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「文化庁文化交流使」事業について

文化庁では，芸術家，文化人等，文化に携わる方々を一定期間「文化
交流使」に指名し，世界の人々の日本文化への理解の深化，日本と外
国の文化人のネットワークの形成・強化につながる活動を展開してい
ただいています。

■ 趣旨・目的

■ 類　型

■プログラム

「文化交流使」には 3つのタイプがあります。

1．海外派遣型
　日本在住の芸術家、文化人が外国に一定期間滞在し、それぞれの専門分野で講演、
講義、ワークショップや実演などを行います。

2．現地滞在者型
　海外在住の芸術家、文化人がその在住国等で、それぞれの専門分野で講演、講義、
ワークショップや実演などを行います。

3．短期指名型
　国際芸術交流支援事業により、海外で公演等を行う芸術団体が、現地の学
校等で実演会、演奏会等のアウトリーチ活動を行います。

14:30	 開 会 挨 拶 	 文化庁長官	 玉　井　日出夫
14:35	 コーディネーター紹介

	 	 青山学院大学大学院特任教授、前文化庁長官	 青　木　　　保	 氏
14:40	 活 動 報 告 ①	 	 小　林　千　寿	 氏
14:55	 活 動 報 告 ②	 	 有　野　芳　人	 氏
15:10	 活 動 報 告 ③	 	 青　木　紳　一	 氏
15:25	 休 　 　 憩

15:35	 活 動 報 告 ④	 	 須　田　賢　司	 氏
15:50	 活 動 報 告 ⑤	 	 武　関　翠　篁	 氏
16:05	 活 動 報 告 ⑥	 	 福　田　栄　香	 氏
16:20	 活 動 報 告 ⑦　	 	 鶴　賀　若狭掾	 氏
16:35	 デモンストレーション及び活動報告⑧		 喜　瀬　慎　仁	 氏
16:55	 休 　 　 憩
17:05	 パネルディスカッション

	 コーディネーター　	 	 青　木　　　保	 氏
	 パネリスト	 	 上記報告者 8 名
18:05	 閉 　 　 会
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◆ 出演者プロフィール ◆（文化交流使、50音順）

 あ　お　き　　し  ん  い  ち

青	木			紳	一	
 （囲碁棋士）

1965年生まれ。菊池康郎氏(緑星囲碁学
園）に師事。1980年全国少年少女囲碁
大会優勝。1983年（財）日本棋院に入
段、1999年九段に昇段。1988年第3期

俊英トーナメント戦優勝、1994年第41回NHK杯準々決勝進出。
2002年通算400勝達成。日本棋院ジュニア囲碁スクール講師。
2009年7月から12月まで文化交流使としてオーストリア、オラン
ダ、ドイツ、スロバキアで活動。

   き　　せ　　  し  ん  じ  ん

喜	瀬			慎	仁	
（三線奏者）

1943年生まれ。沖縄県立芸術大学名誉
教授、野村流古典音楽保存会師範、重要
無形文化財「組踊」（総合認定）保持者、
重要無形文化財｢琉球舞踊｣（総合認定）

保持者。2009年8月から2010年1月まで文化交流使としてフィ
リピン、中国、フランス、ドイツ、英国で活動。

    す      だ　　　   け  ん  じ

須	田				賢	司	
 （木工芸作家）

1954年生まれ。父桑翠のもとで木工芸
を始める、外祖父（柴田是真系漆芸家）
に漆芸を学ぶ。20歳頃より日本伝統工芸
展を主な発表の場として30年来入選を

重ね、鑑査委員を歴任する。2008年日本工芸会保持者賞。社
団法人日本工芸会理事、日本文化財漆協会理事、東京芸術大
学非常勤講師、九つの音色同人、日本家具道具室内史学会会
員。2009年3月から5月まで文化交流使としてニュージーランド
で活動。

 ふ く     だ　        え  い  か

福	田			栄	香（千栄子改メ）	
（地歌箏曲演奏家）

1964年東京生まれ。幼少より父福田
種彦に箏・三弦を師事。3歳で初舞台。
1993年、史上最年少で文化庁芸術祭賞
を受賞。演奏及び教授活動の他、伝統音

楽の普及に励む。1999年より海外（アジア諸国・ドイツ・アメリ
カ）公演実施。社団法人日本三曲協会参与、生田流協会理事、
三ッの音会三代家元。昨年末、栄香襲名。2009年2月から3月
まで文化交流使としてフィリピン、インドネシア、マレーシアで活
動。

 あ り     の　       よ し     と

有	野			芳	人	
 （将棋棋士）

1948年生まれ。東京都出身。1965年、
6級で（故）下平幸男八段門下。1971
年初段、1975年四段、プロ棋士となる。
1982年五段、1991年引退。1994年六

段。2009年5月から8月まで文化交流使として中国で活動。

  こ     ばやし　    ち        ず

小	林			千	寿	
（囲碁棋士）

1954年生まれ。4歳よりアマ五段の父か
ら囲碁の手ほどきを受け、6歳で木谷実
九段に入門。1972年（財）日本棋院に入
段（初段）、1977年五段に昇段。女流本

因坊3回・女流鶴聖3回・棋道賞受賞。ヨーロッパ各国・北米・
アジア等、30か国以上において、海外囲碁普及に取り組んでい
る。2008年8月から2009年3月まで文化交流使としてフランス、
オーストリア、ドイツ、スイス、英国で活動。

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）

鶴賀流十一代目家元。幼少の頃より、新
内節の太夫（語り手）であった父の鶴賀
伊勢太夫より新内節浄瑠璃の手ほどきを
受け、新内の道に入り、伝統的な新内節

の技法を的確に体得。欧米・南米など多くの国で新内の海外普
及にも取り組んでいる。2009年9月から10月まで文化交流使と
して英国、アイルランド、オランダ、ベルギーで活動。

   ぶ     せ き　    す い  こ  う

武	関			翠	篁	
（竹工芸作家）

1958生まれ。竹工芸作家の家に生まれ、
２代目父翠月に師事、若くして日本伝統
工芸展に連続入選し日本工芸会会員とな
る。日本伝統工芸展ＮＨＫ会長賞をはじ

め数々の賞を受賞し、同展の特待者となる。一方同展及び支部
展等の鑑審査委員を務め、日本伝統工芸界の指導者的立場で
活躍している。2009年10月から11月まで文化交流使としてドイ
ツで活動。

◆ コーディネータープロフィール ◆
 あお     き　        　　たもつ

青	木			　	保		（青山学院大学大学院特任教授・前文化庁長官）
人間科学博士。文化人類学、比較文化論を専門分野とし、大阪大学教授、東京大学教授、政策研究大学院大学教授、早
稲田大学アジア研究機構教授、2007 年 4月より 2009 年 7月まで文化庁長官を経て、2009 年 8月より青山学院大学
大学院総合文化政策学研究科特任教授。この間、米ハーバード大学客員研究員、仏国立パリ社会科学高等研究員客員教
授、独コンスタンツ大学客員教授なども務める。タイ、スリランカなどのアジア諸国、欧米各国等の文化人類学や文化
政策の調査研究に従事。サントリー学芸賞受賞、吉野作造賞、紫綬褒章を受賞。『儀礼の象徴性』『「日本文化論」の変容』
『逆光のオリエンタリズム』『異文化理解』など著書は多数。
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記録写真

玉井  日出夫文化庁長官

小林  千寿 氏	（囲碁棋士）

有野 芳人 氏（将棋棋士）
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青木 紳一 氏（囲碁棋士）

須田 賢司 氏（木工芸作家）

武関 翠篁 氏（竹工芸作家）
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福田千栄子 氏（地歌箏曲演奏家）

鶴賀 若狭掾 氏 (重要無形文化財 ｢新内節浄瑠璃｣（各個認定）保持者)

喜瀬　慎仁 氏（三線奏者）
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コーディネーター　青木 保 氏（青山学院大学大学院特任教授・前文化庁長官）

東京国立博物館平成館大講堂

パネルディスカッションの様子





第 7回文化庁文化交流使活動報告会

議事録
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　本日ここに、第７回文化庁文化交流使活動報告会を開催させていただきます。皆さ

んにご参加いただきましたことを心から御礼申し上げます。

　この活動は平成15年度から開始いたしました。芸術家や文化人等、文化に携わる

方々を、「文化庁文化交流使」として指名し、海外に行っていただいて、１ヶ月から

１年間にわたり、ひとつの国、あるいは数カ国を廻りながら、日本の文化の発信をし

ていただく、それによって地域の方々との交流が生まれ、また、日本文化とそれぞれ

の国々の文化との交流ができる、そのようなネットワークができるということを狙っ

た事業です。

　すでに68名の方々、10組の団体の方々に世界の55カ国でご活動いただいていま

す。今日は文化交流使の方々のご報告を聞かせていただきながら、改めて日本の文化

というものを考える良い機会になると思っています。

　本日は、８名の海外派遣型の文化交流使の方々から、その活動の概要や成果につい

てご報告いただきます。囲碁棋士の小林千寿さん、将棋棋士の有野芳人さん、囲碁棋

士の青木紳一さん、木工芸作家の須田賢司さん、竹工芸作家の武関翠篁さん、地歌筝

曲演奏家の福田栄香さん、重要無形文化財「新内節浄瑠璃」（各個認定）保持者の鶴

賀若狭掾さん、そして、三線奏者の喜瀬慎仁さんには、実演を交えた御報告をいただ

きます。

　この事業は、残念ながら日本ではあまり知られていない状況ですが、文化交流使が

活動した外国での評価が非常に高く、是非、この機会に文化交流使が各国でどのよう

な活動をされているのかをお聞きいただければと思います。

　先日、外国の方々とお話する機会がありました。その方々が日本文化のことを非常

によくご存じで、これまでに文化交流使の方や日本の様々な芸術家の方と深くお付き

合いなさったとのことで、日本文化に対して新鮮な目を持っていらっしゃいました。

日本にいるとごく当たり前に見える文化が、海外に在住の外国人の目に触れたときに

は、実に新鮮で非常に素晴らしい文化として見られることに逆に気付かせていただき

ました。

　本日は、是非この機会に日本文化の再発見という意識を持って聞いていただければ、

大変ありがたいと思っています。楽しんでいただきたいと思いますし、そして、これ

からのご報告頂く方々に心からお礼を申しあげたいと思います。

　本日はありがとうございます。

文化庁長官御挨拶

玉井 日出夫　文化庁長官
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開　会

司会：ただいまから第７回文化庁文化交流使活動報告会

を開催いたします。

　文化庁では、さまざまな分野で活躍していらっしゃる

文化人、芸術家の皆さんを文化交流使として指名し、海

外に派遣して、国外の方々に日本の文化を伝えるととも

に外国の文化人、芸術家とネットワークの形成を行って

いただくという事業を実施しております。本日はその活

動報告をしていただきます。それでは開催にあたりまし

て、主催者を代表し、文化庁長官玉井日出夫よりご挨拶

を申し上げます。

＜ 11 ページ掲載＞

司会：本日の報告会では、発表いただく交流使の方々を

３つのグループに分けています。最初に、囲碁将棋分野

からお三方にご報告いただいた後、休憩を挟みまして、

工芸からお二方、伝統芸能分野かお三の方にご発表いた

だきます。もう一度休憩を挟みましてパネルディスカッ

ションを行うこととなっています。

　お一方お一方の報告をいただいた後にコーディネー

ターの方からコメントを頂くことにしています。コー

ディネーターは前文化庁長官で青山学院大学大学院特任

教授の青木保先生にお願いしております。青木先生は、

文化人類学、比較文化論を専門分野とされる人間科学博

士で幅広い知見と斬新なアイデアで日本の言論界を牽引

してこられました。2007 年 4 月から 2009 年 7 月まで文

化庁長官を務められました。青木先生、よろしくお願い

いたします。

　それでは、早速発表に移らせていただきます。今回で

７回目を迎えました文化交流使報告会ですが、今回もさ

まざまな分野から８名の交流使の方々をお迎えし、海外

での活動の報告を行っていただきます。それぞれご発表

いただく中で、活動を円滑に進めるために行われた工夫

や準備、あるいは活動を行われた際の外国人の反応、日

本文化に対して、どのように外国の人たちが感じて、関

心を持っているのか、活動を通じて良かったと思われた

点や反省点、今回の活動を踏まえた今後の交流使へのア

ドバイス、あるいは日本政府、文化庁等への意見といっ

たことにも触れていただきながら、ご発表をいただくこ

とになるかと思います。

　それでは、最初に日本の国民娯楽である囲碁、将棋を

欧州や中国に広められた３名の交流使の方から発表いた

だくことといたします。まず、はじめに囲碁棋士の小林

千寿さんより活動報告を頂きます。小林さんは４歳の時

にお父様から囲碁の手ほどきを受けられ、６歳で木谷

実九段に入門、1972 年に財団法人日本棋院に入段され、

77 年五段に昇段されました。ヨーロッパ・米国・アジ

アなどでの囲碁普及活動にも積極的に取り組んでおられ

ています。文化交流使としては、一昨年 8 月から昨年 3

月までフランス、オーストリア、ドイツ、スイス、英国

で活動されました。それでは、小林さんにご報告いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

小林　千寿（囲碁棋士）

小林：最初ということで少し緊張しておりますが、まず、

最初に囲碁の海外での西洋の歴史をお話致します。碁が

欧米に伝わったのは、明治の初めの頃にドイツの技術者

が日本に滞在した折に、碁を学び、帰国して碁の本を出

し紹介したのが最初です。最近は日本という国が、世界

の若者の中で、漫画、ハイテクというようなイメージで

受け入れられています。その中に碁がありまして、皆さ

んも聞かれたことがあると思いますが、『ヒカルの碁』

という、日本の中でも社会現象を起こしたくらい若者た

ちにうけましたマンガがあります。それで日本の若者た

ちの囲碁人口は急速に増えました。それが 11 年前にフ

ランス語にまず訳され、その後、英語、ドイツ語、他の国々

にも訳されて囲碁ブームを作り、この数年、世界中の若

者たちの囲碁人口は急速に広がりレベルアップしました。

　私はそれを５，６年前に目の当たりに、見て、その勢

いに驚かされました。実は私は海外囲碁普及を 30 年以

上しております。その中でこれほど若者たちが碁に目を

向けてくれている時代は初めてです。その頃ちょうど文

化交流使に推薦をいただき、囲碁普及をさせていただい

たくことになりました。それまでの海外の囲碁の愛好者

はインテリジェンスな特に数学、化学、科学、物理、コ

ンピューターに秀でた人々又は東洋に興味のある人たち

のものであったのです。

　ところが漫画によって、10 代前後の人たちが碁とい

うものに興味を持ってくれたのです。そして若い人たち

が碁に夢中になると何が起きたのでしょう、それまで何

十年も碁を打っていた大人たちをどんどん負かすことに

なったのです。それは、漫画で碁に興味を持ち、以前は

対局相手がいなかったのですが今はインターネットで対

局、知識を得ることで何十年も碁を打っている大人を２、

３年で負かすようになったのです。日本で言いますと、

アマの５、６段になってしまう、そのような人たちが世

界中でどんどん出てきた状態です。

　そして、その若者たちは次にインターネット対局で知

「日本の心を世界に伝える」
第7回文化庁文化交流使活動報告会
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り合った同年輩のプレイヤー達と大会などで知り合い盤

を挟んで打ちたがるのですが、日本のように碁会所はあ

りません。そして、もっと学びたくても教える人もいな

いというのが現状です。そのような状況の若者たちに私

は碁を教えることになります。しかし、残念ながらイン

ターネットで碁を覚え急速に強くなった少年少女たちは、

人と打つ碁のマナーを知る機会はなく、碁の本当の難し

さも知りません。インターネット対局では棋力のレイ

ティングシステムで相手が決まってくるので、勝敗が大

切になります。そこで自分のポイントを下げたくない場

合は途中でスイッチを消してしまえば負けない。負けそ

うになってくると切ってしまえば自分のレイティングが

落ちない。そして、インターネット対局では始める時も

終わる時も挨拶すら必要がありません。盤を挟んで碁を

打つ時、一生懸命碁を打って、そこで自分の過ちを認め

て、負けましたという潔さもまったく要求されない。今

は世界中に、このように碁を打つ若者達が、すごい勢い

で増えているのです。

　そのような世界の青少年達の中で、日本が培ってきた

碁を通じたマナーもしくは潔さ、文化を伝えていくこと

に私は非常に意義を感じています。この数年、日本は国

際戦でお隣の中国と韓国にプロレベルで勝てない状況が

続いてきています。この状況を 20 年ほど前に予測しま

した。その時、私は自分が日本のプロ棋士の一人として

として、中国、韓国に勝てない自分の日本の国というも

のの、位置関係を模索していた時代があります。勝敗の

結果が全てなのか、それとも勝つ、負けるということ以

上に何か人間が求めるものがあるのかという問題に随分

と悩んでいた時代があるのです。

　その時にある本を読みました。その内容は、馬に乗っ

て矢を射る流鏑馬ですね、その流鏑馬をする青年が矢を

いるのは上手だけどもある老師が、『あなたの矢を射る

弓は “ 雅 ” がない』という言葉に出会いました。そこで

私は、これが、日本が大事にしてきたものはこれなので

はないかと、結果だけではなくて、結果に至るための過

程というものを大事にしてきた日本の文化というものが

あるのではないかと思いました。そこに至った時に、私

は世界に、それまでも碁を教えていたのですが、自信を

持って世界で碁を普及し、また日本の若者たちに碁を教

えるということを、自分が碁を覚えて以来はじめて自信

を持って教えることができるようになっていったのです。

　それが 20 年くらい前です。その頃は、まだ日本は中

国や韓国に負けていませんでした。でもそのような時代

は来るだろうという予測は立てられたので、そのような

気持ちでずっと碁を教えはじめているのです。そして「ヒ

カルの碁」のマンガで、急速に世界中の若者の中で碁が

広がり、若者達が台頭してきた今、20 年前に悩んでい

たことが、今必要なのではないかと感じています。そし

て文化交流使という公の立場をいただいて、碁を教えさ

せていただいたのですが、まず最初に日本は、道具にも

こだわる。例えば、碁を打つ：欧米ではインターネット

で打つ、もしくはプラスチックの碁石、碁盤で打つ、ま

たはガラスで打つ、そこにあえて、蛤の碁石、榧の碁盤

を持って行きました。目で見る美しさ、音で聞く美しさ、

そして盤の前に座って、相手の呼吸を感じながら打つ、

そこに起きる感情もしくは緊張感、それをコントロール

させていく日本の文化というものを、肌をもって伝える

ことが、『日本の碁』にしかできないのではないかと考

えています。

　世界中に碁を教えさせていただいているのですが、文

化という面では文化度の高い国が受け入れてくれるので

はないかと思い、実は 11 年前に日本の文化を伝える会

館としてパリに日本文化会館が開設した折から、囲碁講

座を設立させていただき、今回、文化交流使として文化

会館で囲碁講座を担当させていただいているのです。そ

こでは碁を打つ楽しさと一千年前の紫式部、源氏物語で

碁を打つシーンなどを紹介しながら碁を紹介しています。

　パリにありますギメ美術館で、西陣織で源氏物語を

40 年かけて、源氏物語の話と源氏絵巻を織物として、

作品として作られた方の作品が、昨年の 11 月から１月

のはじめまで展示されていました。そこに碁のシーンが

2 点選ばれていました。そのようなところでも美しい日

本の文化の中に碁というシーンが飾られているというこ

とが、私はとてもうれしく思いました。源氏物語の “ 雅

の世界 ” です。また、その織物のジャガード織りの技法

が、その昔リヨンから日本に伝わってきて、それに敬意

を表してギメ美術館にその織物が寄贈されました。その

ような発想は日本的で碁で言えば『碁がゲームだけでは

なくて、勝ち負け以上のものを求めているもの』だとい

うこと。また世界で日本だけが碁を文化として育ててき

たというのが現状だと思います。しかし最近は、マイン

ドスポーツとして碁が入るような傾向に向かっています。

共産国ではチェスがスポーツの中のひとつとして入って

いる流れから碁も同じように扱われています。そして今

年、北京でアジア大会がありますが、碁も公式種目とし

て参加します。

　それに当たり碁のプロ棋士も大会に出る為には、ドー

ピング検査も受けて、碁の大会に参加します。世界の流

れとしては、碁はスポーツとして扱われつつある中で、

日本だけが碁は文化であり芸である、先頃亡くなりま

した先輩の藤沢秀行九段は『碁は芸である』と言い切っ

ております。その藤沢秀行九段は中国、韓国に碁を教え、

その教え子たちが今の中国、韓国の韓国のトッププレイ

ヤーとなりました。
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　このような現在の世界の囲碁界の現状で、もし日本が

