、温かいおもてなしをしていた
だき、その印象は、私がその後、日本各地を訪れる中
でお会いした方々にも通じるものでした。
　キプロス選手団の受け入れ準備も、それぞれの選手の
ニーズに対応してくださって印象に残っています。また、
本事業を通して、キプロスや大会について子どもたちに
理解させることに力を入れていると感じました。

　日本料理は全般的に大好きで、特に、魚、野菜、果物が好物です。日
本の食事は、細心の心配りをして料理が作られ、見た目と味の組み合わ
せが重要とされており、とても満足感が得られ大好きです。下野市でも、
おもてなしの心のこもった、おいしい料理をいただきました。
　日本には非常に多くの神社仏閣や、美しい山々と公園があります。澄
み渡った空と太陽の下、そのような場所を訪れるのがお気に入りです。

　日本と同様にキプロスも島国です。訪問すれば、地中海の島の美しい
自然を楽しんでいただくことができます。
　観光名所としては、私たちの祖先がオリンポスの12神を信仰してい
た場所である古代神殿、数千年前に古代ギリシャ悲劇が上演されてい
た古代劇場、肉体と精神を鍛えていた古代の運動場や、音楽堂などが
あります。また、島でキリスト教が支配的になって以降の人々の軌跡や、
古代の崇拝との共存・融合を見ることができる教会や修道院もおすす
めです。

　下野市には、選手団の受け入れや広報紙での特集などを通して、我が
国を市民の皆さま、ひいては日本に紹介することに大きく貢献していた
だいています。この良好な関係をさらに深め、下野市並びにキプロスの
市民にとって有益なものとしていくために、お互いが注力すべき分野を
見つけて協力していくことが必要だと考えています。
　改めて、選手団を温かく迎え入れてくださったこと、わが国の紹介を
してくださったことに対して、下野市の皆さまに感謝いたします。

　閣下には、下野市がホストタ
ウンに決定した後、本市にお越
しいただき、事前キャンプの会
場となった運動公園など、市内
各所をご覧いただきました。
　そのときの下野市の印象はい
かがでしたか？

　閣下は日本駐在３年目とのこ
とですが、日本の好きな食べ物
や観光地などはありますか？

　この１年間、市民に向けてキ
プロスの名所や文化について発
信させていただきました。
　閣下が日本・下野市の方にお
すすめしたいキプロス共和国の
観光地などがありましたら教え
てください！

　閣下の駐日大使着任とオリン
ピック事前キャンプの実施を経
て、遠く離れた島国同士の距離
が近づいていると感じていま
す。今後の日本・下野市との交
流について、どのような発展を
考えていらっしゃいますか？

駐日キプロス共和国大使ハリス・モリチス閣下にお聞きしました！

　「キプロス通信」最終回特別企画として、オリンピック・パラリンピック競技大会事前
キャンプの実施にあたって、キプロス共和国オリ・パラ両委員会との懸け橋となってく
ださったハリス・モリチス閣下に、日本のこと、下野市のことをお伺いしました！

ラルナカ　―　フェニキア文化の繁栄
　島の南東部のラルナカも歴史のある古い町
で、フェニキア時代の神殿や造船所跡などの
遺跡があります。紀元前アテネで活躍した哲
学者ゼノンはキティオン（ラルナカの古代王
国名）出身。キリストによって蘇った聖ラザ
ロスが布教を始めたのもキティオンでした。
　現代のラルナカは、国際空港のあるキプロ
スの玄関口。空港近くの塩湖には冬になると
何千羽ものピンクフラミンゴや白鳥が渡って
きて、町に彩りを添えます。

ハリス・モリチス閣下、ありがとうございました！　Καλ  αντ μωση

広報しもつけ　2022.3

Shimotsuke
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←聖ラザロス教会
　↓ラルナカの水道橋

本市を訪れた
ときの閣下
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