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榎戸二幸氏 HIDE氏（AUN&HIDE）

井上良平・公平氏（AUN&HIDE）

海老原露巌氏 藤間万惠氏

記録写真
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パネルディスカッションの様子

真鍋尚之氏

能ワークショップの様子辰巳満次郎氏

会場の様子
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文化庁文化交流使フォーラム2013
（第��回文化庁文化交流使活動報告会）

議 事 録
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成・強化につながるような活動を展開するというもので
す。
　この度、平成22年度から24年度にかけて活動を終わ
られました６名、１グループの合計９名、今日、おひと
り欠席の方がおられるかと聞いていますが、この文化交
流使の方々にお集まりいただきました。また、この文化
交流使自体は今年で10年を迎えるという節目の年でも
あります。
　本日は、この後、第一部において文化交流使の皆さん
に、実際に海外で行った活動を実演や映像資料を交えて
ご報告していただくということを考えています。また、
第二部では、荻原康子　企業メセナ協議会事務局長にコー
ディネーターをお願いしまして、文化交流使の皆さんを
交えたパネルディスカッションを行っていただくという
ことにしています。
　最後まで、どうぞお楽しみいただけますよう、心から
お願い申し上げます。

第一部　活動報告、実演

中野：それではここで、本日活動報告をされます文化交
流使の皆さんをご紹介したいと思います。

　和楽器奏者のAUN&HIDEさま、生田流箏曲演奏家の
榎戸二幸さま、墨アーティストの海老原露巌さま、日本
舞踊家の藤間万惠さま、雅楽演奏家の真鍋尚之さま、能
楽師の辰巳満次郎さまです。

　なお、本日出演を予定していました和太鼓奏者の藤本
𠮷利さまは、ご都合により出席できなくなりました。残
念ではありますが、ご了承いただけると幸いです。

　交流使の皆さんの報告時間は、およそ10分程度と
なっています。短い時間ではありますが、どうぞ、お楽
しみください。

・榎戸　二幸（生田流箏曲演奏家）
　 平成24年５月～８月までドイツ・オーストリア・英
国において、箏の演奏、実技指導等を実施。本フォー
ラムにおいては、箏曲の生演奏を行いながら、文化交
流使としての活動を映像により紹介。
　活動概要については、P22を参照。

・ AUN＆HIDE（和楽器奏者、井上　良平・井上　公平・
HIDE）
　 平成24年１月～２月まで、タイ・ラオス・ベトナム・
カンボジアにて和楽器の実演、実技指導等を実施。本
フォーラムにおいては、文化交流使としての活動内容
を映像により紹介した後、チャッパ・篠笛・三味線に
よるパフォーマンスを披露。
　活動概要については、P20参照。

文化庁文化交流使フォーラム2013
～日本の心を世界に伝える～

開会挨拶

中野　潤也（文化庁国際課国際文化交流室長。以下、中
野）：皆さま、お待たせいたしました。本日は「文化庁
文化交流使フォーラム2013」にご参加いただき、誠に
ありがとうございます。
　私は本日司会を務めさせていただきます、文化庁国際
課国際文化交流室長の中野潤也と申します。よろしくお
願いします。開会にあたり、主催者を代表しまして、文
化庁長官 近藤誠一よりご挨拶を申し上げます。近藤長
官、よろしくお願いいたします。

近藤　誠一（文化庁長官）：皆さん、こんにちは。文化庁
長官 近藤誠一です。本日は政策研究大学院大学のご共
催を得まして、文化庁の「文化交流使フォーラム
2013」を開催できますこと、大変よろこばしく思いま
す。
　昨日、今日と暖かい日が始まり、春の陽射しがはっき
りと見えてきました。これから数時間にわたり、文化交
流使として世界に派遣され、そして戻ってこられた過去
３年間の交流使の方々による発表があります。
　この文化庁文化交流使は10年前に始まった制度でし
て、日本の文化の各分野一流の方々を海外に派遣し、そ
して日本文化の素晴らしい魅力を紹介するとともに、海
外の同じ分野、あるいはまた違うジャンルのアーティス
トの方々とネットワークを作り、お互いにそれを活かし、
インスピレーションを交換しながら、さらなる高みへ活
躍を広げていくための機会を提供するものです。
　これまで94人、２グループ、10の団体にこうした形
で世界に行っていただきました。今日のフォーラムは、
そういったご経験をご紹介いただき、文化交流使の方々
同士でそれを共有するとともに、広く一般の方々にもそ
の素晴らしいご経験と問題意識をご理解いただく機会と
なるものです。
　この活動報告のフォーラムは年々、参加者の方々の数
が増えています。本日も予想を上回る人数の方々に来て
いただき、これから大変興味深い分析やご経験の話、そ
してそれを裏付けるパフォーマンスを披露していただき
ます。
　どうか、それぞれが何か新しいヒントを得て、感動を
得て、今日のセミナーを終わられることを祈念しまして、
ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

フォーラム概要説明

中野：続きまして、共催であります政策研究大学院大学 
文化政策プログラム教授　垣内恵美子より、本フォーラ
ムの概要説明をさせていただきます。垣内教授、よろし
くお願いします。

垣内　恵美子（政策研究大学院大学 文化政策プログラム 
教授）：皆さん、こんにちは。政策研究大学院大学 文化
政策プログラム教授をしています垣内恵美子です。
　本日は、文化交流使フォーラムにお越しいただき、あ
りがとうございます。まずは簡単に政策研究大学院大学
のご紹介をさせていただきます。
　本学は政策研究を専門とする大学院で、1997年に設
立された最も新しい国立大学です。世界中から、未来の
政策リーダーや研究者が集まる国際的な政策研究の拠点
となっています。このうち文化政策プログラムは、アー
トマネージメントを含む文化芸術支援の枠組み、文化遺
産の保護、文化のまちづくりや文化観光など、幅広く文
化政策を取扱い、行政官や文化芸術団体・施設などの高
度専門家、そして研究者を目指す方々が学生として学ん
でいます。
　日本文化を海外に発信していくこと、国際文化交流と
は、文化政策の主要な課題のひとつでもあり、国際社会
における日本のプレゼンスを高めるためにも重要なもの
と認識しています。政策研究大学院大学においても、こ
うした背景を踏まえ、本日このフォーラムを文化庁と共
催させていただくことになりました。
　さて続きまして、このフォーラムの概要説明を簡単に
させていただきたいと思います。文化交流使とは、文化
庁が平成15年度から実施している事業です。先ほど長
官のご紹介にもありましたように、芸術家・文化人など、
日本文化に携わる方々を一定期間、文化交流使に指名し
て、海外に派遣し、世界の人々の日本文化への理解の深
まり、そしてまた日本と外国の文化人のネットワーク形

写真３　箏曲を奏でる榎戸氏

写真４　AUN（井上良平・公平氏）による三味線の演奏

写真５　AUN＆HIDE氏による篠笛・チャッパの演奏

写真２　概要を説明する垣内教授

写真１　開会挨拶をする近藤長官
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惠さま、真鍋尚之さまの６名です。コーディネーターと
して、公益社団法人企業メセナ協議会事務局長　荻原康
子さまをお迎えしています。
　ここからの進行は荻原さま、よろしくお願いします。

荻原　康子（公益社団法人企業メセナ協議会事務局長。
以下、荻原）：ただ今、ご紹介いただきました企業メセ
ナ協議会の荻原と申します。第一部は文化交流使の皆さ
んの大変素晴らしいパフォーマンスと映像を交えてのご
報告を賜りましたが、時間、足りないですね。
　第二部は、第一部では少しお伺いできなかったことを
含めまして、この文化交流使の意義そのものに引き寄せ
たお話を皆さんからお伺いできればと思っています。

　冒頭で、近藤文化庁長官、それから垣内先生から文化
交流使の意義についてのお話がありました。日本文化を
発信していく、国際文化交流を進めていく、もって日本
のプレゼンスを高めていく。また、アーティストの皆さ
んにとっては、ネットワークの形成強化ということもあ
りましょうし、あるいは海外に行かれたということでイ
ンスピレーションをお受けになるということもあろうか
と思います。
　前半のご報告を拝見していますと、どちらかというと
皆さん、それぞれのプロフェッショナルな分野での日本
文化の発信、そして行かれた先に対する影響というのを
すごく大きく感じました。
　こちらの二部では、逆に皆さんが文化交流使として行
かれた先で、アーティストとしていろいろご活動なさっ
た中で、どんな影響をお受けになったのか、そして、そ
れを今後どのように活かしていかれるのか、ご自身のご
活動に関してお伺いしていきたいと思います。
　皆さんの今日の資料を拝見していますと、「実際に活
動を終えて１年ぐらい経っているよ」という方もおられ

れば、「帰ってきたてなのです」という方々もおいでな
ので、これからの活動をどうするかというよりも、もう、
既に活動しておられる方もありましょうし、その辺りは
それぞれにお話をお聞かせいただければと思います。
　まず、AUN&HIDEさん、先ほどはHIDEさんも凄く
躍動感のあるパフォーマンスで、そして良平さん、公平
さんも、双子ならではの素晴らしい息の合ったパフォー
マンスをお見せいただきました。2012年１月から２
月にタイ・ラオス・ベトナム・カンボジア４カ国で、
35日間29回の公演をなさったということで、先ほど
は盆踊りフェスですとか、ベトナムでの学生さんとのコ
ラボレーションとか、映像でいろいろ見せていただきま
した。
　新しいJ-Classicというジャンルを作りたいというよ
うな目標もおありだったということなのですが、実際、
行かれてみて、皆さんのご活動にどんな影響を受けたの
かということを、中心にお伺いできればと思っています。

井上　公平（以下、井上）：あらためまして、井上公平と
申します。去年の２月に行ってきました。僕たちも活動
としては25年ほどやっており、今まで40カ国ほど海外
で公演させてもらっているのですが、今回行かせていた
だいた４カ国は、初めて行く国でした。アジアの国々は、
僕たちの活動の中ではなかなか行けない国でした。
　通常は、やはりヨーロッパとか、そういうところで演
奏をさせてもらったり、主に韓国とか、香港、そして中
国の辺りを行かせてもらっていたのですが、今回行かせ
てもらったタイ・ベトナム・カンボジア・ラオス。本当
に初めて行く国で、どういった場所なのかということが、
まず不安でした。
　今回、１カ月少しの間で29回という公演をさせてい
ただいたのですが、僕たちから一方的な文化の発信とい
うよりかは、できるだけ向こうのミュージシャンとのコ
ラボレーションをすべての国でやらせていただき、同じ
民族楽器の演奏家たちと一緒に演奏してきました。
　そこで知り合ったミュージシャンたちと去年12月、
仙台で文化庁主催のイベント（東アジア共生会議
2012）で演奏させていただいたのですが、そういった
向こうのミュージシャンたちを日本に呼んで演奏できた
ことは本当にうれしく思っていますし、僕たちの活動を
通じて、「音楽には本当に国境はない」と実感しました。
「しかし国籍はある」。そういう活動を目指していますの
で、そういった意味では、今回のアジア４カ国、自分の
中でもこれからやっていこうというひとつのモチベー
ションにもなりましたし、もっとこういった活動をいろ
いろな人にも体験してもらいたいと思っています。

・海老原　露巌（墨アーティスト・書道家）
　 平成25年１月～２月まで、イタリアにおいて書のパ
フォーマンスや実技指導を実施。本フォーラムにおい
ては、会場の都合上、墨を使ったパフォーマンスがで
きなかったため、記録映像を流しながら、文化交流使
としての自らの活動について解説。

　活動概要については、P24参照。

・藤間　万惠（日本舞踊家）
　 平成22年９月～平成23年７月まで中国において、日
本舞踊の実演、実技指導等を実施。本フォーラムでは、
滞在中に教えていた中国の学生の成長を記録した映像
を上映しながら、国際文化交流の可能性について言及。

　活動概要については、P34参照。

・真鍋　尚之（雅楽演奏家・作曲家）
　 平成23年５月～平成24年５月までドイツ・オラン
ダ・ベルギー・オーストリア・スイス・フランス・イ
タリア・チェコ・スウェーデン・ロシア・ベラルーシ・
セルビアにおいて笙の実演や共同制作等を実施。本
フォーラムでは自身の楽器「笙」の実演を交えつつ、
楽器の解説や現地作曲家等との共同制作について説
明。

　活動概要については、P40参照。

・辰巳　満次郎（能楽師）
　 平成24年１月～４月まで韓国において、能の実演・
講座・講演・実技指導等を実施。本フォーラムにおい
ては、観客や他の出演者を交えた、能楽における所作
についてのワークショップを実施。
　活動概要については、P26参照。

第二部　パネルディスカッション

中野：これより第二部パネルディスカッションを開始さ
せていただきます。パネリストは先ほど活動報告をされ
ました文化交流使のAUN&HIDEより井上公平さま、榎
戸二幸さま、海老原露巌さま、辰巳満次郎さま、藤間万

写真11　パネルディスカッションを進行する荻原氏

写真７　中国での活動について語る藤間氏

写真８　笙の実演を行う真鍋氏

写真９　辰巳氏による観客への能のワークショップ

写真10　辰巳氏によるワークショップを受ける客席の様子

写真６　記録映像を使用して活動を報告する海老原氏
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らというのでけっこう皆さん登録してくださるのです。
遠方でも学べるよう動画で私が教えているのです。
　では、「収益はどうするの」と言われるのですが、動
画も収益化できるようになっているのです。だから、非
常に良いシステムがもう出来つつあるという状態で、中
には問題があるかもしれないですが、今、研究していま
して、上手くいくだろうなと考えています。

荻原：ありがとうございます。ぜひ、榎戸さんのホーム
ページ、拝見したいと思います。日本文化を如何に伝え
ているか、そのための手法についても今、お考えという
ことだと思います。
　次に、海老原露巌さん、「この場でパフォーマンスし
たかった」と第一部でおっしゃっていただきました。「見
たかったです」という感じなのですが。海老原さん、実
は2013年、今年、行ってこられたということなのです
ね。ですので、実はミラノから帰りたてホヤホヤ、とい
うことで今までの話とは逆になりますが。
　ミラノでも凄く日本文化に詳しい、関心の高い方々に
書をお伝えしてきたとお見受けしたのですが、実際に影
響を受けたこと、あるいは発見とかでも結構なのですが、
ありましたら教えてください。

海老原　露巌（以下、海老原）：フィレンツェで時間があ
り、イタリア人の書道家の方と交流がありました。イタ
リア人ですが、これが実にすごい。驚きました。作品を
見させてもらったら、本当に真剣にやっているのですね。
お弟子さんも数十人おられて、お弟子さんの作品がまた、
素晴らしい。ということは先生の教え方が良いというこ
とです。
　なおかつ、イタリアには書道道具屋さんなんてないで
はないですか。それをどうしているかというと、中華街
に行って買っているとか、日本から空輸してもらってい
るそうです。結局ないところで何とかするという、そう
いう姿勢、向き合い方に、非常に感銘を受けました。
　日本人ではできないやり方というのですか。自分もそ
のぐらい追い込んで、やはりやる必要があるのではない
かと。ピッチョー先生は、素晴らしい書道家でした。

荻原：では、やはりその先生が日本の書というものに対
するご理解がもともと凄くおありであったということで
すか？

海老原：もちろんそうですね。中国と日本の古典の作品
も拝見しましたが、非常に見事な作品でした。特に、隷
書体が見事な性質、材質ですね。

荻原：海老原さんも帰って来たてということなのです
が、これから実際の、海外での文化交流使としてのご
経験をどのように活かしていかれようと思っています
か。

海老原：ある程度、こう、伏線は打ったので、線にして
いくということをしていきたいです。イタリアの大学か
らまた次なるオファーがありましたので、やはり大学で
後継者を育てたいですね。特に、ミラノ、ベネチアで。
特にベネチア大学は、日本語学科があり、日本語で私が
講義できましたので。
　ミラノ、ローマは通訳が入りましたが、最高の学部で
した。もちろん、図書館を見させてもらいましたが、美
術本、完璧な書道でした。だから、教授の日本に対する
本のセレクションを見ていて、どういうふうな状況に
なっているかということがすぐに分かりました。ベネチ
アでひとりかふたり、やはり弟子というか、後継者を育
てたいなというか、そういうふうに思います。

荻原：さらに、今、日本の文化をイタリアでも伝えて、
後継者を育てていきたいという…。

海老原：はい。そう思いました。

荻原：向こうのパートナーがあってこそ、またできるひ
とつのことでおられるかと思います。

海老原：そうですね。

荻原：はい。ありがとうございます。
　では、続きまして辰巳満次郎さんです。先ほど楽しい
ワークショップを体験させていただきまして。私もひと
つ、日本文化、「左方優先」を今日は持ち帰れるなとい
う意見を持ちました。ありがとうございます。