『文化的な碁』を発信しなかったら、碁はただのゲーム

に変わってくるのではないかという危機感を持って文化

交流使の仕事をさせていただきました。

　そして文化交流使というのは先ほど長官からも話があ

りましたが、日本ではまだあまり有名ではないというの

も現状です。文化交流使になりますと、文化庁のマーク

が入りました文化交流使という立派な名刺をいただきま

して、それを各所で出させていただくのですが、日本人

の棋士、小林千寿の名刺入れに、文化庁のマークが付い

ている名刺の効果が、これほどすごいものだと、お上の

もとで働かせていただく貴重な経験をさせていただき、

もしできるならばこの文化庁のマークが付いている名刺

を永遠に使わせていただきたいと思いました。

　外国で、先にお話ししましたように、碁を打つ場所が

ないので、外務省の管轄である大使館、総領事館、その

ようなパブリックスペースで囲碁講座を開かせていただ

きました。それも本当に大好評ですし、昨年度で第３回

目を迎えましたドイツの大使館で行われます大使杯を皮

切りに今あちこちにできつつあります。大使館主催もし

くは総領事館主催の囲碁大会をどんどん作っていただけ

れば、格式のある碁というのが伝わっていくと思いま

す。ドイツ大使杯では現地の囲碁協会がドイツのプレイ

ヤーに『大使館にふさわしい服装をして大会に出るよう

に』という達しを出してくださっているのです。普通の

碁の大会ですと、ほとんどみんな T シャツにジーンズで

す。ところがこの大会には、皆さん、めったに着ないスー

ツを着てお父さんのネクタイを借りてくるというような、

非常に礼儀正しい碁会が行われています。

　そのような意味でも碁というのは、カジュアルな碁も

いいし、インターネットで碁を打つのもいいし、でも時

には背広を着て、ネクタイを締めて、そのような緊張感

のある空間の中で碁を打つという経験も西洋人の人たち

にとってはすばらしい。そして、その延長線上として日

本に憧れ来日する世界の若者たちが非常に多いです。日

本の囲碁を通じて世界中の人々と出会える機会を頂き、

すばらしい経験をさせていただいたと思います。ありが

とうございました。

司会：小林先生、ありがとうございました。青木先生お

願いします。

青木（保）：今の小林さんのお話を大変興味深く拝聴い

たしましたが、文化としての囲碁ということを強調され

ていました。大体碁というのは元々中国からきたもので

すよね。それから、ヨーロッパにはチェスというものが

ありますよね。

　それで、中央アジアぐらいからインドとかあの辺が起

源だと思いますが、そのようなものが日本に入ってきて、

これだけ育って、しかも、おっしゃったように雅とか道

とか､ そのような日本的な文化の伝統とうまく調和して

今日に出てきたということは、そのようなことに改めて

交流使としてのご活躍をなさいまして、お気づきになっ

たということがすばらしいと思います。オリンピックも

そうですが、中国、韓国に勝負で学ぶことが多いかもし

れませんね。実際は碁を指すとか将棋を指すとか、碁は

打つと言いますよね。将棋は指しますね。このように文

化として、日本では非常に伝わってきたので、ここはわ

れわれもこれから大事にしたいと思うのですが、文化庁

がそんなに威力があるとは知らなかったな。

　それでもそのようなご経験をお話しくださるのは大変

ありがとうございました。また後半の最後にパネルディ

スカッションもありますので、いろいろなお話をお聞き

したいと思います。どうもありがとうございました。

有野　芳人（将棋棋士）

有野：有野です。よろしくお願いします。私は中国の上

海に 75 日間行ってまいりました。私の場合にはちょっ

と忙しすぎまして、今の碁の小林先生みたいな、そのよ

うな奥深いことを考える余裕があまり無かったもので、

とにかく将棋を指すことで午前中を、ひどい時は夜まで

やりまして、本当に今、小林先生のお話を聞いて参考に

はなりましたが、私はただ将棋を教えるということに没

頭いたしました。

　最初にびっくりしたのは、中国の上海では小中学校の

授業で将棋を教えていたことです。日本では小中学校で

将棋の授業があるということをあまり聞いたことがない

のですが、ものすごい数の学校が、上海では将棋を授業

に取り入れているということで、最初の１ヶ月前後はほ

とんど学校に教えに行きました。内容としては指導対局、

将棋を指して終わった後にどこが良かったか、悪かった

かということを教えるということで、技術向上というよ

りも、将棋というのは囲碁もそうだと思うのですが指し

たいという方がほとんどですので、それだけにという感

じになってしまいました。

　それから、終わった後に質問会、文化交流ですので子

どもたちに私に質問することはないかということで質問

会をしまして、例えば「富士山はきれいですか」や「日

本の食べ物は何がおいしいですか」というような質問を

受けまして、それに答えるというせいぜいそれぐらいの

ことで一日、大体午前中はそれで終わって、午後もだい

たい同じようなことをやりまして、夜やる場合には囲碁

のように外国人の方が日本でプロになれるということ
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が、まだ一度もありません。ところが上海には、プロに

なろうとする子どもが数人いまして、夜はその子をマン

ツーマンで教えたりしたというような、それが大体５月

の 27 日から私は行きまして、6 月の終わり頃まで続きま

した。

　それから、６月の終わりぐらいになりますと、上海の

小中学校はみんな夏休みになってしまいます。それで夏

休みになったのですが、夏休みでも将棋を教えたいので

募集いたしまして、そうすると想像を絶するような数に

なりまして、それがまた月曜日から土曜日まで午前・午

後全部やらなければならないような状況になりました。

　今、小林先生のお話を聞いて、私は何をやっていたの

かなと思って、ただひたすら将棋を指して、将棋を教え

るということに没頭しておりましたので、まあここで少

し違ったのが大盤解説といたしまして例えば定跡講座や

次の一手、詰め将棋、そのようなことを一応やりました。

ですが、子どもさんたちが多いので通訳混じりで講義を

受けるというのはとても大変そうでございまして、ほと

んどのお子さんが５分で大体もう嫌になってしまって、

早く指したいという希望が多すぎまして、それでこの辺

でやめて将棋を指しましょうということを言って、７月

の終わりぐらいまでやりました。

　それで大体そっちの指導は終わったのですが、今度８

月に入りまして国際大会がありました。世界各国と言っ

ても囲碁ほどではないのですが、10 カ国ぐらいは参加

されていると思いました。その３日間、私は指導して、

そのようなことで終わってみたら 75 日というのはすご

く早く終わったような気がいたしました。

＜以下は写真を映しながらの説明＞

後はプロジェクターで何をしたか説明をしたいのですが、

よろしいでしょうか。これは学校です。学校で、ここで

はやはりよく、ここは少ない方かな。これだけの人数と

いったら 20 人ぐらいしかないですかね。ちょっと少な

い方だったかもしれませんが、大変こうやってて喜んで

いただいて、何か、四角い紙のようなものを持っている

のは私の顔を配ったりされていましたので、ここでは大

変喜んでいただいたと思っています。このようなものは

文化交流なのかなと思いました。

　それから、この彼は私の通訳をしてくれたうちの一人

なのです。そしておそらくキョグンという名前なのです

が、彼は相当将棋が強いので、彼には「ちょっと一生

懸命やれば世界一になれるよ」と言ったのが、「じゃあ、

頑張って必ず世界一になります」と言っていました。

　次に。これは将棋を指している場面ですね。これは中

学生ですかね。中学でも上級生なのですかね。ここは四

角になっていまして、ここは確か相当な人数だったと思

います。これは四角の中に入りましてぐるぐる回って指

すのですが、ちょっとこれをやってかわいそうだったの

が、私はいいのですが、私が回ってくるまでに時間がか

かるので、待っているのが大変かなというのが印象でし

た。

　次に。これは、父兄の方や学校の先生が混じっていた

のではないかと思いますが、父兄と学校の先生が一緒に

なって、指導されているところを見ているというところ

です。次、お願いします。

　これは昼間なのですが、ものすごく暑くて、カーテン

を閉めてやりました。これもやはり、私のやったことは

ほとんど指導対局ばかりでしたので、これも後ろにいる

のは父兄の方が見に来られていたということです。はい、

次お願いします。

　これは夜です。夜の９時頃だったのではないでしょう

か。この子どもたちは相当強い、もしかしたらプロにな

りたいという子も中にはいると思いますし、日本でです

ね。それから、この彼女は驚いたことに日本のアマチュ

アで 5 段ぐらいで、ものすごく強いので、「プロになる

のですか」と聞きましたら、何かお母さんかお父さんが

アメリカ人で残念ながら上海だと将棋を指せるのですが、

これからアメリカに帰らなければならないから、アメリ

カで将棋ができるかなということを言っていらっしゃい

ました。ここは、私は相当真剣に指しました。次、お願

いします。

　ここは、私はここが一番大好きなところだったのです

が、学校が夏休みなので学校の娯楽室みたいなところを

借りまして、定跡の講義をしているところです。ここは

ものすごく雰囲気よくて、今足を出している女の子だと

思いますが、この女の子は小学校 2 年か 1 年のかわいい

女の子だったのですが、初めて将棋をやりました時に私

が負けまして、そうしましたら、私は大勢と一度に指す

ものですから、私がかわいそうだと思ったのか、私に勝

ちまして私より強いと思ったのか、私の後ろにピッタリ

付いてくれまして、こう指せ、ああ指せと私の応援をし

てくれました。そういう雰囲気でここの生徒さんは大体

20 人ぐらいしかいませんでしたが、ここは 5 ～ 6 回は

行ったと思いますが、すごくここが一番楽しく過ごせた

ところではないかと思います。
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　それからこの彼は先ほどの中学の彼でかなり将棋の強

い子が、通訳の日本語がペラペラなので、解説の通訳を

やっていただいておりました。はい、次お願いします。

　これは８月の国際大会です。これは日本人ではなくて

中国人のチームだと思いましたが、このようにして写真

を撮ってくれとか、そのようなところで写真を撮ったの

ですが、次お願いします。

　これは国際大会の指導対局です。日本の将棋連盟から

も私だけではなくて、この日だけは、何人いたのでしょ

うか、５、６人は助けに来ていただいて、ものすごく広

いところなので、私はここで指導対局をしましたが、他

にも指導対局を他の日本のプロがやっていました。それ

で、その中に素晴しい選手で、日本語ペラペラ、英語ペ

ラペラ、中国語ペラペラという人がいらっしゃいまして、

感想戦という時に来ていただいて、どの方でも通訳がで

きるような選手の方がいらっしゃいまして、すごく助

かったということがありました。

　活動の成果はどうかという報告をしなければならな

かったのですが、成果といいますとどのような成果かは

よく分かりませんでした。ただ、世話役の方にまた将棋

を指したいかというアンケートを取っていただいた時に、

ほとんどの方がまた将棋を続けたいというところに丸を

してくれたので、成果があったのかなと、その分だけは

思っています。そして、何年か続けてきた子も、最初と

違って終わりころはかなり強くなってくれたから、その

ぐらいが成果だなと思っています。時間が来てしまった

ので、このあたりで、すみません、ありがとうございま

した。

司会：それでは青木先生。

青木（保）：今の話を聞きますと、中国でもすごく将棋

が強い人が若手で育っているようで、先生が行かれた教

室でも強い方がこれからますます出てくるのではないか

と思いました。

有野：はい、私の生きている時はちょっと無理だと思い

ますが、いずれは。

青木（保）：生きてる間はだめ？

有野：まだ碁みたいにそんなにいませんので、でもその

うち中国のことですから、日本のプロになる人が、私が

死んでから出てくるのではないかと思います。

青木（保）：将棋は日本で独自に育った文化ですからね。

ひとつの大きな文化だと思いますから、先生が行かれた、

小学生からみなさんが非常に熱心にしかも楽しみながら

やろうとしているところがすばらしくて、マンガがね、

囲碁のお話で日本の漫画を普及させているという話があ

りましたが、やはりそのような相乗効果で、それから小

学生や若い人にやはり働きかける日本文化のこれは非常

に重要な文化交流だと改めて感じました。

有野：ありがとうございました。

司会：拍手をお願いいたします。有野さん、ありがとう

ございました。それでは、続きまして囲碁棋士の青木紳

一さんよりご報告いただきたいと思います。青木さんは

菊池康郎氏に師事を受け、1980 年に全国少年少女囲碁

大会で優勝された後、財団法人日本棋院に入段、1999

年には九段に昇段され、2002 年には通算 400 勝を達成

されました。日本棋院ジュニア囲碁スクールの講師など

若い世代の普及活動にもご尽力を頂いております。昨年

７月から 12 月まで文化交流使としてオーストリア、オ

ランダ、ドイツ、スロバキアでご活動いただきました。

それでは青木さん、よろしくお願いいたします。
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青木紳一（囲碁棋士）

青木（紳）：ただいまご紹介に預かりました青木紳一と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど同

じ囲碁の分野で小林千寿先生から貴重なお話をいただ

きました。千寿先生は 30 年も囲碁の普及活動をされて、

本当に素晴らしいです。私も囲碁の普及活動をしたいと

常々思っていたものですから、日本の中では囲碁普及活

動をしてきたのですが、海外で普及活動をするというの

は、ほとんど経験がないので、何をどうしたらいいのか

さっぱりわからずに戸惑っておりましたので、千寿先生

からいろいろ、時には貴重なアドバイスも頂きました。

また活動国としてヨーロッパで長い間活動されておられ

るので私もそれに続いて活動させていただくことになり

ました。先生には今までいろいろお世話になり本当にあ

りがとうございました。この場をお借りいたしまして御

礼申し上げます。

＜以下は写真を映しながらの説明＞

　活動報告なのですが、７月 24 日から 12 月 27 日まで

５ヶ月間普及活動をしてまいりました。先ほど千寿先生

からいろいろお話があったので、私は映像を交えながら

活動報告をしたいと思います。まずオランダのグローニ

ンゲンで普及活動をしたのですが、これはヨーロッパ最

大の大会でありますヨーロッパ碁コングレス大会の中で

の指導風景です。これは船の中で行われた多面打ち指導

です。私は青いたすき姿なのですが、これは私が目立つ

ようにたすきを掛けたので、プロフェッショナルという

文字がのっているのです。ちょっと見えないですが、す

ぐに私が見つかるように、このようにたすきをかけまし

た。

　これはヨーロッパ・碁コングレス大会、ホテルの中で

行われたのですが、ホテルの一室を借りまして、講義を

行っている様子です。講義内容は、ヨーロッパ・碁コン

グレス大会で打った対局の中で、碁を見てほしいという

要望がありましたので、その一局をわたしが解説してい

るところです。大勢集まりまして、この時は 5､ 60 人く

らい集まりました。

　ヨーロッパの方々は結構熱心にいろいろと質問してく

るのですが、なかなか私の解説に納得しないのです。こ

れはこう打つべきだと言っても皆さん譲らないので、最

後の最後まで説明して、やっと納得してくれたような、

そのような感じでした。こういう講義をずいぶん行いま

した。ヨーロッパコングレスでは、２週間ほど活動をい

たしました。その後オーストリアのウィーンに移りまし

た。これはオーストリアのウィーンの go7 という碁会所

の中なのですが、ここで週に４回ほど活動をしていまし

た。これは活動の打ち合わせ風景です。こうやって go7

のスタッフの方と、いろいろ今後の活動について話し

合っている様子です。

　ここに少し囲碁の問題を載せてありますが、これを

作ったりして結構枚数が多かったのですが、これも go7

の方々と話し合いながら、どのような問題にしたらいい

のだろうかと、いろいろと相談いたしました。

　その後８月の末になりますが、マンガフェスティバル

というイベントがありまして、その中で囲碁のコーナー

を設けまして、入門指導をいたしました。これは初歩の

初歩ですが、石を取るところを教えているところです。

ここでは黒も白も蛤の石を使っています。大きな碁盤を

持って行くのは大変ですから、写真で見せて説明したり

しました。特に私が印象に残ったのは、コスプレ姿です。

みなさんすごく本当に楽しそうに観戦していますよね。

これが印象に残りました。

　これは go7 の中での講義風景ですが、20 人ぐらい集

まっていますね。このようなかたちで私が説明いたしま

した。となりの方は通訳の方です。このようなかたちで

週に４回講義をしたり指導を行ったりして、一緒に皆さ

んと勉強いたしました。

　これは、９月の中頃ですね。ここは囲碁クラブ天元と

いう囲碁クラブです。私は詰め碁の、詰め碁というと少

し分かりづらいかもしれませんが、石の死活に関する問

題を出しまして、皆さんに解いてもらっているところで

すね。詰め碁というのはひとつの問題ですけどね。皆さ

んが、頭を抱えてちょっと悩んでいるところです。皆と

お酒を飲みながら、和気藹々と交流をして、とても成果

があったと思います。

　これは、ドイツで行われたドイツ領事館の中での指導

風景ですね。こちらのお二方はヨーロッパ屈指の実力者

で相当強いのです。私のハンデが２目でこちらが３目で
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すね。八面打ちの指導をやりました。このお二方が強かっ

たので、結構くたびれました。かなりこの二人はレベル

が高いです。この一番奥にいらっしゃる方は総領事館の

方です。

　これは、ドイツのダッテルで行われた子供大会の模様

で、こちらにいらっしゃるのは本日お見えになっている

小林千寿先生です。ここで私と小林先生の二人で子ども

たちに指導をしている一コマです。

　これはスポーツフェスティバルといった、スポーツを

紹介するイベントなのですが、その中で囲碁のコーナー

を設けまして、入門指導をしている様子です。こちらの

方はかなりご高齢ですがしっかり打っていますね。外と

中でもやっていますよね。ここで入門指導をいたしまし

た。

　これは子どもたちに教えているところです。小学校で

すね。こちらの子が中国系の子で、こちらがオーストリ

アの子ですが、このように 2 面打ち、3 面打ちをしなが

ら指導をいたしました。それでは次に行きます。

　これは、ウィーンからザルツブルクに向かう列車の中

での勉強会という感じですが、これもやはり私が詰め碁

の出題をして皆さんで解いているところですね。皆さん

すごく熱心で、列車の中でもすごく勉強意欲があります

ね。ちょっとの間でも熱心に碁を勉強しているところで

すね。

　ここで、ザルツブルグで大会がありまして、その中で

大型講義というのをやりまして、これは私が打った対局

の碁を題材とした講義ですね、囲碁の戦略のひとつであ

る大模様作戦です。それを皆さんに解説しているところ

ですね。それでは次に行きます。

　これはドイツのベルリンですね。ベルリンの子ども大

会がありまして、その子ども大会での決勝戦の碁を私が

解説しているところですね。これは、ベルリンの大使杯

で、大使館の中での大会だったのですが、その碁を解説

しているところです。その後、わたしの講演がありまし

て、そこでここの子どもたちに質問をうけました。やは

り皆さん日本に憧れているようで、日本のプロになるに

はどうしたらいいかとか、強くなるためにはどうしたら

いいかとかいろいろ質問されたのですが、私はプロにな

るまでの過程や修行時代のお話などを交えながら、いろ

いろアドバイスしながら講演しているところです。

　これは、10 月の末に行われましたウィーン大学の中

での講演です。ここでの講演では、囲碁の歴史の話や

囲碁の魅力についていろいろお話いたしました。こち

らはパソコンを使ってデータを取っている方もいらっ

しゃって、すごく熱心ですね。すごい人数が集まりまし

て、100 人以上いましたね。その後碁盤で実演対局をい

たしまして、足つきの碁盤ですね。その後、このスクリー

ンを使って入門講座をいたしました。

　これは 10 月 31 日と 11 月 1 日に行われたオーストリア

日本大使杯です。第１回ではじめて行われました。これ

がすごくうれしかったです。また会場がすごくて、ウィー

ンの王宮内の民族博物館で行われたのです。これはとて

も素晴らしいことで、大勢の方々がすごく感激していま

した。このようなところで大会を開いていただいて本当

にありがたいことですね。その中の対局で打った碁を検

討している様子ですね。

　これは、スロバキアで行われた講義風景です。ここで

も大模様作戦を説明いたしました。このように講義をし

て、結構皆さん熱心に聞いてくださったので、とてもう

れしかったです。それでは､ 最後の１枚だけ、見ていた

だきます。ここで私が帰る直前の 12 月に行われたウィー

ン大学でのクリスマス会があり、その中での入門指導で

す。女の子と打っているところですが、こちらにちょっ

とご注目ください。これは日本の漫画なのです。これが

ウィーンにあるということにすごく、私は驚きとうれし

さがありました。日本の本や日本の漫画が各所に置いて

あり、日本の文化に皆さんが興味を持ってくれているよ

うでとてもうれしく感じました。

　このようにいろいろな場所で活動いたしまして、本当

に私自身もとても勉強になりました。皆さんとても熱心

に碁に打ち込んでいましたし、私自身もすごくそれをう

れしく感じました。またこのような機会を与えてくださ

いました文化庁の関係各位の皆様方、本当にありがとう

ございました。そして、今日は雨の中、大勢集まってい

ただきまして本当にありがとうございました。

青木（保）：この囲碁の話もすごくおもしろいですね。

いろいろなところで、若い人から年配の人までみんな

ファンがいらっしゃいますし、非常に真剣に先生のご指

導を受けられておられるのを見て感激しました。しかも
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漫画とかそのように現代の新しい文化とこのような囲碁

