外国要人等の来県状況
年
月
度
24
年
度

25
年
度

26
年
度

来 県 者
役職

4 駐日韓国大使
5 ネパール前エネルギー担当大臣
駐日パキスタン大使
7 駐日ベトナム大使
メーファールアン財団代表
タイ・メーサイ市長
8 駐日コスタリカ大使
9 駐日ミャンマー大使
駐日フランス大使
10 ネパール・カスタマンダップロータリークラブ会長
ネパール・サンサリマイ小中学校校長
11 駐日エチオピア大使
駐日ベトナム大使
1 駐日ベトナム大使
駐日中国大使夫人
2 駐日モンゴル大使
3 駐日コートジボワール大使
4 駐日スロバキア大使
ブラジル県人会 会長・元会長
11 ベトナム・ヴィン市長
駐日パキスタン大使
1 駐日ベトナム大使
駐日中国大使夫人
2 駐日パプアニューギニア大使
3 駐日パプアニューギニア大使
駐日ザンビア大使
駐日ボツワナ大使
駐日ドミニカ大使
ベトナム社会主義共和国主席
〃 農業農村開発大臣
〃 計画投資大臣
〃 科学技術大臣
〃 トゥアティエン・フエ省人民委員長
〃 ナムディン省人民委員長
〃 ドンタップ省人民委員長
〃 クアンニン省人民委員長
駐日ベトナム大使

4 タイ・メーファールアン財団代表
5 在デンパサール日本国総領事
ベトナム 労働傷病兵社会問題副大臣
駐日ベトナム大使
在バンクーバー日本国総領事
7 フィリピン西ネグロス州知事
8 中国・台湾朱舜水研究者
ベトナム科学技術副大臣
駐日ベトナム大使
9 駐日ベトナム大使
インドネシア ジュンブラナ県知事
10 ベトナム ハナム省人民委員長
ベトナム カマウ省人民委員長
11 駐日コロンビア大使
12 ベトナム西南部指導委 副委員長
1 駐日ベトナム大使
駐日中国大使館公使参事官
3 駐日アメリカ大使

氏名
申 珏秀（シン・ガクス）
スーリヤ・マン・ドン・タマン
ヌール・ムハマド・ジャドマニ
ドアン・スアン・フン

訪問目的

知事表敬（被災慰問,地域交流の拡大）
知事表敬（技能実習生のJA受入）
知事表敬（パキスタンバザール）
フン大使就任歓迎会
ディスナダ・ディスクル（クンチャイ殿下） ドイトンコーヒーショップ開店記念
サリヨン・スリサムート
アルバロ・アントニオ・セデニョ・モリナリ 知事表敬（交流拡大要望）
キン・マウン・ティン
知事表敬（茨城空港就航）
クリスチャン・マセ
日動美術館開館40周年記念式典
ガジェンドラB.シュレスタ
知事表敬（交流拡大要望）
ルビ・ラマ
知事表敬（交流拡大要望）
マルコス・タクレ・リケ
復興いばらき県民祭り
ドアン・スアン・フン
知事表敬（農業実習生の受入れ）
ドアン・スアン・フン
日本ベトナム友好協会新春の集い
汪 婉
県日中友好協会新春交流会
ソドブジャムツ・フレルバータル
山口副知事表敬
ジェローム・クロー・ウェア
世界チョコレートフェスティバル
ドゥラホミール ・ シュトス
知事表敬（国交樹立20周年）
会長：鈴木 康夫，副会長：小林 操 知事表敬（帰国挨拶）
グエン・スアン・シン
山口副知事表敬
ファルク・アーミル
知事表敬
ドアン・スアン・フン
日本ベトナム友好協会新春の集い
汪 婉
県日中友好協会新春交流会
ガブリエル・ジョン・クレロ・ドゥサバ 知事表敬（名誉領事就任）
ガブリエル・ジョン・クレロ・ドゥサバ 駐日外交団茨城県視察ツアー
ンゴナ・ムエル・チベサクンダ
ジェイコブ・デッキー・ンカテ
エクトル・パウリーノ・ドミンゲス・ロドリゲス

チュオン・タン・サン
カオ・ドゥック・ファット
ブイ・クアン・ヴィン
グエン・クアン
グエン・ヴァン・カオ
グエン・ヴァン・トゥアン
レー・ミン・ホアン
グエン・ヴァン・ドック
ドアン・スアン・フン

本県農業視察
（ベトナム農業農村開発省と覚書締結）

ディスナダ・ディスクル（クンチャイ殿下） 知事表敬（農業・観光分野での交流拡大）

柴田 和夫
グエン・タイン・ホア
ドアン・スアン・フン
岡田 誠司
アルフレッド･Ｇ･マラニオン･Jr
徐興慶（国立台湾大学教授） 他
トラン･ベト･タン
ドアン・スアン・フン
ドアン・スアン・フン
イ･プトゥ･アルタ
マイ・ティェン・ズン
ファム・タン・トイ
ロベルト・ベレス・バジェホ
ズオン・クオック・スアン
ドアン・スアン・フン
栄 鷹 （エイ ヨウ）
キャロライン・ブービエ・ケネディ