辰巳　満次郎（以下、辰巳）：よかったです。

荻原：2012年１月から４月、前例を越えて韓国まで
通って活動されたということで、文化交流使としては、
発信のほうが非常に強くておられるかと思いますが、逆
に影響をお受けになられたこと、あるいはこれからどう
されていきたいかということについてお聞かせくださ
い。

辰巳：文化交流使のいろいろな役割が、それぞれあるの
だと思います。確かに自分の生業は…私は能ですので、
能というものを如何に伝えるかということ－これは、も

荻原：ありがとうございます。国籍とは、もしかすると
言い換えると固有の文化ということにもなるのですか
ね。

井上：はい、そうです。

荻原：アジア各国のそういった固有の文化を尊重しなが
ら、人とのつながりを培うことができたということです
ね。
　では、続いて榎戸二幸さんは2012年の５月から８
月。ミュンヘン・ウィーン・ザルツブルク・ロンドン・
マンチェスターと、非常に精力的な活動をされました。
先ほどご紹介いただいたビデオでは、ミラベル宮殿での
演奏で万雷の拍手を受けておりました。ビデオの最後は
特に世界に発信というところを強く言われていたかと思
うのですが、文化交流使としての活動を通じて、ご自身
が受けた影響について、どうぞお聞かせください。

榎戸　二幸（以下、榎戸）：生田流箏曲の榎戸二幸です。
ビデオの最後に「日本文化を世界に発信」ということを
文字で表わしていただきました。しかし、日本人の人口
が１億２千５百万人いるにもかかわらず、箏曲の人口は、
大体今現在ですと10万人くらいなのです。
　つまり、ほとんどお箏のことを知らないという方が増
えてきております。過去に品川のホテルのロビーでコン
サートをしていましたら、親子連れのお客さんがいらし
て、「ああ、きれいな音色ですね、何という楽器なので
すか」と言われたのです。「お箏です」と答えました。
そうしましたら、次に質問されました。「へぇ、どこの
国の楽器ですか」。これ、本当なのです。日本人の方が、
日本の楽器ということを知らずに質問をされたのです。
　これは笑いごとではなくて、日本の伝統文化が無く
なってしまうのかな…ということを非常に感じたので
す。ここにおられるお客様は日本文化に興味があってい
らしてくださっているので、お箏がどういったものかは、
興味があり知っておられると思うのですが、一般の方は
それほどお箏と言っても知らないのです。このまま続け
ていますと、本当に知らない方というのが増えていって
しまうなと。
　海外に行ってよく現地の日本人の皆さん言われるのが
「日本の文化を知らないから教えてくれ」ということで
す。私は中学３年生の時に初めて海外公演に行かせてい
ただいたのですが、その時に、「日本人は、日本の文化
を知らないから教えてほしい」と言われたのです。その
とき、「なぜ日本人が日本の文化を知らないのだろう」
と子供ながらに思ったのです。
　そこから翌年に高校１年生でドイツに行きまして、高

校２年生でトルコに行きました。非常に演奏がウケたの
です。日本よりも、海外のほうがウケるというのが、感
じとしてありました。
　それで日本に帰って来た時に、「日本人が日本の文化
を知らないといけないな」ということを思い、６年間、
某ホテルで30分、３回公演を毎週１回必ずやりました。
しかし、そのホテルは営業休止になってしまいまして、
次は、「テレビだ、テレビに出て少しでもお箏のことを
知ってもらうという活動を日本国内でやらなければいけ
ない」と思っていたときに、私の周りの方から「榎戸さ
ん、テレビ出演の話があります」と言われました。今か
ら何年前になるか少し忘れたのですが、それがキッカケ
となって、今は１年間、レギュラーでテレビに出演させ
てもらっています。３月には終わってしまうのですが。
　そのような活動を通じて、日本国内で日本の文化を
知っていただく。実際に演奏をやらなくてもいいのです
が、箏曲を「知ってもらう」ことを、活動を通してやら
なければいけないと感じております
　文化交流使としては、ミュンヘン・ウィーン・ザルツ
ブルグ・ロンドン・マンチェスターと各地で演奏をした
のですが…、ここで申し上げると嫌な思いをされる方が
いるかもしれないのですが、正直に申して、海外ではア
マチュアの方が如何にも自分がプロの演奏家であるとい
うことを名乗って、演奏していたりするケースがあった
のです。私が聞いたケース以外にも、現地の方からその
ような話を聞いたのです。
　日本文化の裾野が小さくなってきてしまっているの
で、演奏家のレベルも低くなっており、海外で演奏する
人たちはもっとレベルが低くなってしまっています。
ウィーンやミュンヘンとか、芸術性の高い都市に行って
そういう演奏だと、「日本の文化ってレベルが低いもの
だ」と思われてしまう傾向がある。私は普通に演奏して、
一応拍手もいただけてそれは良かったのですが。非常に
そういう方が多く、これは本当に考えなくてはいけない
と思っています。
　そのような感じで、日本文化を世界発信するという言
葉の通り、「何をやらなければいけないか」ということ
を具体的に申すと、もうパソコン１台あればお箏のレッ
スンだとかは可能な時代になっているのです。スカイプ
の動画を使って、日本と現地と交信してみたら、成功し
たのです。１億３千万人、日本人がいるとして、それが
市場になるのではなくて、60億人から75億人の全世界
に向けて、日本の文化を発信してレッスンも可能になれ
ば、非常に日本の文化は流行るのではないかと思ってい
るのです。
　現在、自分のホームページで無料の簡単箏曲講座とい
うものを、試験的にやっています。やったら、無料だか
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す。
　今申したように、まったくあの広いお国に指導者がい
ない…ということですので、私としては、今も居残って
活動を続けています。まだそこまでの段階には行ってい
ませんが、私の生徒を早く育て上げ、何とか人を教えら
れるようなレベルの中国人を育てていかないといけない
と感じています。
　それはなぜかと言うと、重複しますが、自分たちの国
からは既に無くなっているものを、私たちは未だにやっ
ているのです。それは日本という国が、大変恵まれた環
境にある。中国に比べますと、歴史的にも、環境的にも
恵まれている今までを送ってきていますから、人から人
への伝承というのが何とかやれていますので、あちらの
無くしてしまった文化を形は変えていますが、今もって
継承しているということで、何とか発祥元にお返しした
いと、大変僭越で、また、たった独りでやっていること
ですから微力なのですが、そういう願いを持っています。

荻原：はい、ありがとうございます。今日は少し残念な
がら、ご欠席ですが、和太鼓奏者の藤本𠮷利さんも、や
はり今年の１月～２月、中国に行って来られて、リポー
トの中でもまさしく同じようなことを言っておられまし
た。
　太鼓というものを通じて、如何に人と人とのつながり
を作っていくかということ、共感をしていくかというこ
とを続けて行きたいということも言われています。
　それでは真鍋尚之さん。先ほどヨーロッパでのご活動
の紹介をいただきました。活動を終えられたのは、ちょ
うど１年前ぐらいですか、お帰りになってきたのが昨年
５月でおられて、その前の１年間活動をされていたとい
うことで。現地の作曲家との作品作り・初演を18曲やっ
ておられるということは、単純計算しても、20日で１
曲をつくるという大変な作業をしておられたなと思いま
すが。

真鍋　尚之（以下、真鍋）：そうですね。単純計算ならい
いのですが、先ほど申したように、作曲家に書いてもら
うまでには、まず資料を渡して、どのようなことができ
るかということを説明して、それから書いてもらって、
練習して、本番をするわけなので、単純に５月に行って、
５月、６月と１曲ずつでできたわけではないのです。
　ほとんどの曲が後半の３月、４月、５月ぐらいにでき
ていまして、積み上げたら大変な高さになりました。大
変でしたが、とても有難いことです。西洋の作曲家がこ
の楽器に対して興味を持って、これだけの曲を書いてく
れるということは、とてもうれしい悲鳴でもありました。

荻原：先ほど最後に、「１年間行って来られたことが、
これからのヨーロッパでの活動の始まりだった」と。「今
後の10年、20年の始まりだった」と言われていて、も
う既に活動が始まっておられると思いますが、その辺り
のこともお聞かせいただけますか。

真鍋：そうですね。比較的、日本人でも笙とか、雅楽と
か、邦楽全体をきちんと聞いたことがない人が多いと思
います。ヨーロッパでお箏、尺八は知られていますが、
笙はほとんど知られていないのです。
　他の楽器についてもそうだと思うのですが、あまり知
られていないものを珍しさで売るということは比較的簡
単なことだと思うのです。聞いたことがないから、珍し
いから、よかった。ただ、それっていうのは一時的なも
のでしかないので。私の活動としては、そこをキッカケ
にこの日本の伝統や文化や、私は雅楽をやっているので、
雅楽について本当に知ってほしいということがありま
す。
　それは、「ちょっと行って演奏して」ということでは
できないと思っているのです。ですから、今後10年、
20年かけてやっていかないといけないことだと思って
います。
　もともと私は作曲を西洋音楽から入ったのですが、日
本人でありながら、なぜみんな西洋音楽をやるのだろ
う…という思いがありまして。私は、日本が１番優れて
いると思って活動していたので。でも、自分は何も日本
人ではない…という疑問があり、それならば日本の楽器
を本当にプロになるぐらいにマスターして、初めて自分
の、日本人としての作曲ができると考えていたのです。
　ですから、どうしても物珍しさとかで、一時的にウケ
るということではなくて、本当の深い理解のためには、
何度も、何度も続けていくことが必要だと思っています。

荻原：ありがとうございます。
　先ほどから、日本文化の受容のされ方の違いみたいな
ことが、皆さんのお話の中にチラホラ出てきていると思
います。
　実際に海外に行ってみて、外から日本を見た時に、日
本文化の現状について思うこともおありかと思うのです
が、その辺り、おひとり、おふたり、お考えをお聞かせ
いただけないでしょうか。

榎戸：ミュンヘンや、ウィーンは芸術性の高い都市と先
ほど申したのですが、日本文化は日本の芸術ですので、
その芸術性の高いレベルのものを見せれば、必ずウケ
る…というのが分かりました。それは現地の皆さんのお
声を聞きましたので。どんなジャンルでもウケるという

ちろん最低限のことですが－それだけで良いのかなと。
文化交流使としては、自分のやっていることだけを伝え
ていていいのだろうかと思っております。
　国内でも昔は、人々の生活のなかにもっと文化があっ
たと思います。例えば、子供のなかにも。そういうこと
から考えると、本当は教育の場からやらなければいけな
いということを思っております。教育の場に入って行く
ということも、実演家としてはもちろん、「文化交流使
としてやることとは何か」というと、私たちが自分の生
業をもって、「日本とは何か」、「日本文化とは何か」、「日
本の精神性とは何か」ということを伝えるひとつの独楽
であるのではないかなというふうに、この度、私は考え
ました。
　文化交流使としての活動では、先ほどのワークショッ
プの後に、もちろん能の実演をするわけです。それによ
り、能を通じて日本の文化、日本の精神性を分かっても
らいたい。それは、それぞれの文化交流使の方がご自分
のもので、日本というものを分かってもらいたいと思っ
てなさっていると思うのですが。それが大事なのではな
いかと思います。
　それと、もうひとつは、単なる海外公演ではなくて、
文化交流使とは、如何に深く相手の国の人と接するか、
付き合うかということが大切だと思います。その中には
食文化もあります。文化といっても食もあるし、現代、
古典、様々あるわけで。
　私も韓国に行って、その日の夜に豚カルビを食べてか
ら、もう韓国を大好きになりました。本当に食が美味し
かったり、韓国の人も、日本人は苦手でも日本食は好き
だったり、文化を受け入れているのだなと。まず文化か
ら交流していって、本当に誤解あれば、分かってもらう
ために私たちは頑張らなければいけないのではないかと
いうことを知りました。本当に、今までの単なる海外公
演はパフォーマンスを見せる、知ってもらうということ
だけしか考えていませんでしたが、やはりそのことが大
事なのではないかな。
　そして、逆に言えば自分が行った活動国のことを、「こ
うなのだよ、実際は」ということを紹介する立場でもあ
るのかなということを、普通の海外公演とは違い、今回、
強く感じました。

荻原：はい、ありがとうございます。まさしく今言われ
た、「文化から交流していく」ということで、近くて遠
い国、韓国だったところ、また、反日感情の点もご心配
だったところが、実はもっとフォーカス的にいろいろと
知り合うことができたということでおられたと思いま
す。
　お隣の藤間万惠さんも、まったく同じような状況の中

国で、2010年９月からの10カ月ということで、先ほ
どお話がありました。そこの難しさを乗り越えた、「文
化外交」にもつながるのではないかというお話を先ほど
伺いましたが、どうぞお聞かせください。

藤間　万惠：私は、以前にヨーロッパ・アメリカや、そ
ういったいわゆる先進国でワークショップをさせていた
だいたことがあるのですが、そこの方たちの反応とまっ
たく違うのです。違うのは、良い意味の発見もありまし
たが、やはり芸術文化を鑑賞するという、そこまでの段
階に至っていない国民性といいますか、少し言い過ぎか
もしれませんが、そういった面も確かに見受けられまし
た。
　先ほど榎戸先生が言われたように、欧米などに行きま
すと、アマチュアでやっておられる…お箏もそうだと思
いますが、日本舞踊をアマチュアでやってらして、技術
的にも、キャリア的にも十分でない方がお弟子さんをお
取りになっているというケースを良く聞きます。
　しかし、中国大陸の広い中にひとりもそういうかたは
おられないという。「まぁ、そんなことはない」、実際に
良く探せばどなたかおられると思うのですが、大使館も
いろいろ協力して探してくれたのに、とうとうひとりも
おられませんでした。そういうお国ですから、もちろん
こちらが持っていきましたものは大変喜ばれました。
　何よりヨーロッパ・アメリカと違いますのは、やはり
私たちのやらせていただいている芸能とは、本家本元を
たどっていきますと、やはり中国と韓国から出たものを、
日本人独自の知恵と工夫で形を変えて今日まで、「人か
ら人へ」伝承しているものなのです。
　ところが中国は、ご存知のように内乱の多い国ですか
ら、「人から人へ」の文化が育っていない。そして、大
変歴史のある国なのですが、書や骨董などはあっても、
人から人へ伝承された演劇とか舞踊というものが続いて
ないのです。
　もちろん、京劇だの昆劇はありますが、特に舞踊にな
りますと、まったくそれは後世になって人工的に作られ
たものと言っても過言でないと思います。少数民族が大
変多い国ですから、民俗舞踊を主体としてロシアのバレ
エの技法などを取り入れて、後の世の人が作らざるを得
なかったのです。やはり残ってないので。
　ですから、私がワークショップをしても、講義をして
もそうなのですが、やはり自分たちのルーツを日本舞踊
の中に見出してくださるようなのです。自分たちの国が
発祥なのに残っていないのです。ですから、やはりヨー
ロッパ・アメリカの方が、外国の文化に大変興味を持っ
て接してくださるのとはまた違った意味での、大変な飢
餓感といいますか、まさに食らいついてくる感じなので
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いたずらかと思うぐらい急に、「韓国に行け」と言うの
です。数カ月前に。あの時は震災があったということも
あるのでしょうが。
　やはり、メディアでぜひ、もっともっと、取り上げる
ように。要するに国家的なプロジェクトと言っても良い
と思うのですが、まさしく。ですから、メディアでご紹
介いただくとか、あるいは皆さんの活躍の取材をしてい
ただくとか、NHKワールドのニュースで流すとか、い
ろいろなことをしながら、もっともっと、こうやって日
本文化を発信しているのだということの広報をしていた
だきたいと。
　細かいことは皆さん、それぞれいろいろな問題を抱え
ながら行っておられると思うのです。お国によりいろい
ろあると思いますが。いわゆるOBの方たちはよくご存
知ですが、「ひとりで全部やれ」というお達しですから、
これは厳しいと思います。いろいろなところでサポート
していただけるようですが。例えば取材に行っていただ
ければ、現地の実状も見えるでしょうし、そのような形
で、もっともっと、広報とサポートをしていただけたら
と皆さん、思っていると思います。

津村：文化交流使としての活動は、やはり国の税金を相
当使わせていただいているわけですから、その経験を広
い意味で、日本の中の文化行政や文化政策にもっと

フィードバックしていくということは大変重要ではない
かと思っています。今の辰巳さんのご意見、まったく同
感です。

荻原：はい、本当に建設的なご意見をありがとうござい
ました。やはり、文化行政、文化庁さんのこの仕組みが
続いていくためにも、そういった広報バックアップ体制
を取っていくということと、今日は、ここに一堂に会し
ておられますが、横のつながり、あるいは縦のつながり。
これまでご経験なさっておられる皆さんのご経験を糧
に、また次の文化交流使の方が、より良く活動するため
の制度のご提案というのも、これから文化庁などでも耳
を傾けていただくことになるのではないかと。私は、文
化庁の者ではないですから、そのような期待をいたしま
して、フォーラムを終わらせていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。