の伝統文化が一緒になっている、これはすばらしいと思

います。やはり文化交流使というのは大事だと、改めて

認識した次第です。これはまた向こうでどのような経緯

でゲームをしたのか、試合をしたのかということは後で、

パネルディスカッションの時にお話を伺いたいと思いま

す。どうもありがとうございました。

司会：後半では、工芸分野からお二方。伝統芸能分野か

らお三方に発表いただきます。

　まず、工芸分野から木工芸作家の須田賢司様にご発表

いただきます。須田様はお父様より木工芸を、お祖父様

から漆工芸を、それぞれ学ばれまして、二十歳の頃から

「日本伝統工芸展」などを発表場所として、三十年来入

選を重ね、鑑査委員も務められていらっしゃいます。「日

本工芸会」「日本文化財漆協会」などの理事のほか、東

京芸術大学では非常勤講師も務めていらっしゃいます。

文化交流使としては、昨年 3 月から 5 月までニュージー

ランドにてご活躍いただきました。

　それでは須田様、よろしくお願いいたします。

須田賢司（木工芸作家）

須田：ただ今、ご紹介をいただきました木工芸の須田で

ございます。よろしくお願いいたします。

＜以下は資料を映しながらの説明＞

　私は木工芸作家として「Kauri の国に使
つかい

して」という

言葉で、今回の文化交流使の総括という形でお話をさせ

ていただきたいと思います。

　はじめに、今、「木工芸作家」というようにご紹介を

いただいたのですが、「木工芸」というものの本体とい

うか、「どういうことをやっているか」ということにつ

いて、海外の方はもちろん、日本の方にもなかなかご理

解いただけないと思いますので、その点も含めて順次説

明をさせていただきたいと思います。

　ニュージーランドには、昨年の平成 21 年 3 月 22 日か

ら 5 月 4 日まで、45 日間行ってまいりました。行った場

所は、オークランド、ウェリントン。これはご存知のよ

うにニュージーランドは南と北の島になりますが、これ

は北の島のほうですね。それからクライストチャーチ。

それからネルソンというのは、ちょっと知られていない

町なのですが、これは芸術家の多く住む町で、大変きれ

いな町でした。そこに行ってまいりました。

　そして先ほどのお話ですが、「木工芸とは何か」とい

うことなのですが、「木工芸」とは木材を主要とした日

本の「風土」を非常に活かした特徴のある工芸。その意

味では日本だけではなくて、木材のある所なら世界中ど

こでも存在する工芸なわけなのですね。

　そこでもうひとつは「木工芸」というのは「世界の共

通の言語である」ということ。それから、同じ材料を使っ

ても異なるものが生まれる。それが非常におもしろいと

思うのです。そういう意味で「文化の共通性と相違を際

立たせる」ということをひとつの目標といたしました。

　木工芸の「三大技法」というのがいろいろございます

けれども、このように「指物／サシモノ」「挽物／ヒキ

モノ」「刳物／クリモノ」というようにありまして、今、

私がやっているものは「指物」という技法で、ちょっと

ここをご覧いただきたいのですが、こういう四角いただ

の枠組みなのですけれど、これはこういう形をしており

ますけれど、これは分解すると、釘などを一切使わなく

てもこのような形をしているのですね。このように組み

合わせていく技法を「指物」と申します。

　こんな小さい工芸品をよく作っておりますけれども、

これは小さい箱類で、これも向こうへ持って行って展示

いたしました。

　交流使の目標として自分なりに四つの目標を立てまし

た。

　ひとつは「日本の木工芸への理解」。これは自分の仕

事ですので、こういうことです。それからもうひとつ。

それを通して「日本の工芸全体の理解」ということを理

解していただきたいと思いました。日本の工芸の特徴

というのは「身近な物の形を通じて美を表現していく」。

そして生きている生活そのものに美的な表現を実現する

というのが、「美の伝統」としてございます。

　私どもは伝統工芸展というものを出展しておりますけ

れども、この伝統工芸展の「伝統」というのは、あくま

でもこういう「伝統」を指している。「技法が伝統的で

ある」とか「材料が伝統的である」とか、そういうこと

以上に「どういうものに美を感じるか」ということが「伝

統」だと思っているのです。

　ですからその意味で、日本の工芸というのはよく「工

芸」の訳語として「クラフト／ Craft」とか「アプライ

ドアート／ Applied Art」の訳語として、日本語の「工

芸」として用いられますけれども、そうでない。「工芸

＝ KO
ー

GEI」というのは独自の言葉であるということを、

私は強く思っているものですから、その「工芸」という

言葉を世界の中で認知させたい、ということが今回の一

番の主眼でした。

　それとともに、自分自身の木工の技術を通して現地の

方と交流し、その経験を活かして自分の制作もして、相

手の方にも日本の技術を使って何かをやっていただく、

ということを考えました。
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　その結果、まず作品のこの展覧会とワークショップを

各地で開いたのですけれども、展覧会としては、オーク

ランド。これはニュージーランドで一番大きな町なので

すが、だいたい全人口の 3 分の 1 がこちらのオークラン

ドに住んでいます。ここでやりました。そこでは「オブ

ジェクトスペース」というこぢんまりとした画廊ですけ

れど、これはあとでご覧にいれます。

　それから、「ユニテック」というのは大学ですね。ポ

リテクニカルスクール。それから、クライストチャーチ

のアートギャラリー。これは大変立派な美術館です。そ

こで「Crafting Beauty in Wood」というタイトルで自

分の作品の展示を行いました。

そ れ か ら ワ ー ク シ ョ ッ プ は 各 地 の ポ リ テ ク ／

Polytechnic Institute Technology、工科大学ですね。

そこで例えば、ウェリントンの Whitireia、それからク

ライストチャーチの CPIP。それからオークランドのユ

ニテック。これはまったく公的な学校で、大変に立派

な学校です。そこで特別に授業を組んでいただきまし

て、1 週間、短いところでは本当は二日くらいのところ

もあったのですが、ワークショップを行いました。

　それから、最後のネルソンにはこういう木工の専門の

学校もございます。そこで本当に濃密な、1 週間ギッチ

リ開催したのですけれど、技術的な交流、相手からも教

えられる、私も教える。そういう交流をいたしました。

　これが「オブジェクトスペース」というオークランド

の小さな画廊なのですが、これがある場所が、例えば日

本で言う六本木と言いましょうか、表参道と言いましょ

うか。とても今風な町なのです。もともとそこの銀行だっ

たそうなのですが、そこを画廊、ギャラリーにして、そ

れも「オブジェクトスペース」というだけあって工芸専

門のパブリックなスペースです。その中でこういう陳列

をしたのですが、これは非常に狭い空間で、私の作品に

はとても合っていたのですが、なんとこれは金庫室だそ

うです。これが私のような小さい工芸品を置くには非常

に重宝して、提供していただきました。

　オープニングにはたくさんお客様に来ていただいて、

だいぶ盛況のうちに終わることができました。ここで一

番長く、十数日の展覧会をいたしました。

　これがその時のポスターなのですけれども、こちらに

ございますのが自分の作品なのです。ここに「ユニテッ

ク」と入っているのと、ここが「オブジェクトスペース」

なのですけれども、「ユニテック」という地元の学校と

オブジェクトスペースという美術館が共同の作業、ひと

つの事業としてこういうことをやってくださったのです

ね。こちらの右側のポスターは、「ユニテック」の中で

どういうセミナーをやり、ワークショップをやるかとい

う、このポスターを作っていただきました。ずいぶんい

たるところで拝見しまして、私ははじめて行って「すご

く歓迎されている。大変だなぁ。責任重大だなぁ」と思

いました。

　だいたいこういう所は 1 年や 2 年先までスケジュール

が決まっている所なのですね。そこでよくオブジェクト

スペースでも 2 週間くらいでしたけれども、展示の機会

を取っていただき、こういうポスターもなかなかシャレ

たポスターで、これは私がいただいて来た物なのですけ

れども、こういう物を作っていただきました。

　いろいろ苦労した点という話もありましたけれど、こ

れは作品 1 点 1 点にどういう物かという説明を、英文で

まず説明し、もちろん日本文も少し入れてありますけれ

ども、どのような物かというものを全部支度をしてまい

りました。作品の数が二十数点ありましたけれども、す

べてにわたって事前にこういう物を作ってまいりました。

　この作品は紅梅という赤い梅の木で作ったものですか

ら、「こういうのが紅梅なのですよ」ということを。こ

れは我が家の庭に咲いている梅なのですが、このような

物を映したりして作品に対する理解を深めていただくよ

うにしました。

　それからこちらのほうには、「オブジェクトスペース」

でやった時のポスターというか挨拶文なのです。これは

だいぶ文章が短くなってしまったのですけれども、一応、

こちらの「工芸」ということの説明を、これでいたしま

した。

　これはクライストチャーチのアートギャラリーです。

これは大変立派な施設なのですね。本当にこんな所で私

も陳列してもらえるのだと思うくらい立派な所で、中に

このような陳列のケースをわざわざ作ってくださいまし

た。これも、日本の感覚にするとすごくシャレた黒と白

のチェックの、ちょうど四点入るように作ってくださっ

たのですが、こういう物まで支度をしてくださって展示

ができました。
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　ここのクライストチャーチのアートギャラリーという

のは非常に立派な所で、ちょうどここ（東京国立博物館）

の講堂よりも広いか、同じ程度の講堂があるのですが、

そこで一晩講演をさせていただく機会を得ました。その

時は、実際今よりももう少し（お客に）入っていただい

て、全然宣伝がないものですから「二人くらいしかこな

い時もあったよ」などと脅かされたのですが、それでも

100 名以上の方々にお集まりいただいて、ずいぶん盛況

な会となりましたね。

　これはワークショップのほうなのですが、オークラン

ドのポリテク、工科大学のひとつの建物です。これはも

ともと病院だったそうですけれども。その中にも展示館

があって、このようなスペースがあります。

　これは、これから実際にワークショップの前に先立っ

て講義をしよう、ということで、いつもはこういう機会

には、講義をやってからワークショップということで

やっていたのですが、この時はなんと「英文でやれ」と

突然言われまして。もちろん英語の原稿は全部支度はし

てあったのですが、それはあくまで通訳の方への参考資

料として用意してあったのですけれども。ニュージーラ

ンドという国は移民が多い国なのですね。ですから「ブ

ロークンでも何でもいいから自分の言葉で喋りなさい」

ということで、自分の言葉で英語で喋らされまして、そ

の前に準備をするのに大変でした。でも、なかなか良い

経験になりましたけれど。

　これはクライストチャーチの CPIT。これも工科大学

で講義をしているところです。この時はちゃんと通訳の

方が入ってくださいました。この時もいろいろな方が来

てくださったんですけれども、こちらの美術学部長の方

が聞きにきてくださいました。この女性の方がこちらの

大学側が支度してくださった通訳の方なのですね。とて

も親切にしていただきました。

　こうやって実際にやるわけです。ところが、木工芸の

仕事というのはすぐに変化しないのですね。一日掛かっ

て、朝と晩と眺めてどの程度変わっているか、というよ

うな仕事なものですから、それでは全然話にならないの

で、例えば、漆を塗っていく工程については「（テレビ

番組の）今日の料理」のようなやり方なのですけれど、

これが「何もしていない状態」。それから「多少仕上げ

た段階」。それから「だんだんこうなっていきますよ」

という状態の物をずっと支度をいたしまして、それを持

参してやりました。

　その辺でだいぶ理解はしていただいたようなのですけ

れども、それでもなかなか木工芸の実情というのは理解

が難しいかと思います。ただ、向こう（ニュージーラン

ド）でも木工で仕事をしている方はたくさんいらっしゃ

いますので、大変興味を持って集まっていただきました。

授業はこんな雰囲気でやりました。こういう作品を持っ

て行きました。ここは一番濃密なことができたところで

した。

　これは向こう（ニュージーランド）と日本の道具の比

較ですね。それから、成果としてこういうこと（ワーク

ショップと展覧会、一般の方が対象の講演会、研究者・

学生対象の講義、各種マスコミによる報道）が挙げられ

ます。それから報道でも多少流されました。

　作家同士のネットワークの構築という意味では、向こ

うの方がこの直後日本にいらっしゃいまして、私の工房

や人間国宝の木工芸の村山先生がいらっしゃる京都まで

ご案内をしてきました。

　私自身の一番の成果というのは、やはり現地でいろい

ろなものに触れて新しい木工の技術も習得し、さらにむ

こうの材料を提供されたことなのですね。この一枚貝、

向こうにはとてもきれいな貝があるのですが、その貝で

ここの部分の象嵌と言って、きれいな貝を象嵌する。そ

れから、この上の部分は今度、ニュージーランドの感動

した南十字星を象嵌いたしました。これは帰国後の日本

伝統工芸展の出品作ですが活動の総括としてまとめた作

品です。

　そして表題に戻って Kauri とは、ニュージーランドの

とても大きな樹です。本当にもう巨木ですね。こういう

ものはニュージーランドを象徴する樹。キウイというの

もありますけれども、これがニュージーランドの樹です。

　今後へのお願いとしては、これはあとでじっくりお話

いたしますけれども、あまりにも急な話だったものです

から、もう少し複数年度にわたってやっていただけると

いいな、ということです。

　このように文化庁や外務省のいろいろな方にお世話に

なりました。特に地元の GreenGallery の伊東さんにサ

ポートしていただいて、良いことができました。お陰様

で、私にとっても、また木工芸界にとっても非常に良い
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経験になったと思います。ありがとうございました。

司会：須田様、ありがとうございました。青木先生お願

いいたします。

青木（保）：木工芸というのは、世界中どこでも木があ

ればできるものです。先住民も、ニュージーランドはマ

ウリといいますけど、彼らも木工芸を持っています。特

に日本はきめの細かい繊細な木工芸が発達していますか

ら、それを世界の普遍的な木工芸の文化の中で、お示し

になった感じがいたしました。日本の国内でもっとこう

いうレクチャーをしていただきたいですね。日本の中で

は意外とそういうチャンスが無いのが少し残念ですので、

玉井長官にお願いしたいものです。学校などいろいろな

ところで、これだけのものがあればありがたいと思いま

す。どうもありがとうございました。

司会：ありがとうございました。それではもうひと方。

工芸分野から竹工芸作家の武関翠篁様にお話しいただき

たいと思います。

　武関様は竹工芸作家の家に生まれ、二代目・父翠月様

に師事され、若い頃より日本伝統工芸展に入選を重ね、

日本工芸会会員になられました。多くの賞を受賞される

一方、監査委員など指導的立場でもご活躍なさっていま

す。

　昨年 10 月から 11 月まで、文化交流使としてドイツに

て活動をいただきました。それでは武関様、よろしくお

願いいたします。

武関翠篁（竹工芸作家）

武関：ご紹介いただきました武関でございます。私は文

化交流使としてドイツへ行ってまいりました。竹工芸を

通しまして交流の体験を、時間の許す限りではございま

すがお話をさせていただきます。

＜以下は写真を映しながらの説明＞

　これは、活動の拠点となりましたハンブルグの工芸美

術館です。今から 130 年前に建てられました。ドイツに

行ったのは、ハンブルグ工芸美術館に於いて、初代早川

尚古斎を中心とした日本の竹工芸の展覧会が開催されて

おり、そこでの竹工芸の実演を依頼されたのがきっかけ

です。

　また、美術館のネットワークを通じましてドイツ国内

で実演を希望する所を募りました。それで合計五つの都

市を回りまして、中には私が行きたくともちょっと申し

訳ないな、ということでお断りした所もございます。

　これは会場の入り口ですが、籠の底に光を当てておも

しろい展示をするのですね。あちらでは籠は柳で編みま

す。柳は柔らかい素材ですので、かなり詰めて編みます

から、あまり空間などはないのですね。それに対して竹

の場合は、1 本 1 本に力がありますので非常におもしろ

い空間が出ます。私としては当然のことなのですが、そ

れに非常に美しく興味を持ったのだ、と思われました。

　これは展示室の一室なのですが、初代の美術館の館長

さんは日本の過去に非常に興味を持ちまして、約 130 年

前ですけれども。日本の籠をたくさん集めていました。

その中でも早川尚古斎という人のは、日本でも作品は 5

～ 6 点しかありませんが、こちらに来ましたら、なんと

66 点も大切に保存されていました。

　それは、二度の戦争がありましたので美術品を疎開さ

せたり、また隠したりもしたと思われますが、1984 年

にチェストの中を開けたら「なんだ、これは」というこ

とで、日本の籠がたくさん出て来た。それで今回が初め

て公開される、ということでした。

　この壁面に書いてありますのが解説文なのですが、英

語・ドイツ語・日本語と、三カ国語で書かれていました。

これには美術館の力の入れようを感じました。

　入場者も非常に、予想以上に多くて、私が日本に戻り

ましたあとも 1 カ月会期を延長したと聞きました。

　これは私の実演の様子です。実演には、まず、日本か

ら丸竹をそのまま持ちこみまして、それでひとつ、お客

さんや参加者が見ている前で簡単な作品をひとつ作るよ

うに心掛けました。この丸い竹から「パーン」とすごい

大きな音がして割れるので、皆さん、驚いていました。

柳はそれに対して音はしません。フニャフニャしていま

すので。

　そして、ここには作りかけの半製品の籠を持って来ま

して、「こういう感じで段々と出来上がりますよ」とい

うことを説明しました。やはり一日や二日で出来る物で
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はありませんので、木工の須田先生のお話のように。で

すからこういう作りかけの物を持って行って。ここには

完成品も持って行きました、去年の伝統工芸展の作品な

のですが。

　そして、「竹」を知っていただくには、まず、手に取っ

て見てもらうのが一番わかりやすいだろうというので、

まず、このように竹素材を手で持って見せまして、それ

をどんどん細く割っていきますと、紙のように柔らかく

もなります。このように変化して、編むまでにこれまで

の工程があるのだということを、体感してもらいました。

ですから、私の作品自体も手に取って触っていただくよ

うにしました。

　美術館で竹の専門家として初めて収蔵品の調査を依頼

されまして、拝見しましたが、ありがたいことに 130 年

前の物は、先ほども申し上げましたが、無傷で大切に保

管されていました。

　今見ているこの作品ですけれども、かなり大きい作品

です。力が入っているのだと思いますが。この底に銘が

入っているのですね。作者の銘と言いますか、われわれ

はいつも底に銘を掘って入れるのですが。ここには「大

日本東京」と入っていまして、これは万国博覧会に出品

されたのものではないかなと想像されます。

　なお、ウィーンの万博では、日本の籠が受賞しており

まして、その作品もここに保管してありました。

　次に行きましたエッセンと言う町です。エッセンのマ

ルガレーテ陶芸工房という所で、私は実演を二度しまし

た。ここでは陶芸家や工芸に興味のある人たちが大勢集

まってくれまして、そしてですね、私は、まるで自分の

仕事場であるかのように設けてくれました。まず必要な

道具といいますのは、この木の台なのですが、これで竹

を割ったり切ったり編んだり、いろいろな仕事をします。

庭の木を切って来てくれました。

　そして、ここは陶芸をやっているところですから、水

を付けて籠を編むのですが、その水桶を陶芸のところで

焼いてもらいました。また、貴重な畳なども、これはな

かなか入手しにくいそうなのですが、こういう物も手に

入れて作ってくれました。

　そして、伝統工芸展のお話をいたしました。伝統工芸

展は、日本ではもう 56 年前から三越（デパート）でやっ

ておりますが、その会場風景をですね映像で流しました。

ここに出品されている物は、実際に使える物であり、ま

た、それがなお且つ美術品である。そしてまたその、応

募数の多さ。そして「これは、国の機関の文化庁が主催

しているのですよ」ということを申し上げたら、大変驚

いて、また興味を示しておりました。

　そして参加者の中には、「私はこういうものを持って

います」と言って籠を持ってくる人がいるのです、自慢

の籠を。「これはどこ製でしょうか、どこの国の物でしょ

うか」。私が拝見いたしまして、「これは日本で作られた

物ですよ」と言ったら、飛び上がって喜んでおりました。

そしてまた、持って来た籠を拝見しましたら、それは私

の作品でした。まさかドイツで自分の作品に巡り合うと

は思いませんでしたので、これは私も驚きました。

　次に訪問しましたリヒテンフェルスという町ですが、

電車で 6 時間くらい掛かりました。旧東ドイツとの国境

に面しておりまして、大変街並みの美しい地方都市で

す。「籠の町」とも言われ、多くの職人がいます。ここ

では二日間で実演、講義、実演指導などを合計 6 回いた

しました。デザイン・技術の実践、そして交流の場とし

て市営のイノベーション・センターがございます。午前

の実演時間の前に、私が下見に行きましたところ、会場

の前に立っている女性がいるのですね。聞いてみますと、

300㎞離れた所から夜通し車で走らせて、今着いたとこ

ろだということでした。これには「報道がかなり広くさ

れているのだなぁ」とありがたく思いました。

　この町には 100 年の歴史のある「国立編組デザイン専

門学校」というのがありまして、この映像がそうなので

すけれども。ドイツ中から生徒が集まって来ます。先ほ

ども申し上げましたように、こちらには竹がありません。

竹の自生がありませんので、柳で編みます。ですから、

竹工芸の技術を少しでも教えてあげたら…と思いまして。

どの程度のレベルかは、私は日本にいる時はわかりませ

んでしたが、行ってみたら驚きました。私が教えたこと

はすぐに簡単に覚えて、どんどん形にしていくまでの高

度な技術を、皆さんがもう持っていました。

　ここの卒業生は、最近では伝統的な籠を作るよりも時

代に合ったインテリア、家具とか、そういう道に進む人

が多いそうです。この写真は、先生と 3 年生なのですが、

この中には「ぜひ日本で竹工芸を勉強したい」「修行を

したい」という子まで現れまして。その人は（写真の中

の）この女性なのですけれど、私も嬉しく思いました。
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　こちらは、やはりリヒテンフェルスにあります「籠博