知事表敬
JAとベトナムの覚書締結
知事，山口副知事表敬
知事との昼食会，楠田副知事表敬
知事表敬
知事表敬，農業･科学技術関連施設視察
ベトナムビジネスセミナー・交流会
山口副知事表敬
県内中小企業との懇談
知事表敬（水産・農業分野での交流拡大）

知事表敬
知事表敬，農業投資促進セミナー
日本ベトナム友好協会新春の集い
県日中友好協会新春交流会
知事表敬，偕楽園視察

年
月
度

27
年
度

28
年
度

来 県 者
役職

4 タイ 王女
タイ メーファールアン財団代表
5 駐日インドネシア大使
6 ベトナム ドンタップ省人民委員長
駐日ベトナム大使
ベトナム ハナム省共産党書記
7 アルゼンチン茨城県人会長
9 駐日ベトナム大使
駐日フィリピン大使
10 駐日ベトナム大使
ベトナム農村開発計画研究所長
11 ドイツ ラー市長
台湾 亜東関係協会会長
ドイツ マインブルク市長
12 駐日モンゴル大使館参事官
2 パラオ共和国ペリリュー州知事
3 水戸ホーリーホック選手
4 全日本パキスタン協会 会長
フィリピン西ネグロス州知事代理人
6 ベトナム ハナム省人民委員長
ベトナム 文化スポーツ観光省副大臣
駐日ペルー大使
7 駐日キルギス大使
ベトナム ラムドン省人民副委員長
9 ベトナム ゲアン省ヴィン市共産党書記
10 ベルギー国王夫妻
ベトナム ホーチミン市人民委員会副委員長
ベトナム 計画投資省副大臣
12 ベトナム チャビン省共産党副書記
駐日アメリカ大使館 経済担当書記官
1 パラオ共和国五輪組織員会会長
ヒッキ―アンドアソシエイツ代表取締役社長
2 駐日ハンガリー大使
中国 陶芸家
アメリカ・ユーバ市長
駐日コロンビア大使
台湾新聞社社主
3 台湾民進党幹部職員訪問団団長

氏名

マハ・チャクリ・シリントーン
ディスナダ・ディスクル（クンチャイ殿下）

ユスロン・イザ・マヘンドラ
グエン・バン・ズオン
ドアン・スアン・フン
マイ・ティエン・ズン
小池 ウンベルト
グエン・クオック・クオン
マヌエル・M・ロペス
グエン・クオック・クオン
ヴー・ホン・ソン
ヴォルフガング・ミュラー
李 嘉進
ライザー・ヨゼフ
ルンダー・ダワージャルガル
テミー・シュムル
グエン・コン・フォン
ハビブウル・ラーマン・マリック
エレン・マリ・ハランドニ
グエン・スアン・ドン
フイン・ビン・アイ
エラルド・エスカラ
チンギス・アイダルベコフ
グエン・バン・イエン
ボー・ベト・タイン
フィリップ国王，マチルド王妃
レー・タイン・リエム
グエン・バン・チュン
ゴー・チー・クオン

訪問目的

県内研究機関視察（山口副知事挨拶）
笠間市との覚書締結（知事立ち会い）
知事との昼食会
知事表敬及び交流会
フン大使送別会
知事表敬及び昼食会
知事表敬
知事表敬及び歓迎会（夕食）
知事表敬
土浦全国花火競技大会鑑賞
楠田副知事表敬
笠間菊まつり訪問，知事表敬，歓迎会
知事表敬
山口副知事表敬
知事表敬
知事表敬
知事表敬
知事表敬
知事表敬
知事との昼食会，投資セミナー
知事表敬，オリパラ事前キャンプ候補地視察

知事表敬
知事表敬
山口副知事表敬，農業研修
山口副知事表敬，かすみがうら市長表敬
結城市訪問（天皇皇后両陛下による案内）

知事表敬，農業総合センター視察
知事表敬
知事表敬，農業総合センター等視察
ニール・ギブソン，ベンジャミン・ウイーナー
山口副知事表敬，県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ等視察
フランク・キヨタ
常陸大宮市事前キャンプ候補地視察
楠田副知事表敬，つくば研究機関等視察
ジェイソン・ヒッキ―
パラノビチ・ノルバート
知事表敬
李 遊宇（り ゆうう）
知事表敬
スタンリー・クリーヴランド
知事表敬
ガブリエル・ドゥケ
山口副知事表敬
銭 妙玲（せん みょうれい）
知事，山口副知事表敬
徐 佳青（じょ かせい）
知事表敬，北茨城市等視察