閉　会

中野：荻原さま、パネリストの皆さま、どうもありがと
うございました。
　本日は、ご参加いただきまして、誠にありがとうござ
いました。

（了）

ことが分かりました。

辰巳：僕はいつも言うのですが、能を見て寝るのは日本
人だけなのです。不思議なのですが。逆に、例えば、榎
戸さんも言われていましたが、海外でウケる日本の文化
に興味あるから、お客さんもたくさん来て、大学でも非
常に研究して、船弁慶を専門に勉強している人とか学生
さんとかがいるわけです。日本の学生さんより良く勉強
している人も多いなと。
　それから、誰も寝ない。中国などでも公演した時、聞
かされたのです。「中国の方は、途中で面白くなかったら、
平気で立って帰ってしまうから」って。ドキドキしてやっ
ていましたが、ひとりも帰らなかった。
　寝るのは日本人だけ。「なぜなんだ」と。これは、日
本語だと思って聞くからなのです、乱暴な言い方をする
と。要するに、そういう心で聞くというか、全身で聞く
ということが、段々日本人というのは…。ま、日本人ば
かりではないですが、分かり易いものばかりが流行る。
これは日本に限ったことではないですが、分かり易いも
のを作ってウケようと。ボーっとしていても楽しませる
ことしか考えていない。それが悪とは言いません。
　それも必要ですが、日本のものとは、すべてを理解し
なくても、まずは雰囲気から、あるいは姿から、音であ
るとか、形、色とか、そのようなものから入っていって、
段々深く分かっていく。要するに、我慢強く見たり、聞
いたりしないと分からないものも多い。そういうものに
入っていくために、やはり海外の人たちが、言葉も分か
らず、何も分からず、五感を使って一生懸命見る姿とい
うのが、これは意外と大事なのかな。それは、今の日本
人が、むしろお手本にしてみたほうがいいのではない
か…という気がします。
　ですから、やはり教育の場でも、例えばいろいろな日
本のもの、伝統文化を学生たちが鑑賞に来た時、起きて
いるのが舞台の人だけで、学生さんと引率の先生も寝て
いると。能は後半に太鼓が出てくるのですが、後半になっ
て太鼓が出てくると、僕らも楽しみにするのです。「太
鼓が入った、ほら、みんな起きるぞ」と。太鼓が入って、
みんな起きたら、みんな迷惑そうに「寝られないではな
いか」という顔で。
　ところがワークショップをやるとか、そういう「ちょっ
とヒントで、想像力で見てごらん」と言うと、また見る
ようになると。そういう導き方は大事かな。やはりそう
いう海外の人たちの、日本の文化に接する姿、感覚は、
日本でもそれは逆輸入というとおかしいのかも分かりま
せんが、するべきかなと思います。

荻原：なるほど、本当にそうですね。やはり日本の文化、

日本の独自の、すごく独自性の高い部分というのを、何
となく分かったつもりになっているが故に、私自身もそ
うなのですが、理解していないところがあるなと思いま
すし、逆に文化交流使として行かれた皆さんが、またそ
ういったヒントを与えてくださるようなことにもなって
いるのだなと思います。
　文化交流使の役割として、日本とは何か、日本の精神
性をどう伝えていくのかということ。またさらにその文
化から交流していく。様々な諸問題ある中でも、文化か
ら交流していく。そして人から人へ伝承していくという
ような、皆さんからお声がありました。
　文化交流使の皆さん、これまでの10年間で100人く
らいですか、本当に孤軍奮闘して、自らの高められた芸
をお伝えになっておられるかと思います。そうした意味
で、おひとり、おひとりが本当にまさしく文化交流使を
しておられる。文化交流使の「使」としての役割を果た
しておいでですが、やはりそういった文化交流使のこの
仕組み・制度というもの、また、皆さんのご苦労・ご実
践・ご尽力のほどを知っていただくべく、文化政策や、
あるいは私は企業メセナという立場にいますが、努力も
していきたいと思います。
　まずは文化、日本文化を理解すること。相互に理解し
ていくこと。それからそれを発信していくこと。そして、
さらに交流を深めていくこと。この重要さというのを、
実に感じるところです。
　今年は、日本ASEAN友好交流40周年でしたね。そ
ういう意味でも、益々文化交流使の皆さんへのご期待も
大きくなっていくかと思いますし、後に続く文化交流使
の皆さんにも、今日は大変励みとなるフォーラムになっ
たのではないかと思います。

〔会場からの質問〕

津村　禮次郎（能楽師、平成22年度文化交流使。以下、
津村）：私は2010年度の文化交流使で、2011年２月
から４月にかけてロシア・ハンガリーにまいりました能
楽師の津村と申します。本当に皆さん、ご苦労さまでし
た。皆さん、今、大変なご活躍ぶりとか、いろいろな成
果の発表で大変感動しました。また、今後に向けての建
設的な意味で、「これは少し困ったな」とか、「ここはこ
うしてほしいな」とか、「ここは少し危険だぞ」という、
そういうアドバイスと言うか、マイナス面というか、ご
経験されたことがあったら、これから後に続く方もおら
れると思いますで、忌憚のないお話をいかがでしょうか。

辰巳：まずは、この文化交流使というのが国民にもっと
浸透していいのかも。恥ずかしながら私もよく存じませ
んでしたし、最初に文化庁からメールをいただいた時に、
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■活 動 国：タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア

■活動期間：平成24年１月21日～平成24年２月25日

■活動概要：
　文化庁文化交流使としてタイ及び周辺国へ派遣されたAUNの井上良平です。今回、こうし
てアジアという土地へ行けたことに感謝します。今回は双子の弟である公平と、強力な助っ人
である鳴り物師の斉藤秀之氏と３人で、和楽器と日本人の心を楽しくアジアの人々へ伝えるた
めに行かせていただきました。

　35日間で観客動員数は合計で一万人以上。タイ、ラオス、ベトナム、カンボジアの４カ国
で公演回数が29回と精力的に動くことが出来ました。体力的に大変でしたが、本当にすばら
しい体験をしました。このような機会を作ってくれた文化庁をはじめ、各国の大使館や、特に
バンコク国際交流基金の皆さまには大変な努力がありました。ありがとうございました。この
ような国際的な機関がなければ、このような大規模な活動は出来なかったと思います。

　世界での日本文化、とくに和楽器はまだ知られていないと感じています。しかしそんな中で
も世界を席巻し、とても有名なのが和太鼓です。TAIKOとはもう世界共通言語になっている
ほどです。しかし、三味線、笛、尺八、箏に至っては、世界にとってまだ民族楽器の域を超え
ていない。僕たちは、太鼓をメインに笛や三味線などの楽器をつかって博物館に並べる音楽で
はなく、現代にそったものをつくっています。それは新しい「J-Classic」というジャンルを
つくりたいからです。そのために今回のような文化交流使という役割は、僕たちにとってまさ
にうってつけの仕事でもありました。

　世界に共通する音楽をつかって「日本の楽器ってすごい」「日本が好きになった」と言って
もらえたら最高の僕らのエネルギーになるし、各国の民族音楽、民族楽器演奏者達がまた僕ら
の音楽で刺激になって、新しいものをつくってくれることが文化交流使としての使命だと思い
ます。そんな活動がこれからも継続して出来ればうれしく思います。

音楽には国境はないが国籍はある
AUN　井上良平 （和楽器奏者）

　この旅で各国の民族楽器演奏者とのコラボレーションが実現しました。通常は西洋楽器との
アンサンブルが多い僕たちにとって初めての経験でもありました。それぞれが違う音色、リズ
ム、表現がありました。しかしやはり共通しているのが音楽であるということ。まったく白紙
の状態から、言葉もわからないまま、音だけで感じ合ってセッションが始まります。各地の民
族音楽を僕たちは吸収して、自分たちのものにしていこうと、それをまた日本のみなさんにも
伝えられたら素晴らしいことだと思います。ただ単に日本の和楽器を紹介するのではなく、現
地のミュージシャンとともになにかを共作し、発表し、共有する一瞬を観客とともにつくる。
そんな素晴らしい活動をすることによって、日本を好きになったり、日本の理解につながれば、
いずれそれは日本にどのような形になるかわかりませんが、いい意味で返ってくるし、平和へ
の第一歩だと感じています。

　今回、子供達の前での演奏が多くありました。初めての日本人、初めての和楽器の音色。や
はりいい演奏をしたい、いい演奏をしなければならない。感動をあたえる尊敬に値するステー
ジをしなければならない。それは次にくる日本人たちのためでもあるし、いままで様々な国で
活動している日本人のためでもありました。そんなとき、ある外務省のかたの言葉を思い出し
ました。

　それは、僕たちが外国でのコンサートを終えて、レセプションに参加したときです。ひとり
の外務省に勤めるかたが近寄ってきて、両手でしっかり握手をしながら僕たちにこう言いまし
た。「今夜はとても素晴らしいステージでした。私はこの地で、10年間以上にわたって日本の
ため、日本を好きになってもらえるようにこの国で尽力してきたつもりです。しかし君たちは
私のいままでの活動に値することを一晩で成し遂げた。そのことに私は感動しています。あり
がとう」と言ってくれました。この言葉を僕はいつも海外での演奏のときに思い出します。僕
たちの活動はそういうことなんだと。日本を好きになってもらう。この気持ちをいつまでも持っ
ていたいと思いました。これが、僕たちにとって「音楽には国境はないが国籍はある」という
言葉の所以でもあります。
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■活 動 国：ドイツ、オーストリア、イギリス

■活動期間：平成24年５月28日～平成24年８月31日

■活動概要：
　この度，平成24年度文化庁文化交流使を拝命致しま
して，今年５月から約３ヶ月間ミュンヘン・ウィーン・
ザルツブルク・ロンドン・マンチェスターと渡航して
参りましたので，活動のご報告と今回の活動を通じて
感じたことについて述べたいと存じます。
　渡航に際しまして私が考えました責務は，これらの
世界的な芸術都市で本格的な日本の伝統的な音楽の評
価を受けたいということと，西洋音楽の要素を取り入
れた曲を演奏することで日本文化の柔軟性をヨーロッパの方に直接理解して頂きたいことでし
た。そのため，伝統的な曲目と新作を含めた現代曲の両方を演奏することとしました。

　ミュンヘンでは「ギルヒング音楽学校」で学生を対象とした演奏会とワークショップを行い
ました。新旧の曲に興味を持って頂き，ワークショップでの演奏体験が評価され，地元の新聞
にも取り上げられました。また，「ミュンヘン国際日本人学校」「ミュンヘン日本語補修授業校」
の子供達との交流会を行い，日本人の子どもたちに改めて日本の伝統を感じて頂きました。

　ウィーンでは「在ウィーン国際機関日本政府代表部」で世界各国の大使がご臨席の場での演
奏を行うことができ，「オーストリア大使館」では，ウィーンのベートーベン協会会長やウィー
ンフィル奏者に箏曲体験して頂きました。

　ザルツブルグではミラベル宮殿のコンサート・シリーズに出演し，同宮殿の音楽総監督であ
りヴァイオリニストでもあるルッツ・レスコヴィッチ氏と共演しました。私の創作曲を演奏し
たのですが大理石の宮殿での演奏は箏とヴァイオリンの調和がとれた非常に良い響きとなりま
した。

　ロンドンではちょうどロン
ドンオリンピック期間という
こともあり，東京オリンピッ
ク招致の為の「2012年ロン
ドンオリンピックジャパンハ
ウス国際VIPレセプション」
に出演させて頂き，世界各国
の国家元首や大使の皆様に演
奏をご高聴頂きました。会場
では日本の食文化を中心に折
り紙など様々な文化を体験し

て頂き，日本文化を発信する事ができました。また，「英国北西部日英協会」では観客ほぼ全
員に箏曲体験をして頂きました。初めて触る楽器に全員見事に弾く事ができました。さらに
BBCラジオに出演させて頂く機会にも恵まれ，箏の紹介と古典曲，宮城道雄作品，そして私
が創作した曲を演奏致しました。

　どの土地でも演奏が終了した途端に写真撮影と多くの質問があり，日本文化振興の活路を見
いだす糸口を見出すことができたと感じました。
　私は全世界から日本文化を求めてやってくる時代を築きたいと考えております。そのために
は，日本の伝統的な音楽を大切にしてその良さを知ってもらうとともに，海外の音楽も積極的
に箏曲に吸収して新たな音楽を創作していくことが必要だと感じております。私はこれまでに
30ヶ国以上の国々で演奏させて頂いておりますが，今回改めて箏曲が世界で認められる文化
のひとつであることを確信致しました。

　今後は今回のような演奏旅行に加え，インターネットを通じて世界に向けた箏曲の普及を考
えております。近年世界各国でインフラ整備が整ってきていることから，箏曲の紹介や演奏指
導の講座を開講することで，地球上のどこでも箏の演奏を楽しんだり，自ら演奏することがで
きるようになります。現在，試験的に私のWeb上で箏曲講座を開始しており，持ち運びが便
利な小型軽量化の箏も開発が進んでおります。どこの場所でも箏の音色に親しんでもらえるよ
うな環境が整うことを夢見ております。
　この度は，文化庁，文部科学省を始め，各国家元首や各国の大使の皆様，外務省，大使館，
日本スポーツ振興センター，公演に携わる全ての皆様におかれまして多大なるご尽力を賜り，
日本文化の海外発信が出来ました事をここに御礼申し上げます。
　日本の文化が世界の総合芸術となるような活動をこれからも続けていきたいと考えておりま
す。 心より御礼申し上げます。有難うございました。

ヨーロッパでの文化交流
榎戸二幸 （生田流箏曲演奏家）

ミュンヘン地元新聞

ロンドンオリンピックジャパンハウス
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■活 動 国：イタリア

■活動期間：平成25年１月20日～平成25年２月23日

■活動概要：
　私が書道の勉強を初めて35年の時を経ました。
　自分が20歳過ぎに自分の力を試してみたいという思いで海外に出ました。ニューヨークの
摩天楼で書パフォーマンスをした経験があります。その頃はそのような事をされた書道家はお
らず先陣をきる思いだったと思います。その後ロサンジェルスの平和祭等、海外で数回の経験
を経て、世界から見ての書道のあり方を考えました。
　その経験を重ねて、書道が外国に向かってどのようにアピールすれば受け入れてくれるのか
を考える自分になりました。
　また20年前のパリでの個展開催では書に対する関心の深さを感じ、良い感触を得た記憶があ
ります。さらに自分の書の姿勢が芸術として海外でも受けると確信を得た瞬間でもありました。
　そして、今回ご縁があり、文化庁文化交流使に指名されイタリアに行くことになりました。
なぜイタリアかと言いますと古典とコンテンポラリーが共存している文化を持つイタリアと自
分の書道に対する方向性が一致していることが大きい要因です。またさらに自分の書道の勉強
にはイタリアが生み出した作曲家と音楽家の影響があります。
　また、今回の文化活動は主に若い方々との交流を中心にしました。
　日本語を学ぶ学科のある大学を選び、
ローマ大学、ミラノ大学、ベネチア大学
そしてローマ日本文化会館を選びまし
た。内容は、各大学で書講義と書パフォー
マンスと書ワークショッブを合計９回、
開催致しました。書講義の内容は漢字の
成り立ちから現代に至るまでの書体を説
明し、書道芸術の発祥の王羲之や日本を
代表する空海を例に出し、その芸術に至
る経過を説明し、それを書道パフォーマ
ンス（臨書）として実演してみせ、現代
の書道のあり方と自分の考える書風を講
義し、各土地で感じたことをテーマに作
品を書くところを披露しました。各大学
での書ワークショップでは１クラス15
人に限定し、日本から文房四宝を空輸し
（硯、紙、筆、墨）、普段日本で使ってい
るそのままをイタリアの生徒さんにも
使ってもらいました。墨汁は使用せず墨
をする基本から筆の持ち方まで一人一人
を丁寧に指導しました。また各自にお手
本を全て書き与えました。また毎回テー