物館」です。世界中の籠がありました。また、私が考え

ていた通り、日本の明治時代の古い籠もたくさん保管さ

れておりました。（写真の）左側がリヒテンフェルスの

イノベーション・センターの所長さんで、右側が市長さ

んです。

　次に行きました町は、古城のある町・ヴュルツブルグ

という所で、ヴュルツブルグ大学の授業時間外にも関わ

らず、先生や生徒が集まってくれました。ご覧の通り、

大学の実演と講義では机の上に座りました。そして、落

語をしているわけではありませんが、この上に乗っかり

まして。

　ヴュルツブルグという町は、シーボルトの出た所です。

これが 1820 年代に日本に来ていた医師であり、また学

者でもありました。

　これはシュツットガルト市にあるリンデン美術館とい

う所です。昔から日本とドイツは交流が盛んでした。こ

こでは、ベルツという医師が 1870 年代に天皇陛下の主

治医ということで来日していましたので、いろいろな美

術品を集めて、その美術品が「ベルツコレクション」と

して保管されています。

　東洋の収蔵品がかなり多く、茶室も展示されておりま

した。そしてこちらでは、茶室を展示会場としまして実

演をいたしました。そしてこちらには、花活けを日本人

から教わって、そしてまたドイツで広めて、また弟子が

いて…という感じで、こちらでは花籠に花を生けていた

だきました。140 名の希望者がおりましたが、大変多く

て入れませんので、ここでは二回に分けて実演講義をさ

せていただきました。

　どの会場もそうなのですが、熱心な方が多くて質疑応

答がかなり時間を取りました。例えば、「この籠は（作

るのに）時間はどれくらい掛かるのか」と言われて、「1

カ月掛かりました」というと、信じられないような顔を

します。そして作業をはじめますと、「ああ、なるほどな」

と少しは理解していただけたような感じです。

　また質問では、竹だけでなく、「ドイツのパンは噛め

ば噛むほど味がありますね」などというような食文化の

話にまでも及びまして、そういう意味でも交流が図れた

のではないかと思います。

　37 日間、ドイツの北から南まで五つの都市に滞在を

して、25 回に及ぶ竹工芸の実演講義、実技指導を通じ、

約 850 名の参加者と交流することができました。また、

ドイツメディアにおきましても 10 社におよぶ新聞での

報道。またある町では、実演を宣伝してくれるポスター

が貼ってあるのですね。これがそうなのですが、お花屋

さんに貼ってありました。大変ありがたいことだと思い

ます。また、会場となった美術館や工房では、ダイレク

トメールでかなり幅広く宣伝をしてくれていました。

　エッセン市マルガレーテ陶芸工房の人たちです。これ

は、日本人の方もここで学んでいるのです。ドイツ人だ

けでなくていろいろな国の人たちがここで学んで、また、

有名なドイツの工芸家もおります。

　ドイツの専門家はもちろんのこと、籠を日常で使う市

民も、今回、日本の竹工芸を通して、日本文化に興味と

関心を持ってくれたと思います。日本には「極める」と

いう言葉があるとドイツでお話をいたしました。私がと

ても好きな言葉です。「ひとつのことを一生涯を通じて

追求していく」ということです。そうしましたら、ドイ

ツにもその意味に似た言葉があるそうなのです。伝統を

重んじる「マイスターの国」ドイツは、日本と多くの共

通点があると、今回肌で感じることができました。

　来年は日独友好 150 周年を迎えるそうです。今後もぜ

ひ、この交流を続け、日独お互いの文化交流を極めるこ

とができたら、と願います。私も竹工芸を通じて微力な

がらお役に立てるよう、これからも精進してまいります。

　このような貴重な機会を与えていただいた文化庁の皆

様、そして、ドイツ・日本国内においてご協力いただき

ましたすべての皆様に深く感謝いたします。ご清聴あり

がとうございました。

司会：武関様ありがとうございます。それでは青木先生、

コメントをお願いいたします。

青木（保）：竹工芸という非常に、ある意味では非常に

普遍的だけれども、同時に特別な技術・芸術ですね。そ

れをドイツで、これだけ多くの方に非常に所々の土地で、

改めて日本の工芸芸術の素晴らしさを広めていただいた

感じがいたします。

　だいたい 19 世紀の終わりくらいから日本の、パリの

万博とかね、オーストリアのウィーンの万博で、日本の

工芸品も紹介されていきまして、先ほど言ったシーボル

トとか、ベルツとか、日本の雇用外国人としても大変大

きな功績を残した方がいらっしゃいますし、日本文化に

対する深い認識がどこかにあるのだと思いますね。そこ

に先生が行かれてお応えいただいたというのは、大変大

きな効果があると思いますし、いま日本の現代文化と

いうのはジャパン・クールなどと言われておりますが、

19 世紀から 20 世紀にかけてジャポニズムという運動が

あって、ヨーロッパの芸術家にものすごい大きな影響を

与えたのですけれども、それを改めて認識させるような

ことを、私はこのご報告から受けました。どうもありが

とうございました。

司会：それでは、ここからは伝統芸能分野の三方から発
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表をいただきます。はじめに地歌箏曲演奏家の福田栄香

様にご報告いただきたいと思います。福田様は、幼少よ

りお父様の福田種彦様に箏
こと

・三弦を師事され、3 歳で初

舞台。1993 年には史上最年少で文化庁芸術祭賞を受賞

されました。演奏や教授活動ばかりではなく、伝統音楽

の海外普及にも熱心に取り組まれており、1999 年より

海外公演を実施されています。

　文化交流使としては、昨年 2 月から 3 月までフィリピ

ン、インドネシア、マレーシアにて活動されました。そ

れでは福田様、よろしくお願いいたします。

福田　栄香（地歌箏曲演奏家）

福田：こんにちは。福田「千栄子」という名前で活動し

て参りましたが、昨年末に「栄香」という初代家元の名

前を襲名致しました。

　ちょうど 1 年前、昨年の今頃、東南アジアの 3 カ国で

活動して来たことを、15 分程ですが、ご報告申し上げ

ます。

　活動の 1 年くらい前に文化庁のほうからお話をいただ

きまして、例えば単身の渡航であること、それから 1 か

月の日本不在ですとか、私のやっている分野は荷物が非

常に多いというようなこと、問題点は諸々あったのです

が、どうしても私自身が挑戦してみたいという思いにな

りお受け致しまして、約半年以上でしょうか、それぐら

いの期間を設けて準備し活動に漕ぎ着けました。

　私の分野は「地歌箏曲」と言いまして、日本の伝統楽

器としては非常にポピュラーな箏や三弦、そして歌を伴

う、日本の伝統音楽でございます。私の使命と致しまし

ては「日本の伝統音楽、日本の楽器に対し、幅広い層の

人々に理解を求め、伝え広めること」。そして「この音

楽が日本の素晴らしい文化芸術として、現地の人々に愛

され、また正しく評価されること」ということを、使命

というか目標としたわけでございます。フィリピン、イ

ンドネシア、マレーシアの国々に、直接、私自身が各受

け入れ機関をひとつひとつ探す、それからスケジュール

を組むということが実際には困難でありましたために、

現地の国際交流基金の事務所にお願いし、ニーズに合わ

せた計画を詳細に練っていただきました。

　準備として具体的には例えば、通訳に対してスムーズ

で敏速な対応をしていただくために、おおまかに原稿を

作って送るとか、あとは現地の人たちとコミュニケー

ションを図ると言いましても、私どもは日本伝統音楽を

聴いていただくのですから、なかなか例えば囲碁のよう

に、将棋のように、相手と対等に打ったり指したりとい

うことが出来るわけでもなく、でしたらどのような形が

あるのかという一つに、世界的にもある程度有名な「春

の海」――お正月になりますと日本でもよく流れており

ますが、この曲は作曲者自身の記した五線譜が残ってお

りますので、こういうものを例えば現地の伝統楽器と、

それから現地の音楽大学の学生と合奏が出来ないだろ

うかというようなことも持ち掛けまして、音源、五線譜、

映像などを送るという作業を致しました。

　具体的にはそのようなことですが、私自身がこの文化

交流使という仕事をどうしてもやりたいと思った気持ち、

好奇心、情熱が沸いてきた要因は、そういうことだけで

はなく、要するに「私は今まで文化紹介というものをし

ていたのだ」と、この度改めて文化交流使という名前を

聞いて初めて思ったんですね。なかなか、日本の伝統の

ものを海外で交流しましょうというのは難しい話なので

すけれど…。考えてみれば、私どもが繰り返してきた海

外公演は、現地に行ってすぐに会場に入って打合せをし

て、現場スタッフとやりとりをしながら、肉体労働のよ

うなリハーサルをして、すぐ本番になって、終わったら

「良かった、乾杯」と言って、飛行機に乗って次の都市

に行く、国に行く、そんな繰り返しでしたので、文化を、

日本の音楽を伝えるという意味では役目は果たしていた

のであろうと思いましたが、果たして交流であったのか

と言われると、あっ、もしかしたらこれは全然違うこと

を求められているのではないか…、全然違うこととは言

いませんが、違うことが出来るのではないかと。

　この制度の特徴に、一箇所にある程度の滞在期間を設

ける、というような大きな個性がございます。私自身が

その土地に入り、その国を知り、人々に触れ、その土地

の食べ物を食し…、そうしましたら自分の中で芽生える

その国の人達に対する興味や、愛情や、思いやり、刺激、

色々なものを体感するであろうと。そして私は音楽家で

すから、色々なものが自分の中に入ってきた時に、私か

ら発信するものが変わって行くのではないか。それから、

相手のことを理解すれば、伝え方が、表現の仕方が、誘

導の仕方が変わるのではないか、そういうことに非常に

重点を置いて、活動を準備し実践して参りました。

　どの国も、大学のワークショップを基盤にということ

でしたので、国によっては、なるべく大勢の、沢山の大

学に廻ってもらいたい、また、そうではなく少人数制で

の一人一人に細かく行き届いたワークショップをして欲

しいなど、色々な要望がある中で、活動の時が近まるに

つれて、他のイベントへの参加とか、私自身がせっかく

行くのですから、本格的なコンサートも開きたいという

ことも含めて企画し、協力機関のもとに実現に向けて計

画を立てていただき、事前に現地の在外公館や国際交流

基金を通して大きく宣伝もしていただきました。

2 月 17 日でしたでしょうか、日本から旅立ったのが。真

冬でございます。最初に着いたのはインドネシア・ジャ
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カルタ。熱帯の風でございます。空港に着いた途端に「あ

あ、もう異国に来たのだ」と、そのような思いでワクワ

クして参りました。一日、二日、三日とインドネシアで

過ごすうちに、インドネシアに対しての私の直感的な印

象というか感想は、「活気に溢れている街」。それから貧

富の格差が非常に激しい国。階級によって職種なども分

けられておりまして、それなのに、国教ではないのです

が 90 パーセント近くがイスラム教であるということで

宗教心が非常に強く、格差ある人達の中にもひとつ一定

の信仰が保たれている、そしてあの思慮深い佇まいには、

私がアメリカやヨーロッパに行った時と明らかに違う、

アジアの民族の血を感じました。

　そのようなことを感じられることがとても楽しく、ま

た、大学生と触れ合うことも非常に楽しく、ワークショッ

プ等を重ねるのですが、これから映像で色々なものを見

ていただいて、皆様にもその空気感を味わっていただけ

ればと思います。

＜以下は写真を映しながらの説明＞

　インドネシア、ジャカルタ芸術大学でワークショップ

をしております。このように色々な人が聞いております

が、実際に楽器にも触れていただきます。ここはまた違

う学校で、バンドンというインドネシア第三の都市、学

生の町だそうですが、少し田舎町に来たかなというよう

な地域です。ここの人達も非常に熱心に聞いて、楽器に

も触れました。質問事項も多く、文章にも多少書きまし

たが、例えば男女の制約はあるかとか、外国人でも習え

るか、譜面はあるのか、五音階はこちらの音階とどう違

うのかとか…。それで、お互いの音階を一緒に歌ってみ

たりして、実際には彼らの五音階は琉球音階に近かった

ようです。こちらは民間の財団なのですが、芸術文化に

勤しむ人たちが集まる場所で、その繋ぎ役となり、展示

やパフォーマンスを繰り返しているところ。彼らが演奏

しているのは口琴で、向こうの伝統楽器だそうですけど、

現在消滅しかけている。それを一生懸命自分達で復活さ

せようとしています。コラボレーションしようと言って、

一緒に弾いておりますね。

　バンドンの帰り、人力車のような、自転車で引っ張っ

ているものです。どうしても乗りたいとせがんで車を降

り、ここで彼らと値段交渉をして結局私も乗りました。

見て分かるように生活に裕福な人達が引っ張っているの

ではないのですが、このようにとても色とりどりで、全

く無機質な感じがしない街でした。

　これは国際交流基金が主催しておりました、インドネ

シアの高校生の日本語弁論大会です。そこで特別参加と

して演奏致しました。参加した高校生が弁論の中で、ま

た、見に来ていた高校生達も一様にたどたどしい日本語

で、「私たちは日本人を見習わなければいけない。日本

人は日本の伝統を大切にする、美意識を持っている。」と、

切々と唱えているのですね。それを聞きながら、嬉しい

気持ちと、期待に応えられる日本でありたい、自分であ

りたいというような気持ち、想いになりました。

　これはインドネシア芸術大学、ここでも学生達は非常

に親日感情が強くて、インドネシア全体がそうなのです

が。浴衣で出迎えてくれて、このように受付なども自分

達で楽しみながらやっている。ステージも大きくて 400

名位の大掛かりなワークショップでございました。

　これは、在インドネシア日本大使の講演がイスラムの

寄宿舎学校で行われた時の映像なのですが、そこで演奏

して欲しいということで、お話と演奏をしました。イス

ラム寄宿舎学校ということで、このようにヴェールをか

ぶっていますが、とても信仰心の強い人達が集まってい

ます。男女の生活の場所も分けられているイスラム教な

ので、男の子と女の子が交代で何十人も集まって来て、

恥ずかしがりながらも非常に喜んでくれる姿が印象的で

した。

　ここからフィリピンへ参ります。フィリピンでは同じ

大学に随分通いました。箏を弾く方がマニラ近くにい

て、その方の指導により、一番端にいるこの人がフィリ

ピン大学の先生なのですが、この先生がお箏を学んでい

る。彼女の熱意のもとに音楽科の学生のうち、副科とし

て 15 名程がお箏を多少習っているような状況で、そこ

でワークショップや個人指導を重ねて欲しいということ

で。

　（写真を指し）向こうの伝統楽器を学生達が率先して

聞かせてくれるのですね。

　これはバンブー、竹ですね。これを手で打って、長さ

によって音程が違うのです。交代交代でリズムを刻んで、

民族的な非常に面白い音楽だなあと思いました。私もこ
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うやって一緒に触って遊んでおりました。

　そして「春の海」の合奏をトライしようということで、

バスーンをやっている男の子に尺八のパートをやってみ

ましょうとレッスンを始めるのですが、これがなかなか

難しくて、こうやって怒っているのですけれども…。コ

ンサートで発表しようと、一生懸命励まし練習させまし

た。

　これは食事どころ、スペインの植民地だったというこ

ともあって、フィリピンは歌や踊りが非常に盛んです。

流しのギターなども沢山いて、フィリピン人はアジア民

族としては非常に明るくオープンな人柄だな、という印

象を持ちました。

　これは国際ジャズフェスティバルでゲストとして演奏

している様子です。フィリピンの政府機関なども含めて

開催していたもので、各国の大使など、VIP が沢山集まっ

ておりました。これはフィリピン大学でのコンサート、

そしてこれは大きなコンサートを開いたときの映像です。

尺八にトライするフィリピン人の方の映像など、このよ

うに明るく積極的な感じです。観客もコスプレで迎えて

くれる人などもいて。この映像は、フィリピンはキリス

ト教の国なので、世界遺産の教会に行った時のものです。

　続いてマレーシアの映像を見ていただきます。マレー

シアは多民族国家（数枚の写真を映しながら）です。こ

ちらは国立学校なのですが中華系の学校、中国人系の学

校もございました。それぞれに雰囲気は違うのですが、

皆さん楽しんでいただき、また余裕のある滞在日程でし

たので、このように日本人学校にも行くことが出来まし

た。子供達に、「あなた方は、小さな文化交流使なのだ

から、日本の素晴らしさをペナンの人に伝えてね。」な

どと訴えて参りました。

　これは総領事の公邸でのミニコンサートの模様です。

　この映像はテレビ出演の様子で、ワイドショーに生出

演をして、どのような活動をしているのかを紹介し、演

奏もしました。

　ここがマレーシア・クアラルンプールで、少人数制で

ワークショップ行って欲しいという希望のあった芸術大

学の模様でございます。

　これは大使公邸でのミニコンサートですね。

　そして、ステージで「春の海」を、向こうの伝統楽器

を含めた数種類の楽器と一緒に、演奏しているところで

ございます。（写真数枚を映し）このように箏、三弦を

色々なパターンで演奏をし、また私自身が向こうの言葉

で、向こうの伝統楽器と共にマレーシア民謡を歌うとい

うようなこともして参りました。

＜写真の説明を終えて＞

　活動を通じて私自身が一番大切にしたかったことは、

テーマにも書きましたように、「心の和」ということで

ございます。3 か国の活動を終えて、改めて、真の交流

というものは、やはり、認め合う心から芽生える、心の

繋がりだと強く感じます。

　文化交流というものは、人対人の心の通い合いを生み

出すということ。そして文化芸術はどの時代であっても、

どこの国であっても、人間が生きていく為のエネルギー

を生み出し、希望を与え、勇気をもたらします。それぞ

れの尊い文化を異国間で認め合い共有し、その感動を積

み重ねていくことの大切さを、社会全体で再認識して欲

しいと願います。必ずやそれが平和な生活であり、平和

な世界を導くものと信じ、私はこの芸術文化に携わって、

今後も活動を続けたいと思っております。文化交流使と

して学んだことの大きさ、そしてきっと私が伝えたであ

ろう重要さを確信しております。

　この機会を与えてくださった皆様そして、長い行程に

携わり協力してくださった皆様に、心から感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。

司会：ありがとうございました。青木先生お願いいたし

ます。

青木（保）：インドネシアとマレーシアはイスラム国で、

世界最大のイスラム人口を擁している地域ですね。南部

にはイスラムはいますけれども、基本的にはキリスト教

国ですから。そういうアジアの所で、実際に実践的なと

ころ、コンサートなどから、正に今結論的におっしゃっ

たような、日本の伝統音楽を通しての心の通い合いとい

うか、そういうことが良く伝わってきまして。

　ただ、東南アジアというというのは、いわゆる弦楽器

というのは意外と発達していないのですよね。打楽器は

かなりいろいろなものがありますね。先程もご紹介に



28

あったガムランとか。だから三味線とかお箏とかは非常

に珍しい、ああいう音は無いと思うのですね。ですから、

ああいう音が伝わるというのは非常に重要だと思います

し、そういう点で大変に大きな貢献をされたと思います。

どうもありがとうございました。

司会：ありがとうございました。それでは続きまして、

重要無形文化財 ｢新内節浄瑠璃｣（各個認定）保持者、

人間国宝の鶴賀若狭掾様よりご報告いただきたいと思い

ます。鶴賀様は、お父様の鶴賀伊勢太夫さまより幼少の

頃から新内節の手ほどきを受けられ、現在、鶴賀流十一

代目家元でいらっしゃいます。

　欧米・南米など多くの国で新内の海外普及にも取り組

まれ、文化交流使としては昨年平成 21 年 9 月から 10 月

まで、英国、アイルランド、オランダ、ベルギーにて活

動をいただきました。それでは鶴賀先生、よろしくお願

いいたします。

鶴賀若狭掾（重要無形文化財 ｢新内節浄瑠璃｣（各個固定）保持者）

鶴賀：鶴賀若狭掾でございます。限られた時間の中でご

報告申し上げます。その前に新内流の実情を話しません

と。なぜ私がこの歳で活動しているか、ということでご

ざいます。今や新内節継承の危機でございます。伝承継

承者の若い人が、もう数えるほどしかおりません。いか

にしてこれを残すか、ということが一大使命でございま

して。30 年くらい前からその活動をしております。ま

た海外には十数年前からまいりまして、新内の普及、宣

伝活動をしておりまして、一種のミッションでございま

す普及活動をしております。

　そのような中で、この文化交流使というものを知りま

して、指名を受けました。そしてイギリスに行くこと

に決めましたけれど、何せ 7 月に指名されまして、行こ

うと思ったのが 9 月の中頃ですから、準備期間が 2 月し

かない。どうやって？？仕事先を探すのか。学校を探す

のか、交通手段はどうするのか、どこへ宿泊するのか…。

一人ではとてもできません。そこで知人を頼りまして、

ロンドン在住の女性の方を一人雇い、その方に全部お願

いいたしまして、イングランド、スコットランド、アイ

ルランド、北アイルランド、全部回ってまいりました。

その途中に、ベルギーとオランダにもまいりました。

　私の今回の活動は、まず新内節の演奏、そしてワーク

ショップ、レクチャーという三本柱でございます。新内

と言っても、皆さんなかなかご存知ない方もいらっしゃ

ると思います。今や新内についての認識は、日本人でも

外国人でも同じです。皆分かりません。

　変なシャレですけれど、新内は「シンナイ」で終わっ

てしまうのですね。そういうつまらないダジャレなども

悲しいかな、これが実情でございます。

　ですから、「海外より日本を回ったほうがいいのじゃ

ないか」と言われます。国内も無論回っています。文化

庁の仕事で、子どものための優れた舞台芸術体験事業で

3 年間回っています。今年もまた回ります。全校で 8 人

しかいない小学校へ行ったり、中学で全校で 20 人しか

いない、そういう僻地も回っております。そして新内節

の普及活動をしております。

　そういった中で新内を演奏することも大事なのですけ

れど、向こうでワークショップをして、教えて、「新内」

というものは普通の器楽曲と違いまして、語ることが主

ですから、三味線がその従ですから、語ることすなわち

謡うことが主になります、日本語で。ですから、教える

ことは大変難しゅうございますので、その三味線なりに

「触れてもらう」ということだけを主にしてまいりまし

た。ちょっとご案内いたします。

＜以下は写真を映しながらの説明＞

　これはまず、ロンドンで今年から初めて行われました

日本祭りでございます。ロンドンの大使が、ぜひこれに

出てくれとの要請を受けて出演しました。この時、向こ

うにおりました書道家の宇佐美さんという書道家とコラ

ボレーションやりまして、その方が後ろの白い紙に和歌

を書きまして、それに合わせて僕が即興で弾き語りをし

まして、それを見せるということをしました。かなりの

人が集まりまして、2 万人だか 5 万人が集まったそうで

ございます。初めてのことでございました。その中のイ

ベントに参加いたしました。

　今回イギリスに行くに当たりまして、とても私一人で

は行かれません。ワークショップ用の三味線を三丁空輸

しました、バラバラにしまして。僕たちは 2 丁持って行っ

て、5 丁の三味線です。それを一人ではとてもできませ

んので弟子を一人随行させました。それからもちろん向

こうのコーディネーターも英語出来ますけれど、私の弟

子で外国人がおりまして、今日も来ていますけれど。英

語が出来ますので、彼女に全部通訳をしてもらい、解説

もしてもらうために連れて行きました。もう一人のお弟

子さんも来まして、僕の講演の協力をしてもらいました。

　小学校を約７校回りました。今回、全部で 45 日間で

23 回の講演。そのうち小学校が 6、7 校ですか、色々な

三味線の話、バチの話。写真の中の手前におりますのが、

今日もおります、一緒に行きました私の弟子でございま

す。これが先ほど言いました外国人の弟子。この女性が

コーディネーターでございます。こうしてまず、子ども

たちにいろいろな話をしました。
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　飽きますから、おもしろい話、楽しい話を含めまして、