イタリアでの文化交流使としての活動
海老原露巌 （墨アーティスト）

マを決めてどのような思いでその漢字を描いたのかを発表してもらいました。また書講義には
合計275人、ワークショップでは合計125人に書道を体験していただきました。
　今回の体験での感想ですが、各大学でのカラーもありますが共通して言える事は、日本語ま
た漢字に対する思いは日本人以上に深く、漢字という文字を愛していると感じました。また書道
の経験をした事が無い生徒が圧倒的に多い中で各自の個性を瞬時に見抜き訂正すべき点は訂正
し、良いところは徹底的に褒めて各生徒さんのモチベーションをアップすることを心がけました。
　その中で生徒さんの書道体験の感想には「書道をすることによってエネルギーを得た」「開
放感を感じた」「楽しかった」等がありました。
　また、各クラスには一般のイタリア人で書道を学んでいる方数名も合流しました。
　最後に各大学でご協力してくださったマストランジェロ教授、カルピ教授、カルベティ教授
に深く感謝致します。またイタリア大使館文化担当官モルテイ二氏、元イタリア大使ペテロー
ネ氏に深く感謝申し上げます。
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他を知り我を知りて、思い知った文化の底力
辰巳満次郎 （能楽師）

■活 動 国：韓国

■活動期間：平成24年１月９日～平成24年４月19日

■活動概要：
１．まずは、ご挨拶
「アンニョンハセヨ。チョウムベッケ スミダ。チェ イルムン 辰巳満次郎
　イムニダ。イルボネ 東京 エソ ワッソヨ。」
（こんにちは。初めまして。私の名前は辰巳満次郎です。日本の東京から来ました。）

「イロル プト サーウォル カジ、能ワークショップ ルル ハギウエ チャジュ
チャジャベッケ スミダ。」
（１月から４月まで、能のワークショップのために、やって参りました。）

「マンナソ バンガブ スミニダ。　チャル プタッ トゥリミダ！」
（皆様に会えて嬉しいです。どうぞ宜しくお願いします！）

　上記の「ご挨拶」は、私が初めて韓国で韓国の方々に、ご挨拶をした内容です。
　文化交流使を拝命して最初の私の活動は、ソウルの日本国大使館公報文化院１）での、「新年
日本紹介展」でした。
　私は、己の文化交流使の活動国であった韓国には、今回初めてまいりました。
　勿論、韓国語を話すのも初めてです。
　助手をお願いした朴成均（パクソンギュ）君に前夜特訓を受けて、なんとかカタコトですが、
ご挨拶だけを憶えました。
　パク君は、彼が大阪の大学に留学していた頃の私の能の弟子です。今回、韓国内での唯一の
私の韓国人知人であり、通訳・運転・案内をお願いし、さらに韓国語を教わるに至って、この
時ばかりは師弟関係が逆転となりました。
　「礼儀として、ご挨拶と自己紹介くらいは、お国の言葉でしたい」と言う私に、まさしく、「特
訓」してくれたのでした。

　そもそも韓国は、私にとって「近くて遠い国」でした。
　今回の任命にあたっても、相当に悩んだものです。と申しますのも、私の浅はかな考えでは
「反日感情の強い方々が、日本の伝統文化に好んで触れてくれるのか？」という疑問があった
からです。
　韓国料理もドラマも好きですし、在日韓国人の友人もおりますが、韓国本国での活動につい
ては、少々気の重い心配感がありました。
　しかし、その心配は無用であることが直ぐに解りました。広報文化院のホールは満席になり、
そのほとんどが若い人達でした。「極寒の１月のソウルにイベントをやっても誰も来ないよ」
と言われていたので、嬉しい驚きでした。
　そして私のたどたどしい韓国語の挨拶が始まると、観客は声を上げて歓待してくれたのです。

１）日本国大使館の付属館として日本文化の紹介をする施設

なんとも言えぬ温かみを感じました。
　実は前夜にソウル入りして食事をしてから、そのあまりの美味しさに既に韓国が好きになって
おりましたが、人々の温かみに初めて触れて益々韓国のことを理解する第１歩となったのでした。
　やはり、いかに「最初のご挨拶」が大事であるかを心得た瞬間でした。

２．文化交流使活動の概要
　通常、文化交流使は30日間以上活動国で滞在するのが基本ですが、私の場合、既に舞台が
詰まっており、韓国ならば日帰りも可能な距離、ノベ30日間を自腹で通うということで文化
庁に特別の了解を得て活動させていただくことが出来たのは、幸せな事でした。
　公報文化院や国際交流基金日本文化センター２）、国立能楽堂３）など関係諸機関の真摯なご協
力をいただけることとなり、日本の伝統文化や能楽について、いろいろなゼネレーションの方々
に実演を見ていただく、あるいは体験型のワークショップの機会を持ちたいと考えました。
　企画の目的は、
　１） ユネスコの世界無形遺産第１号に認定された「能楽」について「観る・聴く・触れる」

体験を通し、日本文化の特色、精神性を深く理解してもらう。

　２） 単に日本伝統文化の紹介に留まらず、韓国伝統文化との実演比較も行い、それぞれの相
違点・類似点を探り、特色や影響部分を見出す。

　３） 「習合」を目的にしたコラボレーションも試みる。
という事です。

　実際には活動が始まると、一つの催しを見に来て下さった方がリピーターになって下さった
り、あらたな企画のご依頼につながったりと、交流の輪が連鎖していくこととなりました。日
本での仕事をこなしつつ、韓国各地との往復を重ねて交流を深めていくことができ、「文化交
流使」をお引き受けさせていただいたことにより、私の身体のなかに大きな喜びがわきあがっ
てきました。

　実演家ならではの「体験型ワークショップ」を実施し、単独で行うもののほかに、日本から
プロ・アマ実演家を招聘し、充実した実演付きワークショップも開催しました。特に雛祭り期
間に於いては雛人形の五人囃子である能楽囃子の体験型ワークショップを実施し、そして不特
定多数を対象にしたもののほかには、大学の授業や国楽（韓国伝統音楽）を研究研修する学生
向けにも実施しました。
　またソウル日本文化センターでは３回に渡る実技指導を含めた授業を行いました。
　第１線で活躍する韓国の実演家を招聘し、充実した実演と韓国伝統芸能とのコラボレーショ
ンを含んだ公演もおこなうことができました。
　いまふりかえってみますと、それぞれの場で時を共にした人々が一体となって、双方の文化
の魅力を確認することができたのではと、感じています。

２） 国際交流基金の出先機関で、日本文化の紹介、日本語の研修、日本映画の紹介など、様々な企画
で日本文化を紹介する拠点。

３）3月のひな祭展の際に、国立能楽堂養成事業として研修生を派遣していただく。
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辰巳満次郎　2012年、文化庁派遣、文化交流使活動の概要

日時 場所・内容

１月11日 ソウル：在韓国日本国大使館公報文化院「新年日本紹介展」

２月７日 釜山：釜山日本人学校

２月８日 ソウル：ソウル日本人学校

２月21日 密陽：密陽市民ワークショップ

３月２日 ソウル：在韓国日本大使館公報文化院「ひな祭り展」

３月３日午前 ソウル：国際交流基金日本文化センター　五人囃子体験型ワークショップ

３月３日午後 ソウル：在韓国日本大使館公報文化院　文化私設団の実演、韓国伝統音楽
演奏グループ「シナウィ」との共演　「伝統の力」公演

３月26日 ソウル：ソウル日本文化センター　文化講座

３月27日午後 大田：演劇俳優対象講座

３月28日午前 大田：演劇俳優対象講座

３月28日午後 大田：一般対象講座

３月29日午前 大田：韓南大学　学生対象講演

３月29日午後 大田：演劇俳優対象講座

３月30日午後 ソウル：韓国伝統舞踊関係者対象ワークショップ

４月２日午前 ソウル：ソウル日本文化センター　文化講座

４月３日午前 中央大学ソウルキャンパス　ワークショップ

４月３日午後 韓国芸術総合学校講演

４月４日夜 南山国楽堂「韓楽＆能楽」公演

４月５日午前 湖西大学安山キャンパス　ワークショップ

４月５日午後 中央大学安城キャンパス　ワークショップ

４月16日午後 ソウル：ソウル日本文化センター　文化講座

４月17日午後 漢陽大学　演劇・映画学科院生対象ワークショップ

４月18日 啓明大学　学生対象ワークショップ（大邱日帰り）

ソウル日本人学校でのワークショップ ソウル日本人学校表敬訪問

公報文化院「ひな祭り展」

愛好家の姿「伝承の力」

プロ実演家の姿「伝統の力」
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韓国伝統音楽グループの『シナウィ』との共演

国際交流基金ソウル日本文化センター　文化講座（３日間）

中央大学安城キャンパス　ワークショップ

啓明大学ワークショップ

大田の劇団「ドリーム」の劇団員に能楽実習
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３．新たな展開
　４月で文化交流使としての活動は終了しましたが、さらなる発展を得る機会もあたえられま
した。それは、韓国国立民俗博物館での、「夏の始まり端午」（2012年６月14日～６月24日）
における日中韓三国伝統公演プログラム、６月24日に大講堂で行った「古くて新しい能楽魅
力体感」です。韓国国立民俗博物館は、朝鮮民族の歴史博物館であることから、日本文化など
は過去に紹介されることも無く、初の日本文化紹介であり、長唄・三味線のワークショップも
行われたのです。
　場所は民族の象徴的なキョンボックン（景福宮）にあることから、「日本物」は困難な事情
がありました。ギリギリまで、「中止になる可能性は無くならない」と言われていたにも関わ
らず、当日は満席の御客様、無事に勤め、また、相当なプレッシャーの中、自分の思いもそれ
なりに御話しすることもできました。日本大使館公報文化院と韓国民俗博物館の協力による、
歴史的なイヴェントとなりました。
　両国間には様々な政治課題がありますが、芸術文化がそのコンフリクトの氷解役として、新
たな交流の道を切り開くことに繋がると信じています。

４．そして思い知ったもの
　改めて思い知ったのは「文化」の底力でした。歴史的・政治的に課題多き国ならばこそ、文
化交流が重要であり、韓国人が食文化を含む「日本文化」を嫌うどころか理解し好むことを知
り、散々常日頃から「今こそ文化を！」と言っている私自身が、今更ながらに「文化力」とい
うものを思い知ることとなりました。
　そして、日本文化の紹介に留まらず、韓国の伝統文化を日本に伝えることで、日本の次世代
を背負う若者にも東アジアの隣人が育んだ素晴らしい文化を理解してもらい、新たな交流の輪
を拡げることの一助になればと願っております。
　昨年11月の釜山ジャパンウイーク、本年３月のソウルジャパンウイークと御縁も続いてお
りますが、韓国に能の出稽古、日本で韓国伝統音楽とのコラボレーション、などの実現を目指
して、計画中です。

韓国国立民族博物館
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■活 動 国：中国

■活動期間：平成22年９月４日～平成23年７月16日

■活動概要：
　私は2010年の９月から2011年の７月まで中国の北京を中心に上海，長沙，深セン，大連，
天津などで活動して参りました。今から３年前の2009年に文化庁から文化交流使にとお話し
をいただいた時は正直言って私に務まるだろうかと思いました。私たちは自国の文化を伝承す
る仕事に従事している為，日本を離れて海外に暮らした経験はありません。今回が初めての事
で，しかも決して若くない今の年齢で新しい環境に適応していかなくてはならず，まずそれに
は言語の問題があり，その他慣習も違う事にとまどいも多いだろうと考え，仕事を整理してま
ず北京市内の大学に籍を置き語学の短期留学をしながらひたすら中国での生活に慣れるよう努
力しました。もちろんこの時はまだ交流使ではなく一学生にしかすぎない私に，その大学内で
知り合った中国人の学生諸君が日本の伝統芸能に関してとても興味をもってくれ，日本舞踊を
少しずつ大学内で教えるようになったのです。後々彼らは文化交流使となった私の強力なパー
トナーとなってくれました。これに留まらず慣れない土地で仕事をしていく自分を助けてくれ
たのはみな中国人の方々です。そのあたたかさは私たちが日本で抱いていたイメージとは大き
く違うものでした。といいますのは文化交流使事業は知人などいない外国で行うものですから
地元の大使館，領事館，国際交流基金
などに多大にお世話になって活動をす
すめます。ところが折悪しく2010年
９月の私の活動開始時期とほぼ同時期
におきた尖閣諸島の問題で大使館など
の企画する大きな活動がすべてストッ
プになってしまいました。あわや活動
を続行させるのは不可能かと思われた
矢先，ここでも中国人の学生さんたち
が何と１件１件草の根運動のようにし
て活動先をみつけてくれたのです。そ
の結果，お陰さまで私個人の人脈が広
がった事により実にさまざまなところ
と交流を図る事が出来ました。
　その活動は多岐にわたりましたが大
きく分けて三つで，一つは日本語を学
んでいらっしゃる大学生や演劇・舞踊
を学んでいる学生さんに向けた公開講
座，ここでは最後に日本舞踊の体験と
して皆さんで実際に扇子を持って踊っ
ていただきます。中国人の舞踊好きは
日本人の比ではありません。どちらへ
赴きましてもこの体験コーナーは大変

中国での文化交流の輪
藤間万惠 （日本舞踊家）

に喜ばれました。もう一つは中国には歌舞団といわれるプロの舞踊団の組織が沢山ありますが，
そこではレッスンに比重を置いたワークショップをやり速戦的な力をつけるよう指導します。
そのかたわら演劇の専門大学と語学専門大学での定期的な稽古をやり，それは活動終了後の現
在でもまだ続いています。活動を終えて思う事は中国にも日本の言語や文化に興味をもつ中国
人の方は大勢いらっしゃって，その方がたに向けて講座をさせていただいたいたのももちろん
大事な仕事でしたが，私はやはり日本の舞踊家として芸能家として中国の舞踊，演劇その他芸
術に携わっている方々と触れ合った事が一番の想い出となっています。日本の芸能は中国の芸
能の影響があって出来たものが多く，それは日本では今もなお形を変え伝承されていますが本
家本元の中国では途絶えてしまっているものが多いのです。日本の芸能にもう一度触れていた
だく事で，中国の昔の芸能を振り返っていただく……そんな事が出来ればと活動をしてきまし
た。そして約10か月間の文化交流使としての活動を終えて思います事は，今後私自身が元文
化交流使の責任として，決してこの活動を一時の事で終わらせないようにしなければいけない
という事です。今迄培ってきた事をこれからいかにして繋げていくかが私の今後の大きな課題
です。

　最後になりましたが私を文化交流使として任命して下さいまして活動中も何かとお世話にな
りました文化庁にお礼を申し上げるとともに，外務省関係の皆様，在中国日本大使館，国際交
流基金をはじめ現地でお世話になりました皆様に厚く御礼を申し上げます。そして今後益々こ
の文化交流使事業が盛んであり，沢山の国の方が日本の文化に触れていただける事をお祈り申
し上げます。

公開講座の様子

ワークショップの様子

歌舞団での指導
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■活 動 国：中国

■活動期間：平成25年１月21日～平成25年２月21日

■活動概要：
　１月21日、羽田より日本を出発し、北京に向かいました。2000年以来の中国訪問。今回
は私１人で、そして文化交流使という大役をいただいての訪問。
　頑張らなくてはという想いと共に13年ぶりの中国に胸が躍りました。
　昨年より日中関係が悪化している中で、文化交流使としての活動が出来たことを、とても嬉
しく誇りに思いました。
　中国に来て最初の公演は、１月28日に北京日本人学校にて行ないました。
　13：30から45分間の公演です。対象は小学１年生から５年生までの約400名でした。
　公演内容は、『鬼剣舞の笛・通り』『木遣り唄』『登山囃子』『下山囃子』『エアー大太鼓』そ
して、ワークショップ（WS）は『みんなで帆柱起こし音頭』と、６演目です。この中で、初
めての試みが『エアー大太鼓』でした。日本の太鼓と言えば、欅などの１本の木をくりぬいて
作られた長胴太鼓ですが、２尺以上の大きな太鼓になってくると、重たくて持ち運びが大変で
す。
　私は長胴太鼓を持って行きたかったのですが、１人ということもあり、身軽に持ち運びやす
い青森県のお山参詣で使われる、かつぎ桶太鼓を１つ持って行きました。
　私の真骨頂とも言える大太鼓を演奏したくても太鼓が無い、それで思いついたのが『エアー
大太鼓』でした。『エアーギター』の様に、、、。目には見えない大太鼓に向かって撥を振り、音
が出ないので太鼓の音を口で歌う。これはとても大変で長くは続けられません。３分間程の演
奏となりました。子供達の反応は笑いも出ましたが、しっかり受けとめてくれました。とても
面白かった様で受けました。
　WSは太鼓を叩く生徒だけでなく、見ている生徒達も一緒に参加出来る様にかけ声をかけて
もらいました。その中で私も太鼓を叩きながら唄う。一体感のあるWSが出来たと思います。
この最初の公演がいい感じに出来て、私はホッとしました。
　こんな調子で、上海日本人学校浦東校と虹橋校、杭州日本人学校と４つの学校で公演を行な
わせていただきました。蘇州日本人学校でも行なう予定だったのですが、大雪の恐れがあり生
徒の通学が危ぶまれるということで休校となり、公演することが出来ませんでした。
　北京日本人学校のあとに在中国日本大使館での公演がありました。この公演の来場者は、ほ
とんどが中国人の方でした。ここで初めて中国の方との交流が出来て、とても嬉しかった。学
校の太鼓をお借りしてWSも行ないました。皆さん積極的で楽しい交流が出来ました。着任さ
れたばかりの木寺大使も最後までお付き合いくださり喜んでくださいました。
　その後、今回私が一番楽しみにしていた中国の太鼓芸能団体との交流を２月15日に陝西省
延安市安塞にて行なうことが出来ました。『安塞腰鼓』として世界にも知られている、この腰
鼓は中国映画『黄色い大地』の中にも登場し、小さな太鼓を腰に付けて叩きながら力強く大地
を蹴って激しく踊る群舞が話題になりました。
　村を訪ねて代表者の徐舞さんの家に伺いました。若い踊り手が集まって来て衣装に着替え、
村の広場で土煙をたて踊ってくれました。次に私も衣装に着替え演奏を披露しました。そして
最後は熱く、太鼓共演で終了。そのあとは、徐さんの家の庭で打ち上げ会。昼食を皆さんと一