いろいろな話をしています。そして子どもたちに三味線

を教えます。三味線を弾かせます。40 人から 50 人いる

生徒ですから全部は弾けない。大変なのですね。一人 1

分やっても 50 分ですから。それを 3 人で手分けして弾

かせるわけです。喜びますね。離さないのですよ、楽し

くて。

　それは曲を聞かせる前の話です。三味線にバチを当て

るだけです。それだけでも僕は効果があると思っており

ます。

　これが、今度は大学ですね。スミスカレッジかな。こ

れは、ブリュッセルの外語大学の民族音楽学科ですね。

そこで弾きました。もちろん演奏もいたしました。

　これがブリュッセル大学でございます。ブリュッセル

大学で、ここに出ております「関取千両幟」、これは全部、

テロップで流しました、訳しましたことができましたの

で、全部理解していただけたと思います。もちろん解説

も講義もいたしました。本来は、三味線二人の僕が一人

なのですけれど、そんなにたくさんは連れて行けないの

で、1 丁 1 枚の語りをいたしました。

　これがブリュッセルの大使でございます。横田大使で

ございます。イギリスの大使もアイルランドの大使も、

それからエジンバラの公使も、ベルギーの大使も、全部、

大変協力的に、いろいろと講義の場所や大学も紹介して

くれて。たまたま私の友達が日本の外務省と財務省にい

るのですが、その彼らがみんな紹介してくれまして、も

ちろん文化庁からもしていただきましたけれども、大変

好意的に皆さんと別に晩餐会だけじゃなく、仕事をして

来ました。

　これもブリュッセルですね。私が講義して、弟子がい

ろいろな三味線を弾いて、速い三味線、優しい三味線、

色んな三味線を弾いて講義しているところでございます。

　これは、ロンドン大学の SOAS でございます。この先

生はご存知の方も…名前は忘れましたけれど、この女性

にいろいろとコーディネイトをしていただきまして、約

300 人集まりました。ここで新内を演奏いたしました。

　その時に、この文字を書いてくれたのが昨年度ですか、

文化交流使であった、寄席文字の橘右門さんが、この時

いらしてくれて、ここに演目を「私が書きましょう」と

いうことで協力していただきました。この先生が色々と

解説をしてくれました。もう一人の先生がここにいるの

ですけれども、大変上手な解説で、日本人でもあんなに

上手な解説はできないのではないだろうか、というくら

い実に上手に、江戸時代の頃の時代背景、なぜこういう

ものが出来たか、こういう音曲ができたか。三百年の新

内の歴史はどうだったか、全部話してくれるのですね。

ですから勿論、毎回質疑応答をしますが、質問が終わり

ません。だいたい海外の質問は長いですね。ずっと手を

挙げて、「これで最後の一人です」と言わないと、何分

でもやっているのですね。小学校でもそうです。小学生

でもわからないことは皆、質問するのですね。ちょっと

日本人と違う、それぞれの国の個性があるように思いま

す。

　これがラジオの。これがアイルランドコークのテレビ

での全国放送です。

　これがロンドンのゴールドスミスカレッジですね。こ

れが民族音楽学科、ほとんど音楽の生徒です。そこで三

味線の講義、日本の新内の歴史、それから演奏というこ

とでございます。

　これはなぜベンツの映像を出したかといいますと、イ

ギリス、アイルランド、全部レンタカーで回りまして、

例えば、ロンドンからエジンバラまで 700km あります。

その 700km から帰ってきて、一番下のポーツマスまで

約 1000km あります。それからケンブリッジ行ったり、

あちこち行くんですね。それから、ダブリンから北アイ

ルランドのベルファーストへ行って、一番下のコークま
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で全部自動車で運転して回りました。書いてあるように

約 5000km 近く走りましたですね。なぜ、自動車にした

かというと、荷物が多いのと、左側通行だから、これは

ヨーロッパあたりではやりません、危ないですから。僕

はベンツを持ってませんので、ちょっと自慢げにその時

乗ったベンツの写真を持っていきました。

　これがハンディキャップの学校でございます。日本で

もよくハンディキャップの学校へ慰問に行きます。こ

こもハンディキャップの学校で 2 回やりました。ちょっ

と中学年と、それから、これはちょっと上のクラスか

な。これはワークショップをやりました。三味線を持

たせると、ひとつバチを壊されました。握って弾くの

ですね、離さないですね。この時感じたのですけれど

も、新内ってどちらかというと静かな、色っぽい音曲で

ございまして。もっと派手な、賑やかなのもあるのです

ね。ちょっと賑やかなほうがいいかな、ちょっとリズム

があった方がいいかな、その演奏をしました。ダメなの

ですね、騒いで。静か ･･･ な曲を僕が語りましたら、静

か…になるんですね。泣いてる子もいました、女の子で。

ジー ･･･ ッと。だから、いろいろと考えさせられました

ね。これからも日本でもハンディキャップの学校へ行っ

て、ひとつそういう子どもたちの心を癒すようなことを

してみたいな、とつくづく感じました。

　これもそうです。これもハンディキャップの。これは

子どもたち、もっと若い子たちですね。

　これがエジンバラの公邸でございます。この時に新内

の代表曲の「蘭蝶」を語りましたら、こちらの女性だっ

たかな、一応、内容の説明をしたのですけれども、日本

語できちっと語りましたら、泣いていました。本当に涙

を流して聞いておりましたね。僕のほうが感動しました。

やっぱり分かるのですね、そういう感性を持っていらっ

しゃるな、と思いました。

　これがエジンバラ大学でございます。ここでやはりエ

ジンバラ公使のご尽力でここでやることができました。

この時は 2 曲を歌ったのですけれど、その時に、僕は行

く前に何かスコットランドでやることがあるなと思って。

スコットランドの有名な、著名な詩人で、イングランド

ではシェークスピア、スコットランドのロバート・バー

ンズという、作詞家ですね、例えば「蛍の光」を作って

いますね。向こうでは大変な偉人でございます。その人

の詩をインターネットで検索しまして、それを書いてい

きまして、ここで「僕、ロバート・バーンズの『レッド・

レッド・ローズ』を語ります」と言ったら、皆、びっく

りして原語で…、ちょっと違うのですね。でも英語も原

語も僕がやれば同じなのですけれど、やりました。即興

で語ったのです。弾き語りしました。そしてすごく喜ん

で、すごいコミュニケーションがとれましたですね。

　その時にロバート・バーンズを研究してた人が僕のと

ころへ来て、来年だか再来年だか、日本でロバート・バー

ンズのミュージカルをやりたい、もう本は出来てる、そ

の時にひとつ協力してくれないかという話をいただきま

した。

　これが最後に行きました日本語の補習授業の学校でご

ざいます。全部日本人でございます。ここで生徒全員に

弾かせました。子供たちに、「君たちは、英語が出来る

と思って、国際人と思ったら大間違いだ。真の国際人は

そうではない。日本の歴史、日本の文化をしっかり学ん

で、あなた方が素晴らしい日本人として発信しなさい。

それが本当の国際人だよ」という話をしましたら、先生

が「私たちが言えないことを言ってくれまして」と言っ

て喜んでおりましたけれども。こんなことでございまし

た。

　そんなことで、楽しく回ってまいりました。僕も今年

は寅年で、自分の年でございまして、「いい歳してやる

な」と言われるのですけれども、まだまだ 10 年くらいは、

あと 10 年、80 歳くらいまでは海外回ろうと思っており

ます、本当に。またどうぞ、仕事ください。ありがとう

ございました。

司会：ありがとうございました。

鶴賀：ありがとうございました。

青木（保）：浄瑠璃ってなかなか、日本人が聞いても難

しいところがあるけれど、その独特の節回しで、聞いて

いる内にだんだん引き寄せられていく経験は、幾度が持

ちましたけれども。それが新内節のね、ロンドンでもブ

リュッセルでも、その名調子に魅入られて、聴衆が聞い

ているうちに引き込まれてしまって、正に日本の芸術の、

何か至福の瞬間が与えられたような感じが受けましたね。

　エジンバラ大学とかゴールドスミスカレッジなどは、

世界有数の大学ですからね。SOAS もそうですけれど。

そういうところから小学校とか、いろいろな所に行かれ

まして、新内節の浄瑠璃をご披露されたことは、何か非

常に感激いたしました。

　こういう文化交流使、今までお聞きした先生のお話も

そうですけれども、何か手触りで入って来るような、素

晴らしい交流というものを目の当たりにする感じでした

ね。鶴賀先生、どうもありがとうございました。

司会：ありがとうございました。それでは、続きまして

伝統芸能分野のお三方目として、三線奏者の喜瀬慎仁先

生から、デモンストレーションおよびご報告を行ってい

ただきます。
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　喜瀬様は、沖縄県立芸術大学名誉教授であられると同

時に、野村流古典音楽保存会師範、重要無形文化財「組

踊」（総合認定）保持者、重要無形文化財 ｢琉球舞踊｣（総

合認定）保持者でいらっしゃいます。文化交流使として

は、フィリピン、中国、フランス、ドイツ、英国と、ア

ジアから欧州まで幅広い地域で活動いただきました。昨

年 2009 年 8 月から 2010 年 1 月まで、割と長期間にわたっ

て、アジアおよびヨーロッパでご活躍いただいておりま

す。

　最初に三線の演奏をご披露いただきまして、その後、

ご活動の様子のご発表をいただきたいと考えております。

それでは喜瀬先生、よろしくお願いいたします。

喜瀬慎仁（三線奏者）

喜瀬：それでは、お話が続きましたので、1 曲だけ歌を

聞いてください。沖縄には琉球王朝時代から続く古典音

楽が 200 曲余りあります。その一番最初に演奏される曲

が「かぎやで風節」という曲であります。歌の意味は「今

日の喜びはちょうど例えると、蕾みの花が朝露を受けて、

静かに開いていくような気持ちだ」という喜びの歌であ

ります。どうぞ、お聞きください。

＜演奏＞

喜瀬：ありがとうございました。

司会：喜瀬様、素晴らしい演奏をどうもありがとうござ

いました。今一度、喜瀬様に大きな拍手をお願いいたし

ます。

　それでは引き続きまして、喜瀬様より文化交流使とし

ての活動をご報告いただきます。喜瀬先生、よろしくお

願いいたします。

喜瀬： 昨年の 8 月 1 日、沖縄を出発し、フィリピン、中

国、フランス、途中、ドイツのケルンでも活動して、イ

ギリスを経て、今年の 1 月 31 日に無事帰国いたしまし

た。期間はちょうど半年、184 日の文化交流でありまし

た。その間、実演 26 回、実技指導 76 回、講演・講義・

その他、全部合わせますと 182 回の諸々の活動を実施す

ることができました。

　私のはじめのプランとして、前半の 3 カ月は感謝と報

恩の活動期間とし、後半の 3 カ月は歌三線の新たな開拓

の活動と位置付けました。その結果、前半のフィリピン、

中国は、歴史的にも沖縄と非常に深い関係があり、各地

で恩返しの意味の活動をすることができました。

　特に福州は、今弾きました沖縄の三線の故郷、ルーツ

の国であります。その福建師範大学で、58 時間の授業

を担当し、その成果発表を実施することができました。

＜ 59 ページの写真参照＞

　一方、フランスではインターネットで募集した 10 名

の会員で「パリ三線会」を立ち上げました。そして、まっ

たくの初心の皆さんを 16 回、32 時間の特訓をして、こ

こでもパリ市内で成果発表を行うことができました。

　最後はイギリスでした。ここはわずか 2 週間でしたけ

ど、大変盛りだくさんの活動計画がありまして、大変忙

しい思いをしました。「ロンドン三線会」というのがあ

りますが、こちらは主に民謡を中心とした三線会であり

ました。そこでも依頼を受けて、琉球古典音楽の基礎講

座を 7 回、14 時間実施いたしました。

　また、イギリスには琉球古典音楽の研究家・演奏家の

ロビン・トンプソンさんという非常に有名な方がおりま

す。「彼と一緒に共演をしたい」というのも今回の大き

な目玉でありました。彼と一緒にロンドン大学、オック

スフォード大学など、ロンドン市内でも合計 4 回の演奏

会を行いました。その際に、トンプソン氏には歌三線だ

けでなく琉球筝曲、また胡弓の演奏家でもありますので、

彼の伴奏を通して、幅広い沖縄音楽の演奏スタイルを紹

介することができました。また、質疑応答なども設けま

して、特にオックスフォード大学では 1 時間近くの活発

な質問をいただき、関心の強さを感じました。

　また、工夫としましては、一般対象の演奏会では、古

典音楽だけではなくて楽しいコンサートを心掛けました。

軽快な「安里屋ユンタ」とか、「カチャーシー」という

沖縄独特の踊りがありますが、それを参加者全員に踊っ

てもらって非常に喜ばれました。

　昨年から今年に掛けて、欧州各地は十数年振りの寒波

に見舞われ、その為なのか、フランス、イギリスでも終

演後、「沖縄から暖かい風を送ってくれてありがとう」

とか「心が癒された」とか非常に多くの人から感謝の言

葉を聞かされ、私も感動したものです。

　半年の活動を通しての私のキーワードはいくつかあり

ましたが、その中でも特に、沖縄の言葉に「イチャリバ

チョーデー」という言葉があります。それは「どこの人

であろうと、出会ったらもう兄弟のようなものだ」「隣人・

友達みたいなものだ」という意味です。沖縄は戦前から

移民県であるし、現在でも多くの外国の方が住んでおら

れます。従って日常的に「イチャリバチョーデー」を自

然な形で実践しております。どこに行ってもその精神で

もって交流したので、非常に上手く行ったという印象を

受けております。

　文化交流使になって得たものはたくさんありますが、

これも思い付くままに書いてみました。①友人・知人・
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家族の有り難さ、人間は一人だけでは生きられない、と

いうことが身に染みて本当にわかりました。それから、

②生まれ育ったこの日本、故郷沖縄の素晴らしさを再認

識させられました。「青い鳥」は自分の近くにいたのだ

なぁ、という印象です。③いろいろな意味で「自己の可

能性」を広げることができました。④予想外の事態に何

度も直面いたしました。その都度プラス思考で乗り切っ

てきました。⑤海外生活を通して、社会を見る目、人間

を見る視野が非常に広がったような感じがします。⑥世

界各地に多くの知人、友人ができました。今後の人生を

より豊かにしてくれるだろうと思います。⑦多くの人に

支えられた旅を通して、感謝の心、他人への思いやりの

心が一層増してきたような感じがいたします。

　「良かった点と反省点」。大変良かったことは、①体調

の維持に細心の注意を払いましたので、1 度も風邪や発

熱もしませんでした。インフルエンザが流行っているよ

うな状況でありましたので、非常に気を使いました。そ

れで予定された全日程の文化交流活動を意欲的にこなす

ことができました。私の予想以上、120％の成果があっ

たのではないかと思います。

　反省点もたくさんあります。事前の色々な準備に不足

があったと感じました。特に英語の力、もっと養成すべ

きだったと思います。しかし、私を支えてくださった通

訳の皆さんが非常に優秀な方でしたので、行動する中で

一度も活動の支障になることはありませんでした。それ

と同時に、言葉の壁を越えた「音楽の力」があったよう

な感じがいたしました。

　「その他」。これは①で繰り返しになりますが、体調の

維持と、それから精神的なものでは「孤独」との戦いで

した。これは交流使の方がみな感じただろうと思います。

文化交流使の仕事というのは、その計画から、外国への

アクセス、実際の活動など、全部一人でやるわけですね。

したがって、時には孤立したり孤独感に陥ったり、自信

を失ったりするわけです。そういう意味では、文化庁と

の連携がもっと欲しかったなと思いました。それから文

化庁の支援体制も、もっともっと欲しかったと正直思い

ました。

　②パソコンのお陰で、知人、友人とメールやスカイプ

をやり助けられました。③友人や家族が激励を兼ねて、

中国とフランスに来てくれて大変ありがたかったです。

本当に涙を流して再会を喜びました。

　それから、④地元沖縄の新聞社が今回の私の活動を大

変評価してくださいまして、ずっと私の記事を連載をし

てくれました。もちろん記事は私が書くわけですが、そ

れも大変な仕事でした。全部で 12 回。その他、沖縄市

広報、文化庁月報、外国紙 5 回、テレビ取材なども受け

ました。ちょっとビックリしたのはインターネットです

ね。フィリピン、フランス、イギリスでの活動の模様が

いつの間にか、Youtube と言うインターネットの動画

で流されておりました。これには驚きました。このよう

に各種メディアが私の活動を取り上げてくださったのは、

大変うれしく思いました。

　最後になりますが、私を支えてくださったすべての

方々と、またチャンスをくださった文化庁に、心から感

謝と御礼を申し上げます。この「日本の心を世界に伝え

る」という活動は、一朝一夕で出来るものではありませ

ん。今回は第 7 回目ですが、どうか 10 回、20 回、30 回

…と続けていただきたいと思います。

　それでは最後に、Youtube で流れた、フランスのトゥー

ルーズという所での演奏会の一部をちょっとご覧になっ

てください。

＜映像上映＞

喜瀬：以上で報告を終わります。大変ありがとうござい

ました。

司会：ありがとうございました。

青木（保）：喜瀬先生の今の、トゥールーズ、この演奏会、

最初に勿論演奏もしていただきましたけれども、感激い

たしました。フィリピン、中国、西ヨーロッパと、広大

な空間を行かれまして、演奏、それからいろいろなレク

チャーをされて素晴らしいと思うのですけれども、お聞

きしているとやはり、どの地域にもそこの地域の伝統

音楽がありますから、どこか呼応するところがあるので

しょうね。今も最後に先生がみんなに歌っていたりする

と、みんな応ずるような、そういう雰囲気が出来ていて。

　それから先ほど、かなり頭の痛い思いがしますが、文

化庁の到らないところもご指摘いただきましたけれども、

そういうことも含めて大変見事な交流使の役割をお果た

しになったと思い、感激しました。どうもありがとうご

ざいました。

喜瀬：どうもありがとうございました。

パネルディスカッション

司会：それではただ今より 8 名の文化交流使の皆様とパ

ネルディスカッションを始めさせていただきます。ここ

からの進行は青木先生にお願いいたします。よろしくお

願いいたします。

青木（保）：文化交流使の皆様、興味深いご報告をいた

だきまして、本当にありがとうございました。それぞれ
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が外国へ行って、あるいは異文化の中で、それぞれのご

専門の文化に、あるいは日本文化を伝える、異文化と交

流することにはいろいろな苦労が付きまとうことでしょ

うし、まさに先ほどおっしゃっていましたように、楽器

から竹からいろいろな材料を荷物として運ぶのは大変で

すね。これは本当に大変だと思います。

　微妙な楽器なんかは気候が変わったりするとね、大変

ですよね。そういうご苦労もある中で見事な交流をされ

て大成功だったという印象を持ちました。

　日本文化は改めて素晴らしいと私も感じたのですが、

ここのディスカッションではざっくばらんに、ご苦労さ

れたことも含めまして、楽しいこととか、意外な発見と

か、そういうお話を聞かせていただきたいと思います。

　まずは、小林さんから一言、何かお話をいただきたい

と思います。

小林：はい。碁のほうは二人出させていただいているの

で、具体的なことは後輩の青木紳一さんのほうにお願い

したのですけれど、私が一番感じているのは、今、いく

つかのお話の中で世界中で碁を教えてますと、世界の若

者に私は一番会うわけなのですね。碁を通じて世界の若

者たちと触れていて一番感じることは、やはりこの数年、

世界中が非常に不穏な状態であるということ。世界情勢

が悪い、経済が悪いということで、「若者たちに何を求

めているのか」ということを、世界の前線で感じている

ような印象を受けています。

　そして日本というのが平和であって文化度が高い、そ

ういうところから、非常に日本に憧れてくれる若者たち

が増えている。その点から観ると今は、日本の良いとこ

ろを紹介する。例えば、日本という国をアピールをする

としたら、今が絶好のチャンスだと私は思っているよう

な次第です。

　「日本だけを良くする」という意味ではなく、日本の

中には、やはり平和というものと文化度の高さというも

のは、本当に感じるのは島国であった、ということが文

化度を温存させ、定評させることの中で、本当にラッキー

だったと思うのですね。

　先ほど、碁は中国、チベット、インド辺りで始まり、はっ

きりとは分からないのですが、単純に 2000 年前なので。

中国でも韓国でも碁はずっと打たれてきました。でも、

17 世紀になって日本で初めて、プロ棋士という碁を「生

業」とする人を作れる平和な国になれた最初の国なの

ですね。そういう意味で言いますと、その文化度という

のを碁で見ただけでも、「碁だけ打っていて生活をする」

という、ちょっと信じられない文化度の高さなのですね。

ただの「ゲーム」なのか、それとも「文化」なのかと考

えたときに、日本はもう江戸時代から碁を生業にして生

きていける人を作らせた、というか「存在」させられた

文化でもある。

　そこに世界の若者たちが、今、これは碁の話ですけれ

ども、すべてにおいて音楽において、そこに世界の若者

たちが、実はおかしいのですが「日本漫画」というもの

を通じて、目覚めてくれている。この現状を、日本は、

文化庁として日本の国がしっかりと受け止めて…。今、

「世界のトヨタ」も大変な思いをしていますが、自動車

だけでなくて、日本の文化をしっかり世界に売ってもい

いのではないか。そのくらいに強気で思っております。

青木（保）：ずいぶんありがたいお話をいただきました。

では、同じ囲碁で青木先生、いかがでしょうか。

青木（紳）：そうですね。私は海外渡航経験が少ないも

のですから、詳しいことはちょっと分かりませんが、5

カ月間のヨーロッパで普及 ･ 指導活動をして特に感じた

ことは、ヨーロッパの方の囲碁熱の高さですね。

　それと、私が一番伝えたかったことは、囲碁はゲーム

でもあるのですが、勝負を争うものなのですね。ですが、

お互いが気持ち良く試合ができるということはとても大
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事だと思っています。今、日ごろから思っていることで

すね。

　まず、はじめる時に「お願いします」と、対局する前

に挨拶をするのですけれど、それで「対局をお願いしま

す」と挨拶をして、対局が終わったら「ありがとうござ

いました」と、頭を下げて一礼する。これはもう、長い

日本の中で培われてきた伝統文化である「礼節」。伝統

的な礼儀作法としても素晴らしい文化だと思います。そ

れをヨーロッパの各国に伝えたかった、ということがま

ずありました。私が思っていた以上に、皆さんが素直に

対応してくださってとてもうれしかったですね。

　あともうひとつ。白と黒の色の囲碁は碁石を使って試

合をするわけですけれど、石をジャラジャラして、対局

したり、盤板を叩いたりしながら打ってしまったり…。

マナーの悪さというのも問題になったりしました。石を

ジャラジャラしたり、盤板を叩いたり、音を立てたりせ

ず、静かに打つ、また、お喋りをしながら打たないとか、

そういう日本の中で培われた文化は、とてもマナーも大

事にしている。｢ゲーム」としてだけの囲碁でなく、マ

ナー、精神性というものを多くの人に伝えたかったので、

それくらい石をジャラジャラしない、盤板を叩かないと、

お喋りしながら打たない。そういうこともひとつひとつ

教えていきました。

　それに対して、皆さん、すごく素直に反応してくださっ

て、日本の中に培われた囲碁はとても素晴らしいと、皆

さんにすごく喜んでいただきました、私はすごく成果が

あったと思います。

　今後、ますますこういった日本の伝統文化であります

囲碁を、多くの人に伝えていきたいと思いがいたします。

記憶の強い方は私が教えなくても自然と強くなっていく

のですが、入門者ですね。碁を覚えたての方、初心者と

言うのですけれど、初心者の方がこれから碁を続けてい

くということはとても重要だと思うのですね。そのため

に指導者を育てていく必要性をとても感じまして、やは

りそのためには、今後われわれプロ棋士の文化交流使と

しての派遣、そういった機会があるとありがたいなと思

いました。

　あと、地元の方にいろいろお世話になりまして、私も

本当に気持ち良く過ごすことができたのは、とてもうれ

しく感じました。

青木（保）：どうもありがとうございました。囲碁のプ

ロとして、それで食べて行けるというのは日本が初めて

なのですか。

小林：はい。中国と韓国のプロ組織は、まだ 100 年経っ

ていないのです。

青木（保）：そうですか。

小林：日本は江戸時代からです。

青木（保）：野球もそうですけれど、外国から入って来

て日本独自に文化として発達しているというね、囲碁に

しても将棋にしても国民的関心がありますからね。

小林：はい。

青木（保）：これは素晴らしいですね。中国にしても韓

国にしても、あるいはヨーロッパにしてもチェスなんて

いうものにしても、国民的関心というわけでは必ずしも

ないですよね。

小林：そうです。よく、「西洋の文化は身分の高い者が

お金で買うもの、日本の文化は庶民の生活の中のもの」

と言われているようですけれども、日本の場合は普通の

人たちが。

青木（保）：そうですね、日本文化は普通の人から、皆

が関心を持っているというね。金持ちも普通の人間も。

小林：中国と韓国の囲碁事情もそうですね。アマチュア

の愛好者というよりもプロを目指している子どもたちが

多いということです。

青木（保）：わかりました。どうもありがとうございま

した。では、有野先生。いかがでしょうか、将棋のほう

から見て。先生のご体験のご経験の中で何かあればお願

いします。

有野：私は上海だったのですけれど、一番感じたことを
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言いたいと思いますけれど。「日本人に生まれて良かっ

たな」と思っています。それは、私は、上海という町は

テレビとか雑誌とかでしか見たことがなかったので、正

直言いますともっと素晴らしいところかなと思っていま

した。ところが、やはり中国人というのは日本人がうら

やましいのではないかと思いました。

　というのは、日本の偽物…お酒にしても玩具にしても、

日本の偽物が多くあります。表は完全に日本の品物です

が中身は全然違います。それはきっと、「日本の物は素

晴らしい」というように中国人が思っていて、すべての

ことで日本の真似をしているのではないかと思います。

　それから、貧富の差が激しくて。私は途中で気が付い

たのですけれど、私に将棋を教わりに来る大勢の子たち。

あれだけ大勢の子どもたちがいましたけれど、富裕層の

子どもたちばっかりだったのです。ですから、これから

は普通の庶民の人たちを教えるのにどうやって人集めを

すれば良いか、ということとか、いろいろな課題があり

ます。

　それから、ああいう世界ですので学歴社会なのですね、

中国というのは。小中学校で将棋を教わっても、その後

に良い学校を出ないと良い収入を得られないというので、

いったん将棋を止めてしまう子たちが多くて、残念な

がら「大人で将棋を指す」という人が極端に少なかった。

あれだけ子どもさんが将棋を指すのに、大人がほとんど

いないというような状況だったので、その辺りを、次に

将棋連盟から中国へ行くような時がありましたら対応で

きれば良い。その辺のことは一応、帰ってきてから将棋

連盟に伝えました。

　それから、学校の先生が指導する時に、資料が全然中

国にはありません。だから、とてもではないけれど、難

しい問題を子どもたちに出したり、そういう授業を見ま

したので、これも日本に帰って来て、「将棋を教えてい

る学校だけでもいいから、資料を中国に送れないか」と

いうように理事の先生には伝えておきました。

　そういうことなども、まだまだ碁と将棋と言われます

けれど、碁のほうは「世界の碁」でいろいろな方がやっ

ているのですが、将棋のほうは本当にまだ世界と言って

もほんの僅かなものですから。なるべく碁に追いつくよ

うに、これから米長会長（日本将棋連盟）というのはそ

ういう発想がある人ですので、将棋もこれから世界へ向

かって行きたいと思います。

青木（保）：どうもありがとうございました。囲碁の世

界と将棋の世界はかなり交流があるのですか。

有野：はい、ものすごくあります。

青木（保）：あるでしょうか。犬猿の仲とかそういうこ

とではないですよね。

小林：そういうことはないです。よく聞いているのは、

チェスが西洋にはあるので。将棋とチェスって似ていま

すよね。私が知っている西洋人には将棋を習う人がいっ

ぱいいます。ただ、よく西洋人の方が言うのは「敵になっ

て戻ってくるのは騎士道に反する」と。そういう発想も

あるという。まだまだこれから広がっていきますよね。

青木（保）：有野先生がおっしゃった、社会によって相

手の社会とか国によってどういう層に、文化交流と一口

で言ってもどこに訴えるかという交流をどことするかと

いうのは、日本は意外と全日本なのですけれど、今、おっ

しゃったように中国とかは貧富の差であったりとか、あ

るいはヨーロッパでは階級が違うとか、いろんなことが

ありますよね。民族が違うということもありますよね。

そういう社会もあるし。

　それと同時に、文化交流というのはどこで訴えるかっ

ていうのは、かなり戦略的に考えていかないとダメです

ね。そういうこともこれからわれわれで考えようと思い

ますが。

　それでは須田先生。何かありますか。

須田：はい。私は一番向こうに行って感じたことは、日

本の美術とか技術に対する関心が非常に深い、というこ

とです。ただ、その捉え方と言いますか、例えば、工芸

というもので言えば、私がやっている「指物」という言

葉を英語で言いますと「cabinet making」というふう

に普通は出てくるのですね。文字通り、日本で言えば飾

り棚のような大きな家具類を作る技術、方法、またはそ

の出来上がった物を言うのですが、日本の場合はそうい

う物よりも「床の間」という飾る空間がすでにあります

ので、小さい工芸品、いわゆる「工芸品」にどうしても
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関心が集まってきた歴史があります。

　そういう小さい工芸品を、それが一番日本と欧米圏と

の違いなのですけれども、絵とか彫刻とかと同列に見る

のですね。あくまで向こうで、「工芸品＝クラフト」と

訳されるような工芸品というのは「アプライドアート／

Applied Art」とか、そういう応用芸術、として美術の

一段階下の物だという考えがどうしてもあるのです。

　日本においては、そういう思いではなくて「工芸」と

いうのは、私は我田引水みたいですけれど、日本の美術

の主流だったように思うのです。例えば、屏風などでも

調度品にあくまで模様として描いたような解釈でも成り

立つわけです。そういう「工芸」の在り方というものを、

私は外国で紹介したかった。工芸の地位の日本での高さ

というか。かといって日本でどこまで認識されているか

というと、それはまたちょっと全く別問題なのですけれ

ども。

　歴史的にも非常に「工芸」という物に対しての関心が

高い。私は作品を二十数点、手荷物で大変な思いをして

持ってまいりましたけれど、

見るだけでなくて、触って手に取っていただくと、私は

よく「工芸品は触覚の芸術」だということをよく言うの

ですけれど、完成度というか手触りと言いますか、そう

いうことにすごく感心されるのです。びっくりされるの

です。そういう意味で日本の「工芸」という物の地位を

紹介したかったというのが第一なのです。

　そういうことに対して講演する前に司会者に、「God’

s hand」「神の手を持っている」なんてことを言われま

したけれど、細かい調度品というのは海外にもあるので

すが、その辺のニュアンスの差と言いますか。具体的な

生活に使う物の形を借りて、「美」を表現する。そうい

う伝統芸術が日本の美術の伝統に脈々と息づいているこ

とを紹介し、また、それに対する関心が非常に深い。

　ですから、何らかの形で今後とも継続的に、私ども木

工だけでなくてもほかの分野の方も、もっと海外に行っ

て、紹介し、なお且つ技術の伝承もしたほうが。国内で、

今なかなか若い後継者が限られてきますので、海外に出

て行くのもいいのかなと思いました。

青木（保）：どうもありがとうございました。では、武

関先生はいかがでしょうか。

武関：はい。私は、交流ができたということに非常に満

足しております。それと同時に、交流させていただいた

ために日本の伝統文化の素晴らしさを改めて感じざるを

得ませんでした。

　例えば、私が普通にやっている仕事を、皆さんもそう

だとは思うのですが、普通にしていることが非常に感心

してもらえるのですね。例えば、竹の場合は 1 ｍｍから

でも面を取ります。ほんのわずかなのですね。それを目

では見えないのですが、やはり触るとわかるのですね。

その辺の違いなのです。

　130 年前、明治時代に竹工芸の作品に憧れて、日本か

ら集めていただいて、それをまた勉強の材料としてコ

ピーがあるのですね。それも、面白いことに一緒に展示

されていました。「日本人の作品の真似をして私たちは

こういう物を作りました」ということで、同じように陳

列されているのですね。見た目は全くそっくりなのです

が、やはり私から見ると面取りがされていないので、「あ、

ここまでは習慣が無かったのかな」と思いました。

　また、「伝統の尊さ」という点で、ドイツも伝統はあ

りますし、日本も伝統、もちろんあります。この二つの

国がお互い交流すると非常に面白く、また、共通点が沢

山ありますので、これをどうにか、ずっと続けて深めて

いけたら良いのではないかと思うのですね。

　通訳の方が面白いことを言っていました。ドイツの方

はお客様をパーティに呼ぶのですね。自分のご自宅に呼

びます。ですから、インテリアとかお客様をもてなす物

にお金を掛けるそうなのですね。それに対して日本の

方々は、自分のために美術品、小さなこういう美術品の

高価な値段の物を買って楽しんでいますね、などという

話もしました。

　でもこれは文化の違い、伝統の違いだと思うのです

ね。日本は昔から実用の物であっても、そこに「美」を

見出して、大きさではなくそこにいかに美しさを求める

か。また、触って楽しめるか。そういう美学といいますか、
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そういう楽しみ方もありますので、ですからまた、違い

が際立っておもしろいかと思いました。

　せっかくできたドイツと日本との、私が行きました

ルートはすべて日本人を受け入れてくれるようなルート

ができましたので、できることであれば、毎年これが定

期的に、例えば漆の工芸家が行っても、あるいは金属の

工芸家が行っても、そのような工芸家が行ってもお互い

の交流がスムーズにいくと思いますので、ぜひとも継続

していただきたいと思いました。

青木（保）：どうもありがとうございました。では、喜

瀬先生からお願いします。

喜瀬：はい。今回は 5 カ国を廻りました。これまでも 24

カ国ぐらい廻って来ました。いつも三線を中心とした活

動をしておりますが、沖縄の三線が世界的な広がりを

持ってきたということを感じます。アジアだけでなく

ヨーロッパにおいても、沖縄が移民県であったせいもあ

りますが、世界のどこでも沖縄の人がいるし、歌三線を

中心に「沖縄県人会」が結成されている。

　この「沖縄県人会」の中に三線会が在るわけですが、

その半数以上が、実は本土の出身の方が多いのですね。

沖縄出身の皆さんは三割くらいで、「ロンドン三線会」

もそうでありました。北海道から東京、関西とか…。そ

ういう意味で、今回はとっても活動がしやすかったです

ね。

　なぜなら、「三線とは何か」という初歩的な話をしな

いでもよいので良かったからです。それぐらい三線は広

がりを持ってきたという感じを受けました。

　沖縄には「三線の日」というのがあります。3 月 4 日

なのですが、もうその日は朝から晩までラジオから沖縄

の三線が流れております。又沖縄では 4 ～ 5 名に一人は

三線を持っています。沖縄では三線は生活の一部なので

すね。そういう意味で、三線は非常に広がりを持ってき

たということを感じます。

　それと同時に、今回、私が特にヨーロッパ辺りで力を

入れたのは、「琉球古典音楽」の古典中の古典を紹介し

たことです。フランスでもイギリスでも、ドイツでも歌

いました。中には 1 曲で 14 ～ 15 分掛かる曲もあるので

すね。従来までは「ヨーロッパの人にはわからないだろ

う、退屈するだろう」という話だったのですが、今回は

思い切って実験的にやってみました。そうしたら、ベー

トーベンやモーツァルトを生んだ古典、クラッシックの

国でありますから、本当に静かに聞いてくれました。私

は歌いながら感動するような思いでありました。

　しかしながらその一方に、先ほど紹介しました様な楽

しい曲も工夫として入れて、どちらも喜ばれたような感

じがしました。

　日本の文化、伝統文化を、わかりやすいように、楽し

い曲をと意識的に紹介するということでは無くして、や

はり、日本の伝統芸能をキッチリと演じていくというこ

とが、大変大事なことだと感じました。以上です。

青木（保）：どうもありがとうございました。「日本の文

化」と一言で言いましてもいろいろな文化がありまして、

古典の沖縄の文化、琉球文化というものは非常に特色の

ある文化で、しかもアジア大陸と非常に結びついている。

先ほども先生がおっしゃっていましたけれども、そうい

う文化があることを世界の人に理解してもらうというこ

とは、日本にとって非常に有力だと思いましたね。

　では、鶴賀先生。いかがでしょうか。

鶴賀：当然のことながら、ジャンルによって文化の違い

を海外で発表する方法も違うのだな、と思いました。そ

れはそれで大変結構なことで、あるいは勝負の世界、あ

るいは物を作る方々、あるいは体で表現する方々、我々

みたいに楽器を使う方。これはジャンルにもよりますけ

れど、ほとんど違う。
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　私の場合は、先ほどもお話しましたように「浄瑠璃」

ですから、新内の美しい文句を美しく語るということが、

日本の三味線枠として、それを聞かせることが一番大事

なことかなと思っております。

　ワークショップも大事でしょうけれど、私はそういう

使命をもって、それが各国間の交流と理解をより深化さ

せることかと思っております。

　そして、私も以前より国際交流基金の仕事で海外によ

く行っております。南米にも 8 カ国参りましたけれども、

アメリカに行きましたら、私は英語で（浄瑠璃を）やり

ます。一昨年はワシントンのスミソニアン博物館で全部

英語でやりました、新内曲を。多分、日本で初めてだと

思いますが。

　それから 10 年くらい前に南米に行った時は、新内と

車人形で行きまして、あまりにも反応がない。帰って行

く人がいる。どうしたら良いか考えた末、「これは現地

の言葉を入れよう」。突然、3 時間前に勉強をしまして

ポルトガル語とブラジル語で 5 ヶ所をやりました。もの

すごい反響でした。

　それからウルグアイ、チリに行ってスペイン語でやり

ました。一昨年、コロンビア、ペルー、エクアドルへ行

きまして、7 割をスペイン語でやりました。大変な反応

です。昨年の秋に、中央ヨーロッパ、ハンガリー、ス

ロバキア、ギリシャ、ルーマニア、ブルガリア、各国 5

カ国語でやりました。それも 3 時間前に勉強するのです。

全部ではありませんが。

そういうことによって、より理解を深めるというか、そ

ういう努力を僕はして、日本の音楽の美しさ、日本の三

味線枠の真髄というものを聴かせるために。もちろん古

典もやります。その代わり、より理解していただくため

に各国の言葉を使っております。

　これらが功を奏しているかなと思っております。皆様

方もいろいろな苦労をなさっていると思いますけれど、

そして、日本のわれわれの文化のメッセンジャーとして、

文化の発信者として、こうも素晴らしい伝統文化を世界

に打ち出して、よりそれが平和的な貢献につながる。世

界に知らしめて、それが平和的な貢献につながる、それ

が我々の使命はこれかなと思っております。

青木（保）：どうもありがとうございました。スペイン

語でどんな感じになるのですか。

鶴賀：言葉をスペイン語でやるんですね。節の部分は英

語でも大変難しい。英語も付しの部分をラップのように

替えたりしています。

青木（保）：落語の世界ではね。英語で落語をやられた

りしますよね。

鶴賀：言葉はいいのですが、節が難しいんです。

青木（保）：話で、というか。話芸だとなかなかどう伝

えてよいかとか。意外と伝わるんですよね。

鶴賀：一昨年も英語でやって、日本にいらっしゃる在住

の英語圏の方も、私どもが招待して演りましたけれど、

それも、これからもやって行きたいのでぜひお越しくだ

さい。

青木（保）：どうもありがとうございました。では、福

田さん。いかがでしょうか。

福田：私は 1 カ月間でしたけれど、その中で休日が 2 日

間しかなかったかなというように、過度に走り回って体

力勝負でやって参りましたが、当初の事情は良く分から

ないのですが、最初に文化庁からお話をいただいた時に、

私の場合は「アジア限定で活動場所を探してくれないか」

というようなことだったのですね。

　そこから垣間見えるのが、私達日本人のアジアの国々

に対するある意味差別感情です。要するに「アジアに行

く人が足りない」ということで探していたのだと思うの

ですが。

　私自身、ヨーロッパにも行きましたし、アメリカにも

行きました。また、今までにバングラデシュやネパール

にも行った経験もございまして、アジアに対しての特別

な意識もなく、と同時にヨーロッパやアメリカに行きた

いという差別も無かったのですけれど、現状として、や

はり私たちの仲間同士でも、どちらかというと欧米諸国

に行きたがるという傾向があるのですね。

　私は、東南アジアのマレーシアとかインドネシア、フィ

リピンを回りまして、今回初めての国だったのですが、
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私達が思っている以上に本当に親日感情が強く、日本語