中国での文化交流使としての活動
藤本𠮷利 （和太鼓奏者）

緒にいただき交流の第２弾、唄ったり、踊ったり、これまた、とても嬉しい交流が出来ました。
　また今回、予定にはなかった日本レストランでのライブ演奏を２ヶ所で行なうことが出来ま
した。北京の『初音』というレストラン。経営者はアランさんという中国人の方で、太鼓が大
好きで店には３尺を超す程の大きな太鼓が飾ってあるのです。私はこの中国製の太鼓を使わせ
てもらって、想い存分に大太鼓を演奏することが出来ました。
　そして、中国滞在の最後の日に、北京で大変お世話になった山本敬さんが経営されている
『MANZO』というレストランでもライブ演奏を行ないました。山本さんの店には太鼓がなかっ
たのですが、この日の為に太鼓を購入されたのです。中国製の太鼓ですが、私が山本さんと一
緒に太鼓屋さんに行って太鼓を選びました。以前から太鼓を店に飾りたいと思っておられた様
です。私はこの太鼓を『MANZO』で初打ちさせていただきました。鼓童の公演を見られた
というお客さんがおられて、最初の音と最後の打ち終えた時の音は全然違っていたとのこと。
打つ程に音が良くなって行ったとマニアックな感想をいただいた。
　『MANZO』でのライブには今回の中国での交流のスケジュールと案内役兼通訳をお世話に
なった李長鎖さん、李さんの補佐役としてお世話になった李さんの義弟の張さん、そして山本
さんを通して北京でお会いした方々など、多くの方がご来店くださり大盛況に終えることが出
来ました。本当に嬉しかったです。
　この他の交流としては、孫豪さん（中国芸術学院の作曲家・笛奏者）と食事をして笛でも交

在中国日本大使館での公演において、中国人来場者及び木寺昌人大
使と写真撮影

北京日本人学校での活動
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流。フォーシャオチェンさん（中国歌劇舞劇院主席ニ胡奏者・元女子十二楽坊メンバー）と食
事をして交流。黄豆豆（ホアンドウドウ）さん（上海歌舞団団長・世界に知られている中国の
トップダンサー）また、楡林の天成音楽大庁の張聖宝さんを訪ね交流しました。
　今回、私は一人であったから、より深い交流が出来た様に思います。 そして、中国の人にとっ
て太鼓はごくごく身近にあり、太鼓がとっても好きなんだということが解りました。そんな中
国へ太鼓が大好きな私が文化交流使として訪ねられたことは、この上ない喜びとなりました。
中国の人はおおらかです。細かいことはあまり気にしません。そして、逞しい。よく食べ、よ
く飲み、よく話し、とってもパワフルです。一生懸命に生きてる感じがします。私は、そんな
中国の人達にとても愛着が湧きました。すぐ近くの国であるのに遠くに感じていた中国が、とっ
ても近くなりました。また、中国に来ようと思いました。

安塞腰鼓との交流

レストラン『MANZO』でのライブポスター
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ヨーロッパでの文化交流使としての活動
真鍋尚之 （雅楽演奏家・作曲家）

■活 動 国： ドイツ、オランダ、ベルギー、オーストリア、スイス、フランス、イタリア、チェコ、
スウェーデン、ロシア、ベラルーシ、セルビア

■活動期間：平成23年５月14日～平成24年５月13日

■活動概要：
　2011年５月14日～2012年５月13日まで文化交流使としてのベルリンを拠点に12ヵ
国、30都市で50回の演奏会、およびワークショップや作曲家との共同作業を行った。
　活動の内容は
●　雅楽および笙についてのワークショップ。（歌唱指導・レンタルの笙を用いて演奏体験）
●　 現地（ケルン）の雅楽アンサンブルの指導（笙・合奏・舞）計11回、毎回約５時間。舞

の指導を重点的に合奏や笙の指導
●　 ベルリン在住の中国笙奏者との技術交換（毎週。４時間以上。日本の雅楽の奏法を伝える

とともに、中国笙の技術指導を受けた。）
●　 作曲家と笙の新しい作品・可能性について共同作業。（18曲の笙のための作品を初演。演

奏した曲、計50曲以上）
● 　アンサンブルなど他の楽器との共演。（共演した演奏家約20名）
●　日本人作曲家の作品の紹介。

　私は雅楽の演奏家であり、また現代音楽の作曲家・演奏家でもある。伝統を継承していくと
共に、新しいものを創ると言う、相容れないものを同時に行っている。
　10数年前に始めた新しい作品を創る活動から数多くの作品が生まれ、自作および作曲家と
の共同作業により、完全に独奏楽器としての地位を築くところまで到達した。
　雅楽は合奏の形態で演奏されるので一人では演奏できない。単身で渡る今回は独奏の演奏会
を中心に雅楽についてのレクチャーを行い、作曲家に笙の作曲法を教え、試演などの共同作業
を進めつつ初演するという活動を行った。
　ヨーロッパで活動していて感じるのは普通の人が普通に興味を持ち、普通の場所でごく自然
に演奏会を聞きに来るという事。それはクラシックであろうが現代音楽であろうが現代美術で
あろうが、あまり境界はなく、身近にあると言うこと。だから良いと思ってもらえた瞬間に演
奏会の企画の話はとんとん拍子に進んでいくし、熱心なお客さんが集まる。
　作曲家との共同作業は作曲家に新たに曲を書いてもらい、練習して本番を行うという性質上
数ヶ月の準備期間を要する。諸事情によりベルリン到着から全ての準備をしなければならな
かった。

　最初のひと月は家探しを初めとする一年の生活の準備、また演奏会が数多くあり同時に作曲
の締め切りも迫りとにかく綱渡りの生活であった。
　その後は夏休みの時期もあり比較的じっくりと秋以降の準備を進める事ができた。その成果
は秋以降、特に２月から５月の帰国直前までに突如として現れ、日程の都合上断らざるを得な
い事もしばしばあった。

　文化交流使としての任期は2012年５月で終わったが、現在もその活動は続き2012年12
月、東京にて活動の成果を発表するリサイタルを開催。
　2013年２月にはアンサンブル作品の初演、デュオ・ソロなど計４公演。
　７月および11月、ヨーロッパでの雅楽公演。滞在中に紹介できなかった本格的な雅楽公演
の実現へ向けて準備中。
　今後も日本ではヨーロッパの優れた作曲家や演奏家を紹介し、ヨーロッパへは雅楽と日本の
優れた作曲家を紹介する活動を続けていくつもりだ。

他の楽器との共演

雅楽および笙についてのワークショップ
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■Visited Countries：Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia

■Performed during：Jan 21 - Feb 25, 2012

■Activity Report：
　I am one half of the Japanese music performing duo called AUN. We went to Thailand and neighboring 
countries as JAPAN Cultural Envoys dispatched by the Agency for Cultural Affairs. I am grateful for the 
opportunity to visit various countries in Asia. I traveled with my twin brother, Kohei, and a trusted partner and 
musician, Hideyuki Saito, to play traditional Japanese musical instruments and present the heart and soul of 
the Japanese to other Asian people in an exciting and fun way.

　The audience totaled more than 10,000 people during the 35 days of our tour. We performed 29 times in 
four countries, namely Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia. Although it was physically tough, we were able 
to have a wonderful experience. We would like to thank the Agency for Cultural Affairs for giving us this 
opportunity and also the embassies of various countries for their cooperation. We want to express our special 
thanks to the staff  at the Japan Foundation, Bangkok in particular for their enormous eff orts. Without the 
cooperation and support of those international organizations, it would not have been possible to complete our 
large-scale concert tour.

　I feel that Japanese culture, especially traditional Japanese musical instruments, are not well known 
internationally. But, the Japanese taiko (drum) is an exception. The overwhelming sound of taiko has taken the 
world by storm. Now, the word, “Taiko,” is known throughout the world. Other Japanese musical instruments 
such as shamisen (three-stringed Japanese guitar), fue (Japanese fl ute), shakuhachi (vertical bamboo fl ute) 
and koto (Japanese zither) are still considered as ethnic musical instruments by most people outside Japan. 
By combining taiko with other Japanese instruments such as fue and shamisen, we create music that 
matches today’s trends, not music that belongs to a museum. Through this, we want to create a new music 
genre, J-Classic. For that purpose, being JAPAN Cultural Envoys was an opportune task.

　If the audience realizes the attractiveness of Japanese musical instruments and begin to like Japan by 
seeing and listening to our performance, that will give us energy. I think it is a mission of JAPAN Cultural 

Envoys to stimulate musicians around the world who play folk music and ethnic musical instruments and to 
help them create new music. We hope that such activities will continue in the future.

　During the tour, we were able to perform together with players of ethnic musical instruments in the 
countries we visited. It was our fi rst experience to be engaged in this type of musical collaboration since we 
usually play in ensemble with Western musical instruments. Each musical instrument delivered unique tonal 
color, rhythm and mood. But, one thing common to all of them was that they all rendered superb music. We 
began our session by feeling the sound, without knowing what to expect and without speaking the same 
language. We absorbed local folk music and digested it in our own way. It was also wonderful to share our 
experience and music with people in Japan. We wanted to do more than just introduce traditional Japanese 
musical instruments to people in diff erent countries. We wanted to create something new with local musicians, 
play music, and share the moment together with the audience. Such activities will increase the number of 
people who like and understand Japan, and also bring benefi ts to Japan in one way or another. We believe that 
is a step toward world peace.

　We had many opportunities to have performances in front of children. Those children had never seen 
Japanese people or heard the sounds of Japanese musical instruments before they attended our concert. We 
wanted to give the best performance. We had to do our best in order to present a stage performance that 
would make a strong impression in them and earn respect from them. That will build a foundation for the 
activities of future JAPAN Cultural Envoys, and it was our tribute to the Japanese people who have been 
actively involved in cultural exchange activities around the world. In connection with this, I remember a 
statement made by a representative of the Ministry of Foreign Aff airs.

　That statement came from a representative of the Ministry of Foreign Aff airs who approached us during the 
reception held after a concert in a foreign country. He fi rmly grasped our hands with both his and said, “It was 
a wonderful performance. I spent more than ten years in this country doing my best to introduce Japan to 
local people so that they would develop a liking toward our country. This evening, you have accomplished what 
it took me more than ten years to do. I am much moved. Thank you.” His words are always on my mind 
whenever I play abroad. His words made me realize what our activities are all about. I would like to continue my 
activities in an eff ort to increase the number of people in foreign countries who like Japan. This thought is 
expressed by our statement, “Music has no national boundaries, but it has nationality.”

“Music has no national boundaries, 
but it has nationality.”

Ryohei Inoue（AUN /Japan Traditional Musical Instruments player）
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■Visited Countries：Germany, Austria and the UK

■Performed during：May 28 - Aug 31, 2012

■Activity Report：
　Assigned as a JAPAN Cultural Envoy for fi scal 2012 by the Agency 
for Cultural Affairs, I visited Munich, Vienna, Salzburg, London and 
Manchester for a period of about three months from May this year. I 
would like to report on my activities and describe my experiences.

　Before leaving Japan, I decided that my purposes for visiting Europe 
were to receive feedback on authentic traditional Japanese music in 
internationally acknowledged art-oriented cities and to have people in 
Europe gain first-hand understanding of the flexibility of Japanese 
culture by playing music that incorporated elements of Western music. To that end, I played both Japanese 
classical music and contemporary music including new compositions.

　In Munich, I performed in front of the students in the Gilching Music School and also participated in 
workshops. The audience was interested in both traditional and contemporary music of Japan. I let the 
workshop participants actually play the koto. This was evaluated highly and was featured in a local newspaper. 
I also attended the cultural exchange meeting with the children at the Japanische Internationale Schule 
München and Japanisches Institut in München so that those Japanese children could feel and appreciate 
Japanese culture.

　In Vienna, I had the opportunity to perform at the Permanent Mission of Japan to the International 
Organizations in Vienna where ambassadors from various countries were present. I also presented a koto 
performance to the chairperson of the Vienna Beethoven Association and members of the Vienna 
Philharmonic at the Embassy of Japan in Austria.

　In Salzburg, I appeared in the concert series held at Mirabell Palace and performed together with Mr. Luz 
Leskowitz, the artistic director of the Palace and violinist. In this concert, I played my original music. The 
sounds of my koto and Mr. Leskowitz's violin 
harmonized and resonated superbly in the 
marble-built Mirabell Palace.

　In London, the Olympic Games were held at 
the time of my visit. I was asked to perform at 
the 2012 London Olympics Japan House 
International VIP Reception held for the 
realization of the Tokyo Olympics 2020, and 
played the koto in front of heads of state, 
ambassadors and others. This event also 
introduced Japanese food as well as other 

cultural aspects such as origami (art of paper folding) to the guests. In the event hosted by the Japan Society 
North West, I was able to have almost all guests experience playing the koto. They all played the koto 
splendidly even though it was their fi rst time to touch the musical instrument. I was also fortunate to have a 
chance to appear in a BBC radio program to introduce the koto and play classical music, Michio Miyagi tunes 
and my original music.

　At all those places, people took pictures and asked many questions immediately after my performance. I felt 
that I was able to take part in promoting Japanese culture in foreign countries.

　I aspire to contribute to increasing the number of people who come to Japan from all over the world to 
experience our unique culture. To that end, I realize the importance of actively incorporating overseas music 
into the music played on the koto and creating new music, in addition to treasuring Japanese traditional music 
and making it widely known. I have played the koto in more than 30 countries in the past, and I reconfi rmed 
during my recent visit to Europe that koto music was one aspect of Japanese culture acknowledged 
internationally.

　I plan to promote koto music across the world through the 
Internet, in addition to conducting concert tours such as the 
one described here. As infrastructures have been improved in 
many countries in recent years, it is becoming easier to 
introduce koto music and give koto playing lessons, so people 
can casually enjoy listening to koto music and playing the 
koto regardless of where they live. For example, I began 
offering koto playing lessons experimentally on my website. 
Also, compact and lightweight, easy-to-carry koto musical 
instruments are under development. I am looking forward to 
the creation of an environment that enables anyone to enjoy 
the beautiful sound of koto anywhere.

　I would like to take this opportunity to express my sincere 
thanks to the Agency for Cultural Affairs, the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, heads of 
state, ambassadors, the Ministry of Foreign Affairs, 
embassies, Japan Sport Council, and all those who were 
involved in making my koto performances possible. Without 
their help and support, it would not have been possible for me 
to introduce Japanese culture overseas.

　I will continue my activities to make Japanese music culture 
an integral part of the global art culture.
　Thank you once again.

Cultural exchange in Europe
Fuyuki Enokido（Japan Traditional Music Instrument Player）

Local newspaper in Munich

London Olympic Japan House
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■Visited Countries：Italy

■Performed during：Jan 20 - Feb 23, 2012

■Activity Report：
　It has been 35 years since I started studying calligraphy.
　Sometime after turning 20, I went overseas because I wanted to see what I was capable of and gave sho 
(calligraphy) performances in a New York skyscraper. At the time, I was the only calligrapher doing such things 
and I thought I would be in the vanguard. Subsequently, I went overseas several more times, including a 
performance at the Peace Festival held in Los Angeles, which made me consider the role of calligraphy from a 
global perspective.
　Based on my experience as above, I started considering how I could promote acceptance of calligraphy in 
other global nations.
　When I held a personal exhibition in Paris 20 years ago, I became aware of the interest in calligraphy there 
and remember that this experience gave me a promising feeling. It was the moment which convinced me that 
my attitude toward calligraphy would be accepted overseas as an art.
　Recently, I was appointed to serve as a JAPAN Cultural Envoy by the Agency for Cultural Aff airs and given 
the opportunity to visit Italy. The reason for this trip was mainly because Italian culture blends both classic 
and contemporary features, just like my own calligraphy. Moreover, my calligraphy study was partially 
infl uenced by Italian composers and musicians.

　Most of the cultural activities this time were 
exchanges with young people.
　The venues I chose were universities with Japanese 
Language Departments such as the University of Rome, 
University of Milan, and University of Venice and the 
Japan Cultural Institute in Rome. I gave and held lectures 
on calligraphy, sho performances, and sho workshops at 
respective universities and in a total of nine sessions. 
During the lectures, I explained how kanji characters have 
developed and their styles to date, further explained how 
sho has become an art form, citing examples of Ogishi, 
representative of China where the calligraphy art started, 
and Kukai, representative of Japan, gave calligraphy 
performances (Rinsho, copying the works of master 
calligraphers), discussed the role of modern calligraphy 
and its role from my own perspective, and showed how I 
write my work with what I perceived to be the theme in 
the respective locations. For the sho workshops, which 
were held in each university with the number of 
participants limited to 15 per class, I had the four 
treasures of calligraphy, namely suzuri (ink stone), fude 
(ink brush), hanshi (calligraphy paper), and sumi (inkstick), 

Activities in Italy as a JAPAN Cultural 
Envoy

Rogen Ebihara（Sumi Artist・Calligrapher）

airfl own so that the Italian students could use the same tools we regularly employ in Japan. I did not let them 
use bokuju (liquid sumi ink) and started with the basic process of grinding a sumi stick gently on a suzuri. I 
also taught them in detail how to hold a fude. I wrote a sample for each of the students to copy. During each 
session, I set a theme for them and made each of them share what was in his/her mind when he/she wrote 
the kanji . A total of 275 students attended the lecture, and 125 participated in the workshops and 
experienced calligraphy.
　As for my impressions of this experience, although each university has its own unique characteristics, their 
common factor is an interest in the Japanese language and kanji characters even deeper than that of the 
Japanese people themselves and a love of kanji  letters. As most of the students had never before 
experienced calligraphy, I tried to enhance their motivation by instantly identifying their individual 
characteristics, correcting what should be corrected, and thoroughly praising their good points. Their 
impressions of the calligraphy experience included: “I got energy from calligraphy.”; “I felt a sense of openness.”; 
and “I enjoyed it.” A few Italians who were not related to the universities but who were learning calligraphy also 
joined the respective classes.

　Finally, I would like to express my sincere appreciation to Professors Mastrangelo, Calpi, and Calvetti at the 
respective universities, Mr. Molteni, Cultural Attache of the Italian Embassy in Japan, and Mr. Petrone, former 
Italian Ambassador, for their support and cooperation.
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■Visited Countries：South Korea

■Performed during：Jan 9 - Apr 19, 2012

■Activity Report：
１．My words of greeting
　Hello and how do you do? My name is Manjiro Tatsumi. I come from Tokyo, Japan (in Korean).
　 I came here to hold Noh workshops between January and April (in Korean).  
　 I am pleased to meet you. Thank you! (in Korean)

　The above “words of greeting” were my fi rst words to the Korean audience in South Korea. 
　The fi rst activity since I was appointed a JAPAN Cultural Envoy was at the “New Year Exhibition - featuring 
Japanese Culture” at the Public Information and Cultural Center1, Embassy of Japan in Seoul, South Korea. 
　It was the fi rst time for me to visit South Korea, the country where I served as a JAPAN Cultural Envoy. 
Naturally, it was the fi rst time for me to speak Korean too. 
　I asked Mr. Paku Songyon to serve as my assistant. He gave me special training the evening before I 
performed and I somehow learned to say the words in broken Korean.
　Mr. Paku was one of my Noh pupils, while he was studying at a university in Osaka. I asked him to be my 
interpreter, driver, and guide during my visit to Korea this time because he is my only Korean acquaintance in 
South Korea. I further asked him to teach me Korean, and so, on this particular occasion, the relationship of 
teacher and pupil was reversed. 
　I said to him, “As a sign of politeness, I want to at least greet and introduce myself to the audience in the 
language of your country,” and he was kind enough to hold a “special training session” for me.

　In the fi rst place, South Korea had been a “close but distant” country for me. When I learned that I was to be 
appointed, I really did not know what to do. This was because in my shallow view, I had serious doubts: There 
are strong anti-Japanese feelings among Korean people. Will they be willing to enjoy Japanese culture and 
tradition?” I do love Korean food and TV dramas and I have many Korean friends residing in Japan. But still, I 
was worried and felt somewhat depressed when I thought about the activities in South Korea. 
　But it was not long before I realized that there was nothing to worry about. The hall of the Public Information 
and Cultural Center was fully occupied, mostly by young people. It was a pleasant surprise, because I had been 
told that no one would come to an event held in Seoul in frigidly cold January. 
　And when I started greeting the audience in my halting Korean, the audience applauded and welcomed me. I 
felt warmth that I found diffi  cult to express in words. 
　Actually, after I arrived in Seoul the preceding evening, I went to have dinner, which was so delicious that I 
had come to love Korea even more before meeting the audience. And the moment I felt the warmth of the 
people for the fi rst time was when I took my fi rst step to understand Korea more deeply. 
　That moment taught me newly how important the “fi rst greeting” is.

“I came to know the other side and know myself,
and realized the underlying power of culture.”

Manjiro Tatsumi（Noh actor）

２．Overview of the activities as a JAPAN Cultural Envoy
　Basically, a JAPAN Cultural Envoy stay in a country he/she serves for a period of 30 days or more, in my 
case, however, I already had a packed schedule for a performance on the stage. Besides, the distance to 
South Korea is so small that it is possible to go on a day trip to the country. Therefore, it was fortunate for 
me that I obtained the special understanding of the Agency for Cultural Aff airs to conduct a total of 30-day 
activities at my own expense.  
　The Public Information and Cultural Center, the Japan Foundation Center for Cultural Exchange2, National 
Noh Theatre,3 and other related organizations off ered to provide me with sincere cooperation. I planned to let 
people of various generations enjoy live performances of Japanese traditional culture and Nogaku, and to hold 
experience-based workshops. 
　The purposes of the plan were as follows:
　１） To make the features and spirituality of Japanese culture deeply understood through the experience of 

viewing, listening, and touching Noh, which was designated as the first UNESCO Intangible Cultural 
Heritage in Japan;  

　２） To search for the difference and similarity and identify the features and mutual impact by not only 
introducing Japanese culture and tradition but also comparing live performances with those of Korean 
culture and tradition; and

　３） To attempt collaboration, aiming at “fusion.” 

　When the activities started, a network of exchanges was developed, such as in the case where people who 
came to visit an event became regular visitors, which resulted in a request for a new project. While working on 
the projects in Japan, I made a round trip to Korean in various places and deepened exchanges with them 
successfully. Serving as a “JAPAN Cultural Envoy” became a true pleasure for me.

　I held “experience-based workshops,” which I think only a performer can hold. Besides instructing workshops 
singlehandedly, I invited professional and amateur performers from Japan and held productive workshops with 
live performance. In particular, during the period of hinamatsuri (doll festival in March), I held an experience-
based workshop of Noh-gaku bayashi ensemble, or the fi ve musicians in a hina doll set. I held workshops for 
the general public, as a university class, and for students who study and research national music (Korean 
traditional music). 
　Also at the Japan Foundation Center for Cultural Exchange in Seoul, I gave three classes that included 
teaching of performance skills. I gave performances that were well-acted live performances and a collaboration 
of Korean traditional entertainment, inviting Korean performers who play an active part in the front line.
　In retrospect, I feel that the people who shared this time on the respective occasions were united and 
successfully came to understand and appreciate each other’s cultures. 

１　 The center works to introduce Japanese culture as a facility that is affiliated with the Embassy of 
Japan.

２　 A branch of the Japan Foundation as a base to introduce Japanese culture through various projects 
such as introduction of Japanese culture, Japanese language classes, and introduction of Japanese 
movies.

３　 National Noh Theatre sent trainees on the occasion of the Hinamatsuri Exhibition held in March as 
one of its training projects.
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Overview of the 2012 JAPAN Cultural Envoy activities of Manjiro Tatsumi sent by the Agency for 
Cultural Aff airs

Date Place: Contents
January 11 Seoul: Public Information and Cultural Center, Embassy of Japan in Korea, “New Year 

Exhibition - featuring Japanese Culture”
February 7 Busan:  Busan Japanese School
February 8 Seoul: Seoul Japanese School
February 21 Miryang: Miryang Citizens’ Workshop
March 2 Seoul: Public Information and Cultural Center, Embassy of Japan in Korea, “Dolls 

Festival Exhibition”
March 3 AM Seoul: the Japan Foundation Center for Cultural Exchange, Experience-based workshop 

‒ Five musicians in a hina doll set.
March 3 PM Seoul: Public Information and Cultural Center, Embassy of Japan in Korea, Live 

performance by the Cultural Mission, joint performance with “Sinawi,” a Korean 
traditional music performance group, and performance of the “Power of Tradition”

March 26 Seoul: the Japan Foundation Center for Cultural Exchange, Cultural Class
March 27 PM Daejeon: Class for theatrical actors and actresses
March 28 AM Daejeon: Class for theatrical actors and actresses
March 28 PM Daejeon: Class for general public
March 29 AM Daejeon: Lecture for students at Hannam University
March 29 PM Daejeon: Class for theatrical actors and actresses
March 30 PM Seoul: Workshop for persons involved in Korean traditional dances
April 2 AM Seoul: the Japan Foundation Center for Cultural Exchange, Cultural Class
April 3 AM Workshop at the Chung-Ang University Seoul Campus 
April 3 PM Lecture at the Korea National University of Arts 
April 4 PM Performance of “Korean music and Noh music” in the Seoul Namsan Traditional 

Theater
April 5 AM Workshop at the Hoseo University Ansan Campus 
April 5 PM Workshop at the Chung-Ang University An-Sung Campus 
April 16 PM Seoul: the Japan Foundation Center for Cultural Exchange, Cultural Class
April 17 PM Workshop for students at the Hanyang University Graduate School of Theater and 

Cinema
April 18 Workshop for students at the Keimyung University (A day trip to Daegu)

Workshop at the Seoul Japanese School Courtesy call to the Seoul Japanese School

“Dolls Festival Exhibition” at the Public Information and Cultural Center

Participating enthusiasts: “Power of Tradition”

Professional performers: “Power of Tradition”
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Joint performance with “Sinawi,” Korean traditional 
music group

The Japan Foundation Center for Cultural Exchange, Seoul: Cultural class (3 days)

Workshop at the Chung-Ang University An-Sung Campus

Workshop at the Keimyung University

Practical training of Noh for the members of “Dream,” a theatrical group in Daejeon
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3．New development
　Although the activities as a JAPAN Cultural Envoy ended in April, I was given a chance for further 
development. This was the “Experience the fascination of Noh that is traditional but new” held in the lecture 
room on June 24 as the Japan-China-Korea Tripartite Traditional Performance Program in the “Start of 
Summer, Tango” (June 14-24, 2012) at the National Folk Museum of Korea. The National Folk Museum of 
Korea is a museum of the history of the Korean people, and therefore, Japanese culture has never been 
presented there. It was the first event to feature Japanese culture, where nagauta (a type of traditional 
Japanese music) and shamisen (three-stringed, Japanese musical instrument) workshops were also held. 
　The venue was Gyeongbokgung Palace, a symbol for the Korean nation, and therefore, it was diffi  cult to 
show “anything Japanese” there. They kept saying, “The possibility of cancellation is ever-present,” up to the 
last moment, but on the day of the performance, the venue was fi lled with people. The performance was a 
success. Moreover, under considerable pressure, I somehow conveyed my feelings to the audience. It turned 
out to be a historical event through the cooperation of the Public Information and Cultural Center, Embassy of 
Japan in Korea, and the National Folk Museum of Korea. 
　There are various political issues between the two countries, but I believe that arts and culture will play the 
role of confl ict solver and open up a new way of exchange. 

４．Lastly, what I have realized
　What I have come to realize is the underlying power of “culture.” Cultural exchange is all the more important 
because there are historical and political issues with the country.  I have come to realize that Korean people 
understand and like “Japanese culture,” rather than dislike it. I, who have always and repeatedly said, “Now is 
the time for culture!” have come to recognize the power of “culture” after such a long time.
　I hope to help broaden a new circle of exchanges not only by introducing Japanese culture but also by 
introducing Korean culture and tradition to Japan in order to help young people, who will be responsible for 
Japan’s next generation, to understand the great culture that our neighbor in East Asia has nurtured. 
　The relationship has been maintained in events such as Busan Japan Week in November 2012 and Seoul 
Japan Week in March 2013. Plans are being developed for the realization of Noh lessons in Korea, a 
collaborative event of Korean traditional music in Japan, and others.

National Folk Museum of Korea
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Cultural exchange activities in China
Mae Fujima（Japanese Classical Dancer）

■Visited Countries：China

■Performed during：Sep 4, 2010 - Jul 16, 2011

■Activity Report：
　I was engaged in cultural exchange activities from September 2010 to July 2011 mainly in Beijing but also 
in other areas of China such as Shanghai, Changsha, Shenzhen, Dalian and Tianjin. When the Agency for 
Cultural Aff airs approached me three years ago in 2009 and appointed me as a JAPAN Cultural Envoy, I was 
not sure if I would be able to fulfi ll the responsibility. Because my work would involve passing down Japanese 
culture to new generations, I had never left Japan to live abroad before. Living in a foreign country for the fi rst 
time in my life, particularly at my age, meant that I had to adapt to a new living environment in a country where 
the language and customs are diff erent from what I was used to. Therefore, I wound up my work in Japan and 
enrolled in a university in Beijing to study the Chinese language, while trying to assimilate to life in China. At 
that time, I was a “student” in China, not a JAPAN Cultural Envoy, but Chinese students I met on campus 
showed great interest in Japanese traditional performing art, and I occasionally taught Japanese classical 
dance on campus. Later, those students became reliable partners when I served as a JAPAN Cultural Envoy. I 
received great help from so many Chinese people while fulfi lling my duty in this foreign country. The warmth 
and kindness of Chinese people were quite diff erent from what I had expected when I was in Japan. Because 
JAPAN Cultural Envoys conduct their cultural exchange activities in countries where they have no 
acquaintances, they need the cooperation of the embassy, consulate, and Japan Foundation in the local areas 
in order to conduct their activities. However, due to the 
problem related to the Senkaku Islands that arose 
when I began my activities in September 2010, all 
major activities of the Japanese embassy and other 
organizations stopped. Just about when I thought it 
would not be possible to continue my activities in 
China, Chinese students found places to conduct my 
activities one by one through grass roots eff orts. My 
personal connections expanded thanks to those 
students; thus, I was able to perform my cultural 
exchange activities at various places.

　My activities ranged widely, but they can be divided 
roughly into three types. One of them was open 
classes for university students studying the Japanese 
language and those learning drama or dance. At the 
end of each course, I asked the students to dance 
with folding fans in their hands to experience Japanese 
classical dance. Chinese people were incomparably 
more enthusiastic about dance than the Japanese. 
This “hands-on experience” session was particularly 
popular everywhere I went. There are numerous 
organizations of professional dancers called “kabudan” 

in China. Holding workshops for those dancers was another duty of my activities. In the workshops, I focused 
on developing their performing skills quickly by placing high emphasis on dancing lessons. I also held practice 
sessions regularly at universities specialized in drama and languages. Those practice sessions are still held 
today, even after I completed my activities as a JAPAN Cultural Envoy. 

　Looking back at my activities in China, I realize that there are many Chinese people who are interested in the 
Japanese language and culture. Holding classes for them was, of course, an important task, but, as a 
Japanese classical dancer and an artistic performer, I cherish the memories of meeting Chinese people who 
were involved in the fi eld of dancing, drama and other performing arts. Many forms of Japanese traditional 
performing arts were infl uenced by Chinese performing arts during the process of their development. Most of 
them are still passed down from generation to generation, although the style may have changed somewhat in 
Japan. However, many forms of performing arts in China, which had great influence on the Japanese 
performing arts, are no longer performed. Seeing Japanese classical dance may give Chinese people an 
opportunity to look back on their old performing arts. That was always on my mind when I conducted my 
activities in China. After having served as a JAPAN Cultural Envoy for about ten months, I feel that my 
responsibility as a former JAPAN Cultural Envoy is to ensure those cultural exchange activities continue into 
the future. My next challenge is to pass down what we fostered in the past to our next generations.