を学んでいる人口も多い。鶴賀先生が先ほど現地の言葉

で演奏なさるとおっしゃっていましたが、私は逆に、「素

のままの日本を伝えたい」というやり方で、そのために、

現地のありのままを知る努力もしました。例えばホテル

やお食事なども、日本人のいないところを選び、すべて

肌で感じて、あちらの人々や生活を出来る限り理解して

いく。そして私自身も、出来る限り演奏の美しさの根底

にある、「日本人の心と美意識」、そういうものを如何に

して伝えるか、ということを一番の目的としていました。

　ただ本当に、私が思った以上の現地の人々の歓迎と、

はしゃぎ振りを見て、（こういった）機会が無いのだと

いうこともわかりました。強く求めているのに、なかな

か自分たちが求めている程には、日本の文化の「本物」

に触れるという機会が、とても少ない人達なのだという

ことを知り、そんな彼らに対してどのようにアピールし

たら伝わるのかということを、生活の中に溶け込んで学

びました。

　例えば、しっとりした歌物を聞かせる時に、「これか

ら歌うのはラブソングなのだけれど、ラブソングに聞こ

えるかな？」。例えばインドネシアだったら、とても思

慮深い佇まいの人達が多いから、日本人の感覚と少し似

ているので「ハリウッド映画みたいにオープンハートで

はないのよ」と言うと何となく分かってもらえる。

　そして今度フィリピンに行くと、ここはまたちょっと

ムードが違いますから、「私達のラブソングは、きっと

あなた達にはラブソングには聴こえないわ」と…。そん

ないろいろな誘導の仕方をしながら、自分の音楽である

日本の古典をストレートに聴かせる。

　「日本で何か知っている物はある？」と尋ねると、自

然に、桜とか着物とか出て来るわけですね。「さくら

ならあなたたちきっと歌えるよ」と言って、「その前に、

あなたたちの歌を聞かせてみて」と。するとやはり同じ

５音階であるし、例えば音楽大学の学生であっても西洋

音楽を専攻している人以外は、地声の発声であるという。

「きっとさくらも歌えるよ」と言って箏で弾いてあげて、

皆で歌ってみる。このようなコミュニケーションを図る。

　そのような中で心の通じ合いが出来、新たな発見とし

て、日本に対して、要するに先を走る先進国に対し、こ

んなにも憧れが強い国々なのだと知り、更に経済的にも

問題を抱えている国々に対して、私達の国はもっともっ

と目を向けて、応える機会をもう少し増やしたら良いの

ではないかと痛切に感じました。

青木（保）：どうもありがとうございました。今、おっ

しゃったことは大変重要で、やはり近隣諸国と文化交流

というのは、これまであまり本格的にはやっていないと

いうという声があったのですね。ですからおっしゃるよ

うなご指摘も確かにありましたが。

　今の政権は、東アジア重視と言い出しましたけれど、

経済的にも政治的にも東アジア、あるいはアジア全体が

非常に重要ですから、交流使ももっとそういうふうに、

先生のようにしたいと思いますね。

　今日はここに外務省の広報文化部長という偉い人が来

てですね、もちろん玉井長官もいらっしゃるので、「今

後の文化交流使をもっと発展させるためにはどうしたら

良いか」ということを、皆様のほうから今回のご体験の

中から、一言ずつ言っていただけるとありがたいです。

福田先生から一言ずつお願いします。

福田：そうですね。年末の事業仕分け等で、随分と文化

庁と外務省は「これは重複事業ではないか」というよう

なことを質疑応答されていたような記憶もございますが、

例えば文化交流使の活動は、当然文化庁と外務省が連携

します。文化庁は国の文化などに経験と知識を持ってい

て、そして、外務省は海外に非常にすぐれたネットワー

クを持っている。そういうものが連携して、日本の芸術

文化を発信することは、間違いなく正しいことだと思い

ますので、日本国政府にはとにかく理解を求めたいと思

います。

青木（保）：それでは、喜瀬さん。

喜瀬：先ほどもお話をしましたが、やはり文化交流使の

仕事というのは、一人でプランを立て、そして外国にア

クセスをして、更に実際の活動も一人で…ということで

大変な仕事でした。やはり事前に文化庁を交えての研修

というのがとても大事だと感じました。

　それから、文化交流使どうしの連携と言いますか。そ

れを今後、ぜひとも要望したいと思います。

青木（保）：どうもありがとうございます。武関先生。

武関：私は結構スムーズにあちらで活動ができました。

それはあちらで、まずひとつ、ハンブルグという美術館

を基点にいろいろとドイツ国内のことは全部計画してい

ただいたということです。私はこちらでは何もできない

ので、そういうしっかりした人を探すということも良い

かと思います。

　また、私自身、ドイツ語が喋れませんでしたので、ド

イツ語を喋れるように勉強しなくてはいけないなと思い

ました。



40

青木（保）：はい。須田先生。

須田：私は、お話をいただいてから出発するまでは半年

以上ございました。というのは、自分の仕事のこともあ

るのですが、ワークショップをやるにしても、美術館で

展覧会をやるにしても相手側のスケジュールというもの

もとっくに決まっているのですね。ですからそういう意

味では、こういう事業では予算の関係もあるのでしょう

けれど、「単年度」ではなくて、何年か前から「こうい

うことで行って欲しい」「行ってください」と「行きたい」、

そうなっていれば相手も、例えば学校なども１カ月、半

年のスケジュールの中にこの講師を入れようとなると思

うので、そういう形でやっていただければと思うのです

ね。

　私の場合は、たいがいのことを向こう側に本当に努力

していただいて、いろいろと合理的なスケジュールでや

らせていただきましたけれど、なかなかそれは難しいと

思います。ですから、そういう意味で、年度にまたがる

ような計画を立てて欲しい。難しいかもしれませんけれ

ど、そういうふうにしていただければ、より受け入れ機

関との関係等でも非常にスムーズに行くのではないかな

と思いました。

青木（保）：では、有野さん。

有野：私は、文化庁と同じことを将棋連盟が「自腹を切っ

てやる」ということが一番良いのではないかと思ってお

ります。それは、やはり将棋連盟から一人くらいはそう

いうことをするというのは、大したお金ではないので、

下らないところでお金を使うならそういうことをやって、

もう少し「将棋を世界の人に知ってもらう」ということ

を自腹を切ってやってもらいたいと思います。

青木（保）：どうもありがとうございます。青木先生。

青木（紳）：今回の文化交流使。活動広報会でいろいろ

な分野の方の貴重なお話を聞けて、私自身もすごく勉強

になりました。

　ただ、ひとつ思うことがありまして、せっかく行った

文化交流使の活動報告会でこんな素晴らしいお話を聞く

機会というのはめったに無いと思うので、もっと早くか

ら宣伝していただいて沢山集まっていただいたらもっと

盛り上がるのではないかと感じました。

青木（保）：はい、どうもありがとうございました。小

林先生、お願いします。

小林：今現在の文化交流使は１回で、「再任はない」と

いう決まりがあるのですけれども、これも多分すべて、

外務省と文科省に、というのではなくて、日本の国、もっ

と文化にお金を使っていただきたい。もっともっと予算

を取って、素晴らしい日本の文化を紹介する日本の国で

あって欲しいと、ちょっとここにいらっしゃらない予算

担当省にお願いしたいと思います。

青木（保）：はい。どうもありがとうございました。皆

さんから大変貴重なお話、ご指摘をしていただきまして

ご提案もいただきました。

　非常に有意義な報告会であり、またご意見を頂くパネ

ルディスカッションだと思います。私は今日の８人の先

生方のお話を聞いていると、今回の文化交流というもの

を肌で感じるような、手触り文化交流という感じがする

のですね。

　いろいろと分野は違うのですが、全体がやはり将棋で

も囲碁のことにせよ、三味線にしても実際に向こうへ

行って学生に触らせたり、そういうことが重要なので、

これがあまり交流を量的な関係にして、観客が何人きた

ら成功だとか、今日のご紹介を見ていると、素晴らしい

参加者だったと思うのですね。それぞれの土地でね。年

齢的にも小学生から年配の方もいらっしゃいますし、そ

の分野の専門家などいろいろな方がいらっしゃるので、

質的な面での参加者の評価というものがもっとやるべき

ものだと、改めて思いました。

　今後とも先生方のますますのご活躍と日本文化へのご

貢献を、心からお願い申し上げまして、今日の会を終わ

らせていただきます。

司会：文化交流使の皆様、司会進行を務めて下さいまし

た青木先生、どうもありがとうございました。そして会

場の皆様、本日は大変お忙しい中、ご参加くださいまし

てありがとうございました。
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　以上を持ちまして「第 7 回文化庁文化交流使活動報告

会」を終了いたします。交流使の皆様に改めて大きな拍

手をお願いいたします。





第 7 回文化庁文化交流使活動報告会

参 考 資 料
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■活 動 国：フランス、ドイツ、オーストリア、スイス、イギリス

■活動期間：平成 20 年 8 月 27 日～平成 21 年 3 月 26 日

■活動概要：
　近年の世界の日本マンガの流行の余波を受け世界の若者の間で囲碁ブームが起きています。

　日本国内でもちょっとした社会現象を起こした『ヒカルの碁』（碁の精霊サイに出会った少

年がプロ棋士になっていく過程を描いたストーリーのマンガ）が 11 年前にフランス語に訳さ

れ次々と英語、ドイツ語などに訳され読まれたことと、インターネットで簡単に対局出来る環

境は世界の若者達の囲碁人口を増やし、数年で大人達のレベルに達する若者達があちこちで続

出させました。そのような状況になっても、欧米では碁を打つ場所（日本の碁会所）、学ぶ場

所が全くありません。　又、急速に増えた若者達の指導者もいない状況です。それを目の当た

りにして、碁を打ち、学べる場所の確保を目指し文化交流使の立場で日本大使館、総領事館な

どのパブリックスペースを使用させて頂き、講座、講義、講演、現地の学校に於ける囲碁クラ

ブの設立を行いました。

　碁に興味を持つ西洋人の大半は 10 ～ 20 代でしたが講座などには 6 歳から 70 代までと幅広

い参加が見られました。40 歳以上の方々は主に日本文化の碁として興味を持っていましたが、

若い人は日本マンガの影響、もしくは家族環境によるものでした。しかし、日本マンガを読ん

で碁に興味を持った若者たちも結局は『日本語でマンガを読みたい』『本当の日本を見たい』

と思うようになり、かえって大人より気楽に高校卒業旅行などで日本を訪ねることを計画して、

実行しています。数週間の旅行では物足りなく 2008 年から 2009 年にかけてドイツ、フランス、

スイスの大学生が院生として囲碁留学をし、現在は『ヒカルの碁』のアニメがテレビ放送され

たイスラエルからも囲碁留学生が日本で囲碁の勉強をしていますし、囲碁留学を希望している

青少年は世界中に沢山いるのが現状です。

　私は長年、囲碁のプロ棋士として、それまでに何回か世界の囲碁普及を経験していましたの

で、現地の囲碁協会との連絡を取れましたが、近年、世界の囲碁事情は刻々と変化している為

に、微妙な問題にも直面しました。それは、囲碁人口の急増、指導者不足の現状に於いて囲碁

レベルが上がり、囲碁人口が急速に増えた中国、韓国のプロ棋士、トッププロ棋士が欧米に目

を向け始め普及に興味を持ち始めてきていることです。日本では『碁はゲームではありますが、

精神的、文化的なもの』として 1,300 年ほどの歴史があります。（現に囲碁界、将棋界から文

化交流使を選んで頂いております。）しかし、中国、韓国の碁の歴史は古いのですが、近年ま

では碁はアマの趣味でありゲームでした。そして今日はレベルは素晴らしいものになりました

が日本と比べて『ゲーム性』つまり『勝敗至上主義』傾向があり、スポーツ的な要素が強いも

のです。その中で育ったプレイヤーが世界で囲碁指導を始めたのです。指導者不足の欧米では、

それはそれで大事に受け入れられています。

　世界の多くの若者達は日本マンガで碁を知り、日本文化の中で育った碁に憧れ、実際は自国

で『勝負＝ゲーム的な碁』を学ぶ環境が増えてきているのが今日の世界の囲碁になってきてい

ます。　ところが、それは上達盛りの若者達には、良い環境であっても、碁を味わい楽しんで

いた前からの囲碁プレイヤー達にとっては、『碁を覚えたばかりの若者に負かされる』厳しい

現実ともなり、大人の囲碁離れも起きつつあります。その中で、私は文化交流使の立場を誇り

に『礼に始まり礼で終わる』『日本文化の中の碁』を国籍、老若男女を問わずに伝えるべく任

小林千寿（囲碁棋士）

日本マンガから観た日本・碁
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期を過ごしました。

■今後の文化交流事業の発展へ：
　海外に於ける各分野の文化交流使の方々が短い任期中に効率よく活動できる環境が整えば、

一段とスムースに活動しやすくなると思います。

　　①　3 か月以上の滞在の場合の為のビザ取得へのサポート

　　②　現地に於ける日本大使館、総領事館の協力　

　　③　文化交流使同士の現地に於ける協力

　　④　文化交流使の経験を活かす方法

BRITISH SCHOOL での指導 大型ワークショップの様子
（武宮正樹九段の講演）
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■活 動 国：中国

■活動期間：平成 21 年 5 月 27 日～平成 21 年 8 月 9 日

■活動概要：
◦延べ 15 の小中学校、50 近くの将棋クラブで、主に少年少女を対象に指導対局を中心とした

日本将棋（現地には中国将棋というものがある）の普及活動を行った。

 指導対局とはプロである私が盤上の駒を落としハンデをつけた状態で対局し、対局終了後に

相手の指し方についての講評や定跡の教授を行い、技術の向上を図るものである。

◦ 8 月 4 日～ 6 日には上海市で行われた「第二回上海国際将棋招待大会」に出席。世界各国か

らの出場者や現地政府機関関係者と各国の普及状況についての情報交換などを行い、指導対

局も実施した。

 この大会には日本からも大内延介九段、所司和晴七段、熊倉紫野女流初段、渡辺弥生女流２

級らプロ棋士が多く参加し、世界中の将棋愛好家と交流を深めた。

■活動の成果：
◦当然のことながら、現地の指導対局受講者のほとんどはプロ棋士の指導を受けること自体が

初めであり、単純に喜んでもらえた。また、受講者のレベルに応じたプロ棋士らしい（当然

だが）技術指導もできたと自負している。

 特に小・中学校での普及活動を多く行えたので、初めて日本将棋に触れ日本文化への関心が

生まれた子どもたちが多かったと思う。受講者それぞれのレベルで日本将棋や日本文化への

関心が一層深まったものと思われ、少年少女の好奇心に満ちた瞳を目にしたことでこちらま

で将棋への気持ちが新たになった。

■今後の課題：
◦伝統文化である日本将棋を中国でより一層普及するためには、まず成人の日本将棋人口を増

やすことが急務である。

 子どもたちへの普及指導には成人の将棋愛好家が大きな役割を果たすが、現地では、中学校

まで学校の授業で将棋を習うため、子供の日本将棋人口は多いものの、受験勉強などで止

めてしまう人たちが多く、成人の日本将棋人口は多いとはいえない。「日本将棋を学ぶ」＝

経済的余裕がある家庭＝受験勉強をして上の学校を目指すようになる＝将棋をやらなくなる、

という等式が成り立つ。

 そこで、日本の大学のように将棋部を作り活動してもらったり、成人の将棋サークルを作っ

てもらったりし、そこに定期的に棋士を派遣するなどして（中国という市場の大きさを考え

るとプロ棋士が交代で常駐しても良いかもしれない。）活動を支援する必要があると考える。

◦上記に加えて、成人の競技人口を増やすためや、更なる子供たちへの日本将棋の浸透を図る

ためにも、まずは学校で将棋を担当している先生などの成人指導者層の育成が重要である。

指導者層の育成のために指導方法についての系統立った学習システムの構築や学習テキスト

の日本からの供給が必要である。

◦反省点として次項でも挙げたが、これまでの日本将棋普及は良くも悪くも上海のみで行って

きた。これからは上海以外の中国諸都市への普及を図るための方策について論議が必要と

有野芳人 ( 将棋棋士 )

中国での将棋普及活動
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なってくるだろう。上海以外の都市に普及拠点を作っていくことを考えなければいけない時

期に来ている。

■反省点：
◦事前の打合せが足りず、現地で用意された指導対局の場が過多になってしまいタイトなスケ

ジュールになってしまった。その為余裕がなくなり、日本将棋の特徴である ｢礼に始まり、

礼に終わる｣ 文化を現地に十分に広められなかった。

◦上海は普及に熱心な将棋愛好家のおかげで日本将棋が中国で一番盛んな土地であるが、今回

の活動は上海に留まってしまい、少し残念だった。今後の普及においては、上海だけに甘ん

じずそれ以外の土地 ( たとえば北京 ) での活動が重要となってくるだろう。

◦言葉が通じず、国民性も異なる外国において十分で効率的な文化交流を行うには、現地での

活動がスムーズに進むよう、出発前に将棋連盟や現地の協力機関、領事館などとの打合せを

しっかり行うなどの事前準備が大切だと痛感した。食事の面１つとっても、日本食が取りや

すいかどうか、などが気力に影響してくる。

 日本政府におかれても、領事館など現地出先機関に対し文化交流使の活動へのより一層の協

力要請などをお願いしたい。

小学校での実技指導
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■活 動 国：オーストリア、オランダ、ドイツ、スロバキア

■活動期間：平成 21 年 7 月 24 日～平成 21 年 12 月 27 日  

■活動概要：
◦ 7/24 ～ 8/82 オランダ・グローニンゲン、ヨーロッパ・碁コングレス大会での指導対局、

講義

◦ 8/12 ～ 26　 オーストリア・ウィーン、go7（碁会所）に於いて、関係者と今後の活動に関

する綿密な打ち合わせ、問題集の作成等を行った後、定期的に交流及び指導

◦ 8/28 ～ 30　 ウイーン市内のギムナジウム学校構内に於いてマンガフェスティバル ( いろ

いろな日本のアニメを紹介するイベント ) の会場で、囲碁を紹介し、入門指

導を行う

◦ 9/11 ～ 13 オーストリア・アッペットノン・ブーゲンランド、セービンケル大会で観戦

及び指導

◦ 9/17　 オーストリア・ウィンナーノイシュタット囲碁クラブ天元に於いて、交流及

び指導

◦ 9/18　 ドイツ・デュッセルドルフ日本国総領事館に於いて、多面打ち指導対局及び

懇親会

◦ 9/19 ～ 20　 ドイツ・ダッテルハンス・ピーチメモリアル大会で、小林千寿五段と共に子

どもたちに入門、初心者指導

◦ 9/26　 ウィーン市内　スポーツフェスティバル会場で入門指導

◦ 10/9 ～ 11　 オーストリア・ザルツブルク　ツェルアムゼー、ザルツブルク大会で観戦及

び大型講義、指導

◦ 10/23 ～ 25　 ドイツ、ベルリン日本大使杯大会で観戦及び指導

◦ 10/30　 ウイーン大学構内で、日本語学科の生徒たちを集め大学の特別授業の一環と

して、講演及び実演対局、入門指導を行う。

◦ 10/31 ～ 11/1 ウイーン王宮内、民族博物館で第一回オーストリア日本大使杯が行われ観戦

及び初心者指導、対局検討

◦ 11/13 ～ 15　 スロバキア・ブラテスラヴァ囲碁大会での講義、指導

◦ 11/20 ～ 22　 ウイーン市内ゲームフェスティバルに於いて囲碁コーナーを設け、入門、初

心者指導

◦ 11/26 ～ 29　 小林千寿五段、青木喜久代八段と共に大型ワークショップを go7 内で開き

棋力に合わせて講演、講義、指導対局と多岐にわたり普及指導を行う

◦ 12/11　 ウイーン大学クリスマス会に於いて、入門指導

◦ 12/12 ～ 13　 オーストリアチャンピオン戦での観戦及び指導その他、グローデンバッハ小

学校で毎週 1 回、ウイーン日本広報文化センター内で入門講座 2 回 go7 で毎

週 4 回定期的に指導

■活動を円滑に進めるために行った工夫、準備等：
　マンガフェスティバルや、ゲームフェスティバルの会場内で、浴衣やはっぴを着て足つき碁

盤を写真で見せ、蛤の石を使って入門指導を行いました。ウィーン大学構内では、和服姿で囲

青木紳一 ( 囲碁棋士 )

ヨーロッパでの囲碁普及活動
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碁の歴史の話などを講演し、実演対局を行い日本の伝統文化である囲碁をアピールしました。

それと、各地でスムーズに講義を行えるよう、日本の棋書を参考にして、日々研究し問題をコ

ピーしたりして準備しました。

■活動を行った際の外国人の反応（手応え）：
　いろんな分野での講義を行ったことで、「碁の発想が変わってきて、自分でも強くなってい

るのを感じる」「自由にのびのび打てるようになり打つのがより一層楽しくなった」と喜びの

感想を多くいただいた。また、始めと終わりのあいさつを日本語で行うなど、道徳的な精神性

を伝えるよう努めたところ、多くの人が素直に対応してくれました。 

■活動内容（日本文化）に関心を持っている外国人の客層： 
◦囲碁と同様、和室で行う、書道、華道など礼儀作法に関する文化にも関心を持っている。

◦日本のマンガ、アニメに関心を持っている若者が多かった。また食文化がとても評判がよく、

いろんな文化へのあこがれから日本語を学ぼうとしている方も多く見かけた。

■活動を通じてよかった点と反省した点： 
マンガやゲーム、スポーツなどいろいろな分野から囲碁を紹介して、多くの人に入門指導でき

たことと、go7 のスタッフの方との協力体制から友好、信頼関係が築け、棋力に合わせた指導

ができたことは、とてもよかったと思います。しかしまだ渡航経験に乏しく、言葉が不自由な

こともあったせいかいろんな方にお世話になった部分も多く、これからは英語の勉強など実力

をつけていく必要性を感じました。

■今後、文化交流使事業を発展させるためのアドバイス
　  （継続的に文化交流を実施するための提言） ： 
　今後の課題としては、入門者、初心者が囲碁を続けていくためにも指導者を育てていく必要

性があると感じました。それと同時に、級位者、有段者、高段者と沢山のプレーヤーの方々が、

実力に合わせた指導を受けられることが重要であり、プロ棋士の派遣が続けられれば、ますま

す日本の伝統文化である囲碁が発展していき、友好関係も深まり国際間での交流も盛んになっ

ていくと思われます。

ウィーン大学構内で囲碁の講演 ゲームフェスティバルでの入門指導
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■活 動 国：ニュージーランド