　Lastly, I would like to thank the Agency for Cultural Aff airs for selecting me as a JAPAN Cultural Envoy and 
providing support during my activities. I would also like to express my sincere thanks to the members of the 
Ministry of Foreign Aff airs, the Embassy of Japan in China, and Japan Foundation, as well as all those who 
kindly helped me while I was in China for their kind support and cooperation. I sincerely hope that the cultural 
exchange programs will expand and expose the Japanese culture to many more people in various countries 
around the world.

Open classroom

Workshop

Coaching a group of professional Chinese dancers
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Activities in China as a JAPAN Cultural Envoy
Yoshikazu Fujimoto（Taiko Performer）

■Visited Countries：China

■Performed during：Jan 21 - Feb 21, 2013

■Activity Report：
　I left Japan from Haneda Airport to Beijing, China, on January 21. I had not been to China since 2000. This 
time, I was travelling alone to play the meaningful role of a JAPAN Cultural Envoy. I was determined to do my 
best, but at the same time, I was excited to visit China again after 13 years. I was happy and proud to be able 
to serve as a JAPAN Cultural Envoy, as the Japan-China relationship had deteriorated since last year. 

　My first performance in China was in the Beijing Japanese School on January 28. It was a 45-minute 
performance that started at 1:30 pm. The audience was about 400 elementary school children from the fi rst 
to the fi fth grade. 

　The session consisted of a total of six performances: The pieces I played were, “Onikenbai no Fue/Tori 
(Literally, fl ute for the demon’s sword dance/passage),” “Kiyari Uta (song for carrying logs),” “Tozan Bayashi 
(music for climbing up the mountain),” “Gezan Bayashi (music for climbing down the mountain),” and “Air Odaiko 
(air big drum),” and for the workshop, I chose “Minna de Hobashira Okoshi Ondo (song for raising the mast 
together).” It was my fi rst time to perform “Air Odaiko.” A typical Japanese drum is made by hollowing out a 
tree such as keyaki (Japanese zelkov) and has a long body. A big drum exceeding 2 shaku (1.988 feet) in 
length is heavy and diffi  cult to carry around. 
　I wanted to take a long bodied drum with me, but as I was travelling alone, I opted to take with me a Katsugi 
Oke Daiko (lightweight tub drum), which is used in Oyama Sankei (pilgrimage up a sacred mountain ) in Aomori 
Prefecture because it is easy to carry over the shoulder. 
　I think I am at my best when I play a big Japanese drum. I wanted to play it very much, but I didn’t have it 
with me. As a result, I came up with the idea of playing “Air Odaiko,” played in the same manner as playing an 
“air guitar.” I beat an invisible big drum with bachi (drum sticks), and naturally no sound came, so I sang, 
imitating the sound of a drum. It was very diffi  cult to perform that way and I could not keep doing it for a 
prolonged time. Thus, it was about a three-minute performance. Some children laughed, but they understood 
what I was trying to show them. They seemed to be very much interested and responded favorably.
　In the workshop, I asked the children to call out so that not only those playing a drum but also those 
watching could take part. Accompanying them, I played the drum and sang, which hopefully and actually 
brought a feeling of unity to the workshop. The first performance turned out to be a success and I felt 
relieved. 
　In this manner, I performed in four schools: the above-mentioned Beijing Japanese School, Shanghai 
Japanese School Pudong Campus and Hongqiao Campus, and Hangzhou Japanese School. I was to visit the 
Suzhou Japanese School as well, but the school was closed for the safety of the children as a heavy snow 
was expected.  
　The session at the Beijing Japanese School was followed by another in the Japanese Embassy also located 
in Beijing. Almost all the visitors to this performance were Chinese people. I was really pleased to be able to 
interact with Chinese people for the fi rst time. I held a workshop, borrowing drums from the school. The visitors 
were positive and I enjoyed the exchanges with them. Mr. Kitera, who had just arrived to serve as the 
Japanese Ambassador to China, enjoyed and stayed till the end of the event. 

　After that, I was able to perform with a Chinese drum entertainment group in Ansai County, Yan’an in 
Shaanxi Province on February 15, which was the activity I was looking forward to the most in this trip. The 
“Ansai waist drum” is known to the world and appeared in the Chinese movie, “Yellow Land.” The vigorous 
group dancing, beating a small drum hung at the waist and kicking the ground hard, has been much talked 
about. 
　I went to the village and visited the house of Mr. Xu Wu the group representative. Young dancers gathered, 
changed into their dancing dresses, and danced in the village square, kicking up a cloud of dust. Next, I 
changed into my clothes for the performance and played the drum. The session ended with an enthusiastic 
joint drum performance. Then, we had a successful-performance party in the garden of the house of Mr. Xu. 
We had lunch together, which was followed by the second session. It was a pleasant interaction, singing and 
dancing.  
　In addition, I was able to hold a live performance in two Japanese restaurants, which was not included in the 
original schedule. One was in a restaurant called “Hatsune” in Beijing. The proprietor of the restaurant is a 
Chinese man named Mr. Alan, who loves drums very much. A large drum with a length of more than 3 shaku 
(2.983 feet) is displayed in the restaurant. I was allowed to perform, using this drum made in China, and played 
it to my heart’s content. 
　On the last day of my stay in China, I held a live performance again in a restaurant named “MANZO” 
managed by Mr. Takashi Yamamoto who provided me with great help and support while I was in Beijing. There 
was no drum in his restaurant, but he bought 
one for the day of the performance. It was a 
drum made in China. Mr. Yamamoto and I went 
to a drum store and chose one. It seemed 
that he had been thinking of displaying a drum 
in his restaurant for some time. I was happy 
to play this drum as its premier showing in 
“MANZO.” One of the guests there had been 
to a Kodo performance. He seemed to be an 
enthusiastic drum fan and gave me a very 
specifi c comment that the fi rst sound and the 
last sound at the end of the piece were 
completely different, and that the sound 
improved with each beat. 
　The live performance in “MANZO” was 
attended by Mr. Li Changsuo, who helped me 
with the schedule for the exchanges in China 
and as a guide and interpreter, and Mr. Li, 
brother-in-law of Mr. Li who worked as an 
assistant to Mr. Li, and those with whom I 
became acquainted through Mr. Yamamoto in 
Beijing, and many others, and it turned out to 
be a great success. I was really happy and 
enjoyed it very much.  
　Other exchanges included: I dined and 

Photo taken in the Japanese Embassy in China with a 
Chinese visitor and Mr.  Masato Kitera,  Japanese 
Ambassador to China

Performance in the Beijing Japanese School
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played fl ute together with Mr. Sun Hao, Composer and fl ute player at the China Academy of Arts; dined and 
chatted with Ms. Huo Xiaojun, chief èrhú player at the China Opera Dance-drama Center and former member 
of the Twelve Girls Band; visited Mr. Huang Dou Dou, artistic director of the Shanghai Song and Dance 
Ensemble and globally-known Chinese top dancer, and Mr. Zhang Shengbao at the Tiancheng Music Agency in 
Yúlín. 

　I was able to mingle more closely with Chinese people, because I was travelling alone this time. I discovered 
that Chinese people regard drums as a familiar musical instrument and they love them very much. It was a 
great pleasure for me that I who love drums very much was able to visit China as a JAPAN Cultural Envoy. 
Chinese people are generous-hearted and do not worry about small details. On top of that, they are tough. 
They eat a lot, drink a lot, talk a lot, and are very powerful. It seems to me that they are living and working very 
hard. I came to like such Chinese people. I had always felt China as a geographically close but remote country. 
But now the country is close to me. I thought that I would come back to China again. 

Playing a drum together with Ansai waist 
drummers

Poster of the live performance in the 
Restaurant “MANZO”
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■Visited Countries： Germany, Netherlands, Belgium, Austria, Switzerland, France, Italy, Czech Republic, 
Sweden, Russia, Belarus and Serbia

■Performed during：May 14, 2011 - May 13, 2012

■Activity Report：
　I served as a JAPAN Cultural Envoy between May 14, 2011 and May 13, 2012, based in Berlin. During that 
time, I gave 50 concerts, held workshops, and worked together with musical composers in 30 cities in 12 
countries.  
The contents of the activities were as follows:
●　 Workshops on gagaku (Japanese classical music) and sho (Japanese free reed musical instrument). 

(Singing lessons/sho playing experience, using rental instruments)
●　 Lessons for the local (Cologne) gagaku ensemble (sho/ensemble/mai (dance)).  A total of 11 sessions, 

each about 5 hours. Mainly gave mai lessons, in addition, ensemble and sho lessons 
●　 Exchange of techniques with a Chinese sho player residing in Berlin (About 4 hours every week. I taught 

the playing techniques of Japanese gagaku, and received lessons of Chinese sho techniques.)
●　 Joint activities with composers on new sho pieces /on its possibility (Premier performance of 18 sho 

pieces; Performed a total of more than 50 pieces) 
●　 Ensemble pieces, etc., joint performance with other musical instruments (Joint performance with about 20 

musicians)
●　 Introduction of the pieces by Japanese composers

　I am a composer and performer of modern music as well as a gagaku performer. I am concurrently 
conducting confl icting activities, inheriting the tradition and creating something new. 
　I started creating new music pieces more than ten years ago and composed many pieces. Now sho has 
fully established its position as a musical instrument for solo performance, based on my own pieces and those 
created in cooperation with other composers. 
　Gagaku is performed in the form of an ensemble, so I cannot perform it solo. As I traveled alone to Europe 
this time, I gave concerts, which were the main activities, gave lectures on gagaku, taught composers how to 
compose sho pieces, and worked jointly with them, doing trial performances and premier performances.  
　When I worked in Europe, I become aware that ordinary people become interested as a matter of course and 
come to enjoy concerts in an ordinary place in a truly natural manner. There is no clear boundary between 
classics and modern music or classic and modern fi ne art. They are all something familiar and accessible. 
Therefore, if I suggest a plan for a concert, and as soon as they think it is great, everything starts going 
smoothly and there will be an enthusiastic audience.   
　Joint works with a composer require a few months to prepare because I need to ask his/her to create a new 
piece, practice together, and give a live performance. But due to various circumstances, I had to prepare 
everything after I arrived in Berlin. 

　During the fi rst month, I had to prepare for a year’s stay there, including a search for a residence. On top of 
that, I had many concerts to give and approached deadlines for composing pieces. Thus, I was constantly 
walking on a tightrope at that time.Then, the summer vacation started and I was able to spend relatively much 
time in making preparations for fall and beyond. The results suddenly emerged after the fall, especially 

Activities in Europe as a JAPAN Cultural 
Envoy

Naoyuki Manabe（Gagaku Player, Composer）

between February and right before my return back to Japan in May, and I often had to say no due to the 
packed schedule.

　My term as a JAPAN Cultural Envoy ended in May 2012, but the activities continued. In December 2012, I 
held a recital in Tokyo to show the results of the activities. 
　In February 2013, a total of 4 performances are scheduled, including the fi rst performance of ensemble 
pieces and duo and solo performances. 
　In July and November, there will be gagaku performances in Europe. I am preparing for the realization of a 
formal gagaku performance, which I was unable to give during my last visit there. 
　I will continue my activities of introducing excellent European composers and performers to Japan and 
gagaku and excellent Japanese composers to Europe. 

Join performance with other musuical instruments

Workshops in gagaku(Japanese classical music)
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【平成15年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）
派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（12名）

みうら　なおゆき

三浦　尚之 音楽プロデューサー 米国 H15.7.20～9.1

たなか　ちせこ

田中　千世子 映画評論家 ヨルダン、スロバキア、
アイスランド、ハンガリー H15.8.15～12.9

わたなべ　よういち

渡辺　洋一 和太鼓奏者 米国 H15.8.15～9.6

おさない　みえこ

小山内　美江子 脚本家 カンボジア H15.8.20～9.24

うめばやし　しげる

梅林　茂 作曲家 イタリア H15.8.27～11.8

くにもと　たけはる＊

国本　武春＊ 浪曲師 米国 H15.9.12～H16.8.10

よしもと

バロン吉元 漫画家　　 スウェーデン H15.9.22～11.21

みたに　おん＊

三谷　温＊ ピアニスト クロアチア H15.9.27～H16.5.14

しょうふくてい　かくしょう＊

笑福亭　鶴笑＊ 落語家 タイ H15.12.1～H16.1.15

こみや　たかやす＊

小宮　孝泰＊ 俳優 英国 H16.1.16～5.11

ひらの　けいいちろう＊

平野　啓一郎＊ 作家　　　　 フランス H16.2.28～H17.2.27

よもた　いぬひこ＊

四方田　犬彦＊ 映画評論家　 イスラエル、
セルビアモンテネグロ H16.3.15～12.20

現地滞在者型
（4名）

たかおか　みちこ

高岡　美知子＊ 答礼人形研究家 米国 H16.3.1～H17.2.28

まつもと　なお

松本　直み＊ 舞台照明研究家 フィリピン H16.3.1～H17.2.28

ラーシュ・ヴァリエ＊ 詩人　スウェーデン議
会国際課長 スウェーデン H16.3.1～H17.2.28

ゆりこ

ローチャン由理子＊ 画家 インド H16.3.1～H17.2.28

派遣種類 氏　名／団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（5組）

ソレダット タンゴ・クインテット ベルギー H15.10.15 代々木高等学院

ケント・ナガノ 指揮者 米国 H15.10.30 品川区立立会小学校

ルノー・カプソン ヴァイオリニスト フランス H16.1.7 東村山老人ホーム

クリスティアン・
アルミンク

新日本フィールハーモ
ニー交響楽団音楽監督 オーストリア H16.1.14 墨田区立両国中学校

ディビット・パイヤット ホルン奏者 英国 H16.3.15 福岡市立舞鶴中学校

＊印は、次年度も引き続き活動

文化庁文化交流使一覧（平成25年３月現在）
【平成16年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（5名）

きたむら　しょうさい

北村　 昭斎
重要無形文化財「螺鈿」
(各個認定)保持者 ドイツ H16.6.2～7.10

すぎもと　ひろし

杉本   洋 日本画家 カナダ H16.9.1～11.30

はしぐち　じょうじ

橋口  譲二＊ 写真家　　　　 ドイツ H16.12.13～H17.12.12

いのうえ　ひろこ

井上  廣子＊ 造形作家 オーストリア H17.1.10～H18.1.9

みやた

宮田　まゆみ 笙演奏家 ギリシャ、イタリア、フランス、
ドイツ、ルクセンブルク H17.2.1～2.28

派遣種類 氏　名／団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（5組）

イシュトヴァーン・コロッシュ オルガニスト ハンガリー H16.6.12 桜美林大学

エムパイヤ・ブラス 金管五重奏 米国 H16.6.14 神戸市立港島小学校

フランソワー・ルルー オーボエ フランス H16.10.5 長崎市立山里小学校

カール・ライスター クラリネット ドイツ H16.10.19 名古屋市立見付小学校

デニス・マトヴィエンコ バレエダンサー ウクライナ H17.3.3 品川女子学院高等部

＊印は、次年度も引き続き活動

【平成17年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）
派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（5名）

かわむら　はるひさ

河村　晴久 能楽師 米国 H17.4.14～5.25

むらい　けん

村井　健 演劇評論家 ロシア H17.5.3～6.9

かんだ　さんよう＊

神田　山陽* 講談師 イタリア H17.9.1～H18.8.31

ひらた

平田　オリザ 劇作家・演出家 カナダ、米国 H18.1.3～3.31

いくお　みつはし＊

Ikuo  三橋* 演出家 フランス、ベルギー、
モロッコ、マダガスカル H18.1.15～12.14

現地滞在者型
（2名）

すぎ　ようこ

杉　葉子 女優 米国 H17.5.2～10.31

ほんな　てつじ

本名　徹次* 指揮者 ベトナム H17.11.17～H18.11.16

派遣種類 氏　名／団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（6組）

オクトバス４ コントラバス四重奏 イタリア H17.6.15 東京国際学園高等部

アンヘル・コレーラ バレエダンサー スペイン H17.7.24 六本木ヒルズ

ソレダッド タンゴクインテット ベルギー H17.7.25 愛知県立明和高等学校

10人のミラクル・トランペッター
／TEN OF THE BEST

トランペット・アンサ
ンブル ドイツ H17.12.11 秋田県立勝平養護学校

ラルス・フォークト ピアニスト ドイツ H18.2.6 東京都立芝商業高等学校

日豪ジャズオーケストラ参加
オーストラリア・ミュージシャン ジャズオーケストラ オーストラリア H18.3.20 広島県立尾道北高等学校

＊印は、次年度も引き続き活動
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【平成18年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）
派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（9名）

てらうち　なおこ

寺内　直子
神戸大学教授　日本の宮廷
音楽・雅楽の研究及び演奏 米国 H18.8.28～H19.3.30

げんだ　えつお

源田　悦夫
九州大学教授　メディア
芸術・情報デザイン 中国、韓国 H18.8.31～10.25

かわい　しゅんこう

川井　春香 華道家 スウェーデン、スペイン、
イタリア、フランス H18.9.12～12.15 

かつみ　ともこ

勝美　巴湖＊ 日本舞踊家 英国 H18.12.26～H19.7.15

さかて　ようじ

坂手　洋二＊ 劇作家･演出家 米国、フランス、
ドイツ H19.2.5～4.13

かつら　こはるだんじ

桂　小春團治 落語家 米国 H19.2.6～3.10  

とよざわ　とみすけ

豊澤　富助 人形浄瑠璃文楽 英国、ドイツ、
スイス、イタリア H19.2.26～3.28

てらい　さかえ

寺井　栄＊
能楽師
（能楽観世流シテ方） オーストラリア H19.3.5～5.30

こばやし　ちず

小林　千寿＊ 囲碁棋士 オーストリア、スイス、
ドイツ、フランス H19.3.14～H20.3.13

現地滞在者型
（1名）

おおつぼ　こうせん

大坪　光泉＊ 華道家 中国 H18.9.15～H19.9.14

派遣種類 氏　名／団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（9組）

アドリエル・ゴメス・
マンスール ピアニスト アルゼンチン H18.4.24 大分県日出町立日出小学校

オクトバス４ コントラバス四重奏 イタリア H18.6.20 NPO楠の木学園
（横浜）

ジョン・ナカマツ ピアニスト 米国 H18.7.10、7.11 新潟県立新潟盲学校
新潟県立上越養護学校

ペーター・シュミードル クラリネット奏者 オーストリア H18.7.14 北海道立真駒内養護学校

エミリー・バイノン フルート奏者 オランダ H18.7.22 上甑老人福祉センター

ヴォルフガング・
シュルツ フルート奏者 オーストリア H18.8.26 草津町立草津中学校

オーブリー・メロー 舞台演出家　オーストラ
リア国立演劇学校校長 オーストラリア H18.9.28 東京都立富士高等学校

ツェンド・
バットチョローン

モンゴル国立馬頭琴交響
楽団　芸術監督・指揮者 モンゴル H18.10.13、10.20 相模原市立若松小学校

板橋区立志村第四小学校
フランツ･リスト
室内管弦楽団 管弦楽 ハンガリー H19.1.18 北海道帯広養護学校

＊印は、次年度も引き続き活動

【平成19年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）
派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（9名）

たてまつ　わへい

立松　和平 作家 中国 H19.4.27～5.26

みうら　ゆうけい

三浦　友馨 華道家 中国 H19.8.1～9.28

なか　ぼくねん

名嘉　睦稔 画家 韓国、フランス、
スペイン H19.8.30～11.13

ほんま　ひろし＊

本間　博＊ 将棋棋士 フランス、英国、ドイツ、
スペイン、モナコ H19.8.30～H20.5.29

なかむら　すすむ

中村　享 盆栽作家 カナダ H19.9.5～10.6  

えんだ　ひでき＊

円田　秀樹＊ 囲碁棋士 ブラジル、中南米諸国
アフリカ H19.10.2～H20.7.1

ゆやま　あずま

湯山　東 画家 フランス、チェコ、
ドイツ H19.11.2～12.19

かつら　かいし＊

桂　かい枝＊ 落語家 米国 H20.3.31～10.1

たちばな　うもん＊

橘　右門＊ 寄席文字書家 英国、ドイツ、
ハンガリー H20.3.31～H21.2.16

派遣種類 氏　名／団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（7組）

セルゲイ･ナカリャコフ トランペット奏者 フランス H19.4.17 大分県日田市立桂林小学校

ファジル・サイ ピアニスト トルコ H19.7.11 渋谷区立小学校

イアン・バウス
フィールド トロンボーン奏者 英国 H19.7.14 札幌市立札幌小学校

チェコ少年少女合唱団 合唱 チェコ H19.7.30 北九州市立穴生中学校

アントニー・シピリ ピアニスト 米国 H19.8.23 群馬県立西邑楽高等学校

イングリット・
フリッター ピアニスト イタリア H19.9.29 滝乃川学園

一橋大学
ニコラ・ルーツェ
ヴィチ チェロ奏者 クロアチア H20.3.18、3.19 北海道音更高校

中札内文化創造センター
＊印は、次年度も引き続き活動
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【平成20年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国
（予定含む） 委嘱期間 備考

海外派遣型
（8名）

しまだ　まさひこ

島田　雅彦 作家 米国、韓国 H20.7.1～H21.3.31

せん　そうおく

千　宗屋＊ 茶道家 米国、フランス、イタリア、英国、
ドイツ、モナコ、メキシコ、ベルギー H20.7.31～H21.6.30

うめわか　なおひこ

梅若　猶彦
能楽師（シテ方）、
静岡文化芸術大学教授 フィリピン H20.8.2～9.8

こばやし　ちず

小林　千寿 囲碁棋士 フランス、オーストリア、
ドイツ、スイス、英国 H20.8.27～H21.3.26

なかがわ　まもる

中川　衛
重要無形文化財「彫金」
(各個認定)保持者　　 米国 H20.9.8～10.20

ときわず　もじべえ

常磐津　文字兵衛
常磐津三味線奏者、
作曲家 韓国 H20.9.27～10.27

ふくだ　えいか　（ちえこあらため）

福田　栄香（千栄子改め）
じうたそうきょくえんそうか

地歌箏曲演奏家
フィリピン、インドネシア、
マレーシア H21.2.17～3.16

すだ　けんじ

須田　賢司＊ 木工芸作家 ニュージーランド H21.3.22～5.4

現地滞在者型
（2名）

うえの　こうしゅうざん

上野　宏秀山＊ 尺八奏者 シンガポール H21.2.1～4.30

ふみこ

ブーイ　文子＊ 茶道家 タイ、インド H21.2.1～4.30

派遣種類 団体名 分野 活動国 委嘱期間 備考

短期指名型
（5組）

財団法人　日本伝統
文化振興財団 狂言 インドネシア H20.9.3、9.5 山本東次郎家

狂言公演

舞踊集団菊の会 舞踊（邦舞） ブラジル H20.9.16、9.25

だいかぐらきょくげいきょうかい

太神楽曲芸協会 太神楽曲芸 カンボジア H20.12.3

おんでこざ

鬼太鼓座 和太鼓 ブラジル H20.12.16

大歌舞伎「NINAGAWA十二夜」
ロンドン公演実行委員会 歌舞伎 英国 H21.3.26

＊印は、次年度も引き続き活動

【平成21年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）
派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（10名）

ありの　よしと

有野　芳人 将棋棋士 中国 H21.5.27～8.9

あおき　しんいち

青木　紳一 囲碁棋士 オランダ、オーストリア、
ドイツ、スロバキア H21.7.24～12.27

きせ　しんじん

喜瀬　慎仁　 三線奏者 フィリピン、中国、
フランス、ドイツ、英国 H21.8.1～H22.1.31

つるが　わかさのじょう

鶴賀　若狭掾
重要無形文化財 ｢新内節浄
瑠璃｣（各個認定）保持者

英国、アイルランド、
オランダ、ベルギー H21.9.14～10.29

たけもと　ちとせだゆう

竹本　千歳大夫 人形浄瑠璃文楽 チェコ、ドイツ、
オーストリア H21.9.24～10.24

はちや　そうひつ

蜂谷　宗苾 香道家元後継者
フランス、中国、モナコ、
イタリア、ドイツ、バーレーン、米国、
シンガポール、フィンランド

H21.9.30～H22.3.24

ぶせき　すいこう

武関　翠篁 竹工芸家 ドイツ H21.10.11～11.17

いべ　きょうこ

伊部　京子 和紙造形家 米国、エジプト H21.11.3～H22.3.3

くぼ　しゅう

久保　修 切り絵画家 米国 H21.12.30～H22.3.26

みつはし　きふう

三橋　貴風 尺八演奏家 韓国、ブラジル H22.2.5～3.23

現地滞在者型
（1名）

さわさき　たくま

澤崎　琢磨 和太鼓奏者 パラグアイ、
ブラジル H21.8.1～10.31

派遣種類 団体名 分野 活動国 委嘱期間 備考

短期指名型
（5組）

NPO法人
和文化交流普及協会

伝統芸能（獅子舞、
津軽三味線、和太鼓等）ウルグアイ H21.9.7、8

さるがくかい

猿楽會 狂言 オーストリア H21.10.13

社団法人
落語芸術協会 落語 カンボジア H21.11.25

株式会社
オフィスK2 和太鼓 ウズベキスタン H22.1.23、1.24、1.26 和太鼓「婢弥鼓」 

ミュージック・フロム・
ジャパン推進実行委員会 雅楽 米国 H22.2.22

＊印は、次年度も引き続き活動
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【平成22年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）
派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（12名）

まゆずみ

黛　まどか 俳人 フランス、英国、
ルーマニア、ベルギー H22.4.24～H23.3.25

いわみ　せいじ＊ 漫画家 シンガポール、
マレーシア、韓国、英国 H22.8.4～H23.7.31

ふじま　まえ

藤間　万惠＊ 日本舞踊家 中国 H22.9.4～H23.7.16 

ささき　やすひと

佐々木　康人 華道 べトナム、シンガポール、
タイ、マレーシア H22.9.9～11.14

みのわ　としやす

蓑輪　敏泰 和太鼓奏者 メキシコ H22.9.20～10.26

しょうふくてい　ぎんぺい

笑福亭　銀瓶 落語家 韓国 H22.9.30～10.31

やすだ　やすとし

安田　泰敏 囲碁棋士 オーストリア、スイス、フランス、ロシア、
ヨルダン、イスラエル、モロッコ H22.11.15～H23.2.28

やまむら　こうじ

山村　浩二 アニメーション作家 カナダ H22.11.12～12.19

のだ　てつや

野田　哲也 版画家 イスラエル、英国 H22.12.3～H23.1.17

やまうち　けんじ

山内　健司 俳優 フランス、スイス、
ベルギー H23.1～H23.3

さわた　かつなり

澤田　勝成 津軽三味線 中国 H23.2.20～3.20

つむら　れいじろう

津村　禮次郎＊ 能楽師 ロシア、ハンガリー H23.2.24～4.9

派遣種類 団体名 分野 活動国 委嘱期間 備考

短期指名型
（4組）

一般社団法人日本伝統
芸術国際交流協会 沖縄舞踊 メキシコ H22.10.19

財団法人日本余暇文化
振興会 津軽三味線 メキシコ H22.10.23

有限会社
アトリエ・アサクラ 日本舞踊 韓国 H22.10.28、10.29、

11.1、11.2
こんぱるりゅう

金春流能ドイツ巡回
公演実行委員会

能 ドイツ H23.1.20、1.28

＊印は、次年度も引き続き活動

【平成23年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）
派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（６名１グループ）

まなべ　なおゆき

真鍋　尚之＊ 雅楽演奏家、作曲家

ドイツ、フランス、オーストリア、
スウェーデン、ロシア、ベルギー、
オランダ、イタリア、スイス、
ベラルーシ、チェコ、セルビア

H23.5.14～H24.5.13

ときとも　ひさこ

時友　尚子 染色家 エストニア、ラトビア、
リトアニア、フィンランド H23.10.26～11.25

うすだ　とうせん

薄田　東仙 書道家・刻字家 イスラエル H23.10.27～12.4

A U N 
いのうえ　りょうへい

（井上良平、
いのうえ　こうへい　さいとう　ひでゆき

井上公平、齋藤秀之）

和楽器奏者 タイ、ラオス、ベトナム、
カンボジア H24.1.21～2.25

たつみ　まんじろう

辰巳　満次郎＊ 能楽師 韓国 H24.1.9～4.19

しおた　ちはる

塩田　千春 現代美術家 オーストラリア H24.2.7～3.7

ささき　ゆきつな

佐佐木　幸綱＊ 歌人 ドイツ、ポーランド、スイス、
フランス、オランダ H24.3.8～6.4

派遣種類 団体名 分野 活動国 委嘱期間 備考

短期指名型
（3組）

こでんのかい

詁傳の会
人形浄瑠璃文楽
（素浄瑠璃） ドイツ H23.9.26

ミュージック・フロム・
ジャパン推進実行委員会 雅楽 アメリカ H24.2.21

特定非営利活動法人
ACT. JT 伝統芸能・大衆芸能 アメリカ H24.3.26～28

＊印は、次年度も引き続き活動
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【平成24年度　文化庁文化交流使一覧（予定）】 （派遣順）

派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国／在住国 委嘱期間
（予定を含む） 備考

海外派遣型
（８名１グループ）

えのきど　ふゆき

榎戸　二幸 生田流箏曲 ドイツ、オーストリア、
イギリス H24.5.28～8.31

うるまでるび＊

（うるま、でるび）
アニメーション・
アーティスト アメリカ H24.9.2～H25.8.31

しげやま　もとひこ

茂山　宗彦＊ 大蔵流狂言師 チェコ、オーストリア、ルーマニア、
リトアニア、ポーランド等 H24.10.3～H25.7.3

やざき　ひこたろう

矢崎　彦太郎 指揮者 アルジェリア H24.12.6～H25.3.16

えびはら　ろげん

海老原　露巌
墨アーティスト、
書道家 イタリア H25.1.20～2.23

こじま　ちえこ

小島　千絵子 民俗舞踊 スペイン、ポルトガル、
ベルギー、イギリス H25.１.21～3.11

ふじもと　よしかず

藤本　𠮷利 和太鼓 中国 H25.1.21～2.21

やまじ

山路　みほ＊ 箏曲演奏家

ロシア、ドイツ、イタリア、
スイス、スロベニア、オーストリア、
スロバキア、フィンランド、
ラトビア、ハンガリー等

H25.1.27～6.30

おおさわ　なるみ

大澤　奈留美＊ 囲碁棋士 アメリカ及びブラジル H25.3.14～5.13

派遣種類 団体名 分野 活動国 委嘱期間 備考

短期指名型
（3組）

くろもりかぐら

黒森神楽アメリカ公演
実行委員会

伝統芸能・大衆芸能 アメリカ H24.10.31

コンドルズ 舞踊 タイ H25.3.1

公益財団法人
せたがや文化財団 演劇 アメリカ H25.3.25

＊印は、次年度も引き続き活動

「文化交流使フォーラム 2013
　　　～日本の心を世界に伝える～」動画一覧

※敬称略
タイトル 出演者 時間 url

1
「文化交流使フォーラム2013」
主催者挨拶

《第一部》
主催者挨拶：近藤誠一（文化庁長官）
共催者挨拶： 垣内恵美子
　　　　　　（政策研究大学院大学教授）

6:25
http://www.youtube.com/watch?v=
N1mG38KOCjo&feature=youtu.be

2
「文化交流使フォーラム2013」
榎戸二幸

《第一部》
出演者：榎戸二幸（生田流箏曲演奏家）

8:28
http://www.youtube.com/watch?v=
WlKGfcJDs2U&feature=youtu.be

3
「文化交流使フォーラム2013」
AUN&HIDE

《第一部》
出演者：AUN&HIDE（和楽器奏者）

9:34
http://www.youtube.com/watch?v= 
jbRAwVSlL_c&feature=youtu.be

4
「文化交流使フォーラム2013」
海老原露巌

《第一部》
海老原露巌（墨アーティスト）

8:57
http://www.youtube.com/watch?v=dA-
759iPeMA&feature=youtu.be

5
「文化交流使フォーラム2013」
藤間万惠

《第一部》
藤間万惠（日本舞踊家）

16:45
http://www.youtube.com/watch?v=
yiB_3chWkw8&feature=youtu.be

6
「文化交流使フォーラム2013」
真鍋尚之

《第一部》
真鍋尚之（雅楽演奏家）

12:25
http://www.youtube.com/watch?v=
3dYfuDYQNT0&feature=youtu.be

7
「文化交流使フォーラム2013」
辰巳満次郎

《第一部》
辰巳満次郎（能楽師）

26:23
http://www.youtube.com/watch?v= 
cZxPfj950tM

8
「文化交流使フォーラム2013」
パネルディスカッション

《第二部》
司会： 荻原康子
　　　（企業メセナ協議会事務局長）

出演：井上公平（AUN&HIDE）
　　　榎戸二幸（生田流箏曲演奏家）
　　　海老原露巌（墨アーティスト）
　　　辰巳満次郎（能楽師）
　　　藤間万惠（日本舞踊家）
　　　真鍋尚之（雅楽演奏家）

49:37
http://www.youtube.com/watch?v=
yEqwLIoAids&feature=youtu.be
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