■活動期間：平成 21 年 3 月 23 日～平成 21 年 5 月 4 日

■活動概要：
　オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ、ネルソンの四都市でワークショップと

展覧会を開催した。この活動を通し、

1、日本の木工芸への理解

2、それを通して日本における工芸の位置についての理解

3、「Craft」でも「Applied Art」でもない、その形態を示す言葉「工芸＝ KO
−

GEI」の認知

4、木工技術の交流

主にこの 4 点を目標にした。

　ワークショップはオークランド、ウェリントン、クライストチャーチそれぞれの都市にある

Polytechnic Institute Technology（ポリテク）= 工科大学で行った。いずれも事前の打ち合

わせの結果、濃密なカリキュラムが組まれた。すでに一年のカリキュラムが決まっている中で

どの大学も好意的にスケジュールを組んで下さり感謝に堪えない。

　まず半日講義を行った。そこでは上記の 1 から 3 までの理解を得ることを目標とした。パワー

ポイントで作成した画像、テキストを使いながら日本の工芸の歴史を語り、現在自分がどのよ

うな視点で制作しているかを作家の立場で話した。その上で私の作品を手にとって見てもらい

理解を深めていただいた。絵画などの視覚の美術に対し、それに加え触覚の美術でもある工芸

は、実際に作品に触ることがその理解に欠かせないからだ。特に木工芸は主に木を素材とした

工芸だが、それだけに地球上木材のあるところではどこでも、まずは手軽に始められる普遍的

な技術体系に基づいている。ニュージーランドでも先住民であるマオリの人々は彫刻をよくす

るし、その後に入ったヨーロッパ系の人々もよく行う。その身近な素材、技術を用いながら出

来た作品の完成度に感心しきりであった。これはやはり触って手に持って初めてわかる感覚だ

ろう。工芸というものを理解し「KO
−

GEI」という言葉を覚えてもらえたと思う。展覧会用も含

め 20 数点の作品を安全に持ち込むのはなかなか苦労であったがやはり「百聞は一見に如かず｣

である。

　講義は大学側で通訳者を用意してくれたのでスムーズに運んだ。しかしある学校では私自身

の英語による講義を要求され慌てたが、事前に翻訳家にお願いし何種類かの原稿を英文で用意

してあったので何とか事なきを得た。スピーチ原稿や一点ずつの作品の解説もすべて英文原稿

を支度したので大いに役立った。各大学とも木工専攻はなくデザイン、美術、工芸他分野（金

工等）などの学生を対象とした。学生はもちろんだが教員が多く聴講に訪れ、講義後の質問や

作品を前にしての談論は楽しいものであった。その後実技は料理番組のように段階ごとに見本

を用意して、今行っている作業が何のための過程なのかをわかるようにした。私たちにとって

一番日常的で、かつ特徴的な組手、箱を作る仕組みは隠し蟻
ありくみ

組だが、この技法自体は洋の東

西を問わず行われている。しかしそれを 5 ～ 6 ミリの薄い板に精度高く実現することに驚かれ、

「God’s　hand」と称賛された。聴講生には鉋削りを体験してもらった。引いて使う日本の鉋

は初めてでありなかなか削れないが何人も挑戦した。私が見本を示すと薄い、20 ミクロン以

下の鉋屑が出はじめ、感動しお土産に持ち帰っていた。鉋
かんな

削りのあの感触と薄い鉋くずから香

る檜の芳香は日本文化の象徴として記憶にとどめてくれることだろう。

須田賢司 （木工芸作家）

工芸＝KO
−

GEIを世界共通語に−木工芸を通して−
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工芸＝KO
−

GEIを世界共通語に−木工芸を通して−

　このほかオークランド、クライストチャーチでは公的美術館での展覧会が実現した。特にク

ライストチャーチアートギャラリーは大変立派な美術館で、専用の展示ケースも作っていただ

いた。ここでは講堂で、講演会が用意され一般市民を対象に講演をした。100 名以上の多くの

聴衆が集まり、工芸＝ KO
−

GEI という世界があることを知っていただきそれを生み出した日本

文化への関心を呼び起こすことができたようだ。この講演会は今回の交流使活動の一つのハイ

ライトであった。

　また技術の交流に関してはネルソンの木工学校での 1 週間が誠に濃密なものであった。生徒

を対象とした講義、実技もだが、特に教員との交流が意義深かった。世界の木工の専門家の中

では日本の木工技術は非常に注目されている。その技を身近に見られるとあって大変熱心に学

ばれ私も大変やりがいがあった。またきちんとした西洋式の技術も教えていただきお互いに優

れた点を認め合った。同じ道を行くものとして得るものは多かった。

　限られた期間の中で 4 都市をまわりどこでも日本の工芸に対し関心は高く、特に専門家は交

流、指導を願っていると痛感した。単発の事業ではなく日本が世界に誇れる文化として継続的

に交流（教員、専門家の教育受け入れ、またこちらからの派遣）することが望まれる。この低

成長期においては文化の輸出こそ世界の尊敬を集め日本の地位向上に貢献することは間違いな

い。明治初期、当時の工芸品は欧米を席巻した。いま文化行政として世界へ新たな視点で工芸

＝ KO
−

GEI の発信が進むことを切に期待する。

オークランド , オブジェクトスペースでの展覧会の様子 ネルソンの木工学校でのワークショップの様子
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■活 動 国：ドイツ

■活動期間：平成 21 年 10 月 11 日～平成 21 年 11 月 17 日

■活動概要：
　私はドイツにおいて、北から南まで 5 都市、37 日間滞在し、25 回に及ぶ竹工芸制作の実演・

実技指導・講演・講義等を行ってきました。

　この企画は、ハンブルグ工芸美術館において、竹工芸作家の初代早川尚古斎の作品を中心と

する—日本の竹工芸展「籠師」 —の開催に際し、竹工芸制作の実演を依頼されたことに始まり

ます。ドイツでは、柳、籐の籠製品などの編み組技術は発達していますが、竹の自生がないた

め、竹工芸技術はありません。そこで、この機会に日本の伝統工芸である竹工芸の制作技術を

理解してもらおうと思い、ハンブルグ工芸美術館を通してドイツ国内の美術館や学校等に実演

の希望を募りました。

　実演は、日本から持ち込んだ丸竹を割ってヒゴを作るところからはじめ、簡単な籠を完成さ

せる間に竹の性質、特徴、いろんな編み方等の説明を加えて竹工芸の理解を深めてもらうよう

にしました。各会場の参加者は 50 ～ 70 名程度でした。

◦拠点となったハンブルグ工芸美術館では、前半後半とに分けて 5 回の実演を行いました。観

客は一般美術愛好家が主でありましたが、学生や一部工芸研究者もいました。

◦エッセン市マルガレーテ陶芸工房では、2 日間 2 回の実演を行いました。陶芸家が多かった

ですが、工芸に興味を持つ人も参加していました。

◦リヒテンフェルス市は、工芸の盛んな地域で職人が大勢います。デザイン、クラフト技術の

実践と研究の交流の場である市営の「イノベーション・センター」があります。またドイツ

唯一の「国立編み組デザイン専門学校」があり、全国から生徒が集まっています。ここでは、

実演、ワークショップ、講演、講義を 3 日間で合計 6 回行いました。専門学校で行ったワー

クショップでの生徒達の真剣な眼差しは印象的でありました。生徒の中に日本で竹工芸の勉

強をしたいという子もいました。籠師や、工芸関係の職人、学生等専門家が多く参加しました。

　ドイツは、柳、籐を材料にした編み製品でありますが、技術はかなり高度です。柳は皮を剥

くと白く、やわらかい素材でゴザ目系で編むことが多く、最近は伝統的な籠より家具・イン

テリアに進む人が多いそうです。

◦ヴォルツヴルグ大学では、講義と実演を行いました。授業外でありましたが、いろんな学部

学生、先生が集まりました。

◦シュツットガルト市のリンデン美術館では、希望者が多く 140 人を 1 日で 2 回に分けての実

演を行いました。この美術館は東洋の収蔵品が多く、茶室も展示されておりここを会場に実

演をしました。

■活動の成果：
　実演、講演等に参加した人は、850 人程度でしたが、強くしなやかな竹を素材にして編み、

組むところを見てその技術の精緻さや参考に持っていった作品を手に触れてその魅力を感じて

もらいました。そして各会場とも参加者が熱心で質問も多くいつも時間オーバーになってしま

いました。また、10 社に及ぶ新聞がこの企画を大きく取り上げ報道してくれました。この他

複数のオンライン情報誌の配信やポスター、DM などの広報活動があり、この企画が広く周知

され関心を呼んだと思います。今回希望に添えなかった美術館もありました。ワークショップ

武関翠篁 （竹工芸作家）

日本の伝統工芸「竹工芸文化」を通しての文化交流
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を見たという大学の学長から、次の来独には自分の大学に来て欲しいというメールが届いたり

もしました。

ドイツの専門家（籠師）は勿論のこと、「カゴ」文化を有するドイツ市民も日本の竹工芸の実

演や講演で話した日本の伝統工芸界のことを通して、日本文化に興味と関心を持ってくれたと

思います。特に伝統を重んじるマイスターの国ドイツは日本と多くの共通点があり、これから

も交流を深めていきたいと考えています。

■今後の課題：
　今回は、竹工芸を通して日本の伝統工芸を紹介してきましたが、日本の伝統工芸の他の分野

についても、興味と関心を持っていることが感じられましたので、出来ることであれば、いろ

んな分野の工芸作家が継続的に行けると良いと思います。

■その他（気がついたこと。）：
　計画が予定通りうまくいったのは、ハンブルグ工芸美術館が拠点となって、美術館のネット

ワークを活用し、セットしてくれたお陰だと思います。実演を他国で行うのは難しいので、今

後もこのような方法で行うことができるとよいと思います。

　実演の材料「竹」及び鉈等道具の国内持ち込みには、事前に情報を何度も取るなど神経を使

いました。

◦限られた時間の中で、実演だけではなかなか理解が深まりませんので、映像や図録等を使い

ました。

日本の伝統工芸「竹工芸文化」を通しての文化交流

リヒテンフェルス国立編み組
デザイン専門学校でのワークショップ

ハンブルグ工芸美術館での実演
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■活 動 国：インドネシア、フィリピン、マレーシア

■活動期間：平成 21 年 2 月 17 日～平成 21 年 3 月 16 日

■活動概要：
　平成 20 年春、文化庁より文化交流使の指名を賜り、そこから全てが始まった。単身の渡航。

1 か月間の日本不在。未知の国に対する強い好奇心と少しの不安。文化交流使としての責任、

使命。演奏家としての情熱を大いに注ぎ込めるはずの大きな挑戦。奮い立つ自分自身。

　「日本の伝統音楽、日本の楽器に対し幅広い層の人々に理解を求め、伝え広めること。そし

て、この音楽が我が国の優れた文化芸術として現地の人々に愛され、正しく評価されること。」

私の使命はここにある。

　訪問先国にある国際交流基金事務所が間に入り綿密な情報交換が半年以上行われ、ニーズに

合わせたスケジュールを組む。基本単身での活動、どんな形であるなら効果を最大限に引き出

せるのか。3 カ国一様に大学内のワークショップを基盤にとの要請の中、内容を模索した。一

か所に一定の滞在期間を持つことも制度の大きな特徴である。必然的に、その国の風土や歴史、

人々から発信してくる諸々を肌で感じるはずである。想像力を働かせ、対応出来る材料を吟味

し組み立て、前以て必要であろう資料を送る。渡航間近となり単発助演者も確保、滞在期間の

中で数回の本格的なコンサートも決まる。別イベントの参加等活動の幅も広がり、現地では外

務省や国際交流基金を通じて広報が行われる。益々意欲を掻き立てられ出発。

　インドネシア・ジャカルタ、瞬時に感じる熱帯の風。活気に溢れるこの都市には、様々な階

級の人々が混在し、宗教心を重んじ、貧困や格差に負けず、逞しく生きる意欲に満ちている。

思慮深い佇まいには、明らかに欧米人と違う匂いがする。活動拠点は東南アジアの 3 カ国、同

じアジアの民族である私達日本人と何が類似し、何が違うかという気持ちは必ず相互にあるは

ずだ。先進国として走る日本に対する憧れの強さにも驚かされる。「受講型ではなく、参加型

レクチャーデモンストレーション」というコンセプトが閃く——私も学ぼう、対話をしよう。

　音楽はあくまでも古典をストレートに聴かせたい。直球勝負に拘りながら、どうアピールす

れば、伝承されて来た音楽の力ある美しさを正しく伝え、興味や感動を誘えるのか。

　「箏・三味線は、アジアを巡る歴史の中でヒントを得て確立した日本の伝統楽器です。楽器

の形態や演奏する旋律、リズム、歌の中には、日本という国の背景や人々の生活が現れています。

では、日本を知っていますか？」問いかけに対し富士山、さくら、着物、武道、歌舞伎、アニ

メ・・・と声が上がる。「あなた方の古くから伝わる歌を聞かせてください。」応え歌う学生達。「5

音階なのですね。日本の古典音楽も 5 音階が基調です。オペラのような発声はしない？」西洋

音楽を専攻すればとの返答。「さくらを歌ってみませんか？」譜面を参考に全員が歌う。箏で

沿う。弾いてみようと導き、実際に楽器に触れてもらう。「日本には四季があるのを知ってい

ますか？」・・・。対話の中から彼らを誘い、曲を演奏する。強い眼差しで見つめる彼らに対し、

想いも高まる。音にのせ、歌に紡ぐ。歌詞の意味と日本人ならではの感情描写について説明し、

「あなた方と似ていますか？好きな人にストレートにⅠ love　you と言えますか？」はにかみ

ながら、西洋映画のように大胆ではなく日本人に近いかも・・・と会場も沸く。質問攻めにも

なる。「譜面が存在しますか？」「演奏するのに男女の制約がありますか？」「国は伝統を支援

しますか？」「現代日本音楽への影響は？」「姿勢や動きに神秘を感じますが、禅などの精神修

行が必要ですか？」「外国人でも習えますか？」等。ディスカッションは有効に働き、集中力

福田栄香（福田千栄子改メ）（地歌箏曲演奏家）

文化交流と心の和
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が増す。心の通い合いは、弁論大会や日本語フェスタ等、幅広い層の観客との間でも発生する。

ワイドショーの出演や新聞取材で賑わう。その分、人員も必要となり、受け入れ機関、協力機

関の多大なサポートに心打たれる。コンサートでは、大学生らとの成果発表も必須と企画した

「春の海」の共演も成功し、盛り上がる。

　改めて文化交流に思いを馳せる。互いに芽生える「知りたい」気持ちが「認め合う」に育ま

れた時に、真の交流が生まれる。そして、他者を尊重し、また、違いを自覚した時に「誇る自分、

自国」も双方に宿るであろう。決して経済的に恵まれているとは言えない近隣アジアの同胞に

対し、我が国は更なる目を向け積極的な交流を図るべきと感じる。また、昨年末に問題提議さ

れていた、文化庁と国際交流基金等機関との重複事業という見解について、文化交流使を経験

した者として政府には理解を求めたい。国内外に特別な知識と視野を持つ双方が、利点を生か

し合いながら協力して日本の文化芸術を発信することは正しいと考える。文化庁はじめ、準備

を含めて長い工程に携わってくださった全ての人に感謝申し上げる。

現地学生と「春の海」共演「さくら」を指導する
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■活 動 国：英国、アイルランド、オランダ、ベルギー

■活動期間：平成 21 年 9 月 14 日～平成 21 年 10 月 29 日

■活動概要：
　私が新内 * の後継の危機を感じ、その伝承継承と宣伝普及に活動を始めてから 30 有余年にな

ります。日本各地はもとより世界 20 数カ国の 50 数都市を回っていますが、英国には上陸の機

会はありませんでした。昨年知人の紹介でロンドン大学で公演をしないかとの誘いがあり、そ

の準備をしていた時期に文化庁から文化交流使のお話がありました。タイミングよく即座に英

国に決定したのでした。

　今までの海外活動と同様に，此の度の活動も①新内演奏②ワークショップ③レクチャーの 3

本柱で行いました。新内は浄瑠璃の一派でその中でも特に語りが主ですので、言葉の壁もあり

短時間で語りを覚てもらうのは不可能に近いため、三味線のワークショップが主となりました。

　学校では、40 人前後の生徒に 3 時間程度の三味線指導をしましたが、曲を弾くことは無理で

すので、日本の楽器に触れてもらい、少しでも日本伝統音楽を理解していただき、交流と親睦

のお役になればと思い、日本から稽古用三味線を三丁送りました。

　それと我々の本番用の三味線 2 丁を持参し、文化交流使は単独の渡航ですので私一人の行動

となりますが、その都度 5 丁の三味線を組み立て且つ多くの生徒に教えたり、三味線一式と衣

裳や旅行用品を持ち歩くのには一人では不可能です。渡航先では移動にレンタカーを使用し、

英国、アイルランドを北から南まで約 4 千㎞で走りましたが、これも私一人では倒れてしまう

ので、諸々の理由から弟子一人を随行させました。その上、応援に弟子が二人（一人は米国人）

が自費で参加してくれて大いに助かりました。

　訪問校は右記の如くですが、小学校では主に三味線のワークショップ、大学では主にレク

チャーとパフォーマンスを実施しました。浄瑠璃には英語のテロップを表示し、大変熱心に清

聴して、内容も理解して感動して頂き両国の交流も深まったと感じました。

* 新内（新内節）：三味線を伴奏とする浄瑠璃（語り物音楽）の一つ。

● 9 月 19 日　ロンドン（UK）　日本祭り出演　（ロンドン日本人会主催）

● 9 月 21 日　ポーツマス（UK）　小学校でのワークショップ 参加者 40 名

● 9 月 22 日　イーストボーン（UK）　小学校でのワークショップ　 参加者 40 名

● 9 月 25 日　ダブリン（北アイルランド）

　　　　　　ナショナルギャラリーでデモンストレーション 参加者 30 名

　　　　　　全国放送の TV 出演

　　　　　　チェスターベティライブラリーでの演奏会 参加者 150 名

● 9 月 27 日　ベルファースト（北アイルランド）

　　　　　　日本協会主催の演奏会及びレクチャー　 参加者 100 名

● 9 月 29 日　コーク（アイルランド）　コーク大学　での演奏会 参加者 200 名

● 10 月 4 日　ユトレヒト（オランダ）　RASA 劇場での演奏会 参加者 30 名

● 10 月 6 日　ブリュッセル（ベルギー）　ブリュッセル大学での演奏会 参加者 200 名

● 10 月 9 日　Cambs（UK）　小学校でのワークショップ 参加者 40 名

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）

江戸の浄瑠璃＝新内  伝統の国・イギリスに上陸
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江戸の浄瑠璃＝新内  伝統の国・イギリスに上陸

● 10 月 10 日　ケンブリッジ（UK）　嘉悦学院ケンブリッジ校での演奏及びレクチャー  参加者 50 名

● 10 月 13 日　ロンドン (UK)　ロンドン大学 SOAS での演奏会 参加者 300 名

● 10 月 14 日　BBC 記者によるインタビュー

● 10 月 15 日　ロンドン (UK)　ロンドン大学　ゴールドスミスカレッジ　

　　　　　　　　　ワークショップ（音大生） 参加者 10 名

　　　　　　　　　Council Chamber Deptford Town Halll

　　　　　　　　　ゴールドスミスカレッジ主催演奏会 参加者 60 名

● 10 月 16 日　Chesham(UK)　ヘリテージハウススクールでのワークショップ 参加者 50 名

● 10 月 19 日（午前中）　ダーラム（UK）　　小学校でのワークショップ 参加者 50 名

● 10 月 19 日（午後）　　ダーラム (UK)　小学校でのワークショップ 参加者 50 名

● 10 月 20 日（午前中）　ダーラム (UK)　小学校でのワークショップ 参加者 50 名

● 10 月 20 日（午後）　　エジンバラ（スコットランド）　エンジンバラ総領事公邸での演奏会

● 10 月 21 日　エジンバラ（スコットランド）　エジンバラ大学での演奏会 参加者 150 名

● 10 月 24 日　ロンドン（UK）　日本語補修校でのワークショップ 参加者 100 名

総参加数：約 1,700 名

学校でのワークショップロンドン大学 SOAS での公演
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■活 動 国：フィリピン、中国、フランス、ドイツ、英国

■活動期間：平成 21 年 8 月 1 日～平成 22 年 1 月 31 日

■活動概要：
　平成 21 年 8 月 1 日（土）沖縄を出発し、フィリピン（2 週間）、中国（2 か月半）、フランス（2

か月半）、途中、ドイツのケルンでも活動をし、英国（2 週間）を経て平成 22 年 1 月 31 日に無

事帰国した。期間は、丁度半年、184 日の文化交流活動であった。その間、実演 26 回、実技

指導 76 回、講演 10 回，講義 5 回、情報交換 12 回、ワークショップ 17 回、活動に関する打合

せ 36 回、計 182 回の諸活動を実施した。私の計画として前半の 3 カ月（フィリピンと中国）は、

感謝と報恩の活動期間とし、後半の 3 カ月は、歌三線の新たな開拓の活動と位置づけた。その

結果、前半のフィリピン、中国（福州）は、歴史的にも沖縄と深い関係があり、各地で恩返し

の意味の活動をすることが出来た。特に、福州は沖縄の三線の故郷であり、地元の福建師範

大学で 58 時間の授業を担当し、その成果発表も実施することが出来た。一方、フランスでは、

インターネットで募集した 10 名の会員でパリ三線会を立ち上げた。そして、16 回、32 時間の

特訓をしてここでも成果発表を行い、新たな開拓活動は一応成功した。

　更に、英国では、ロンドン三線会と連携し古典音楽の基礎講座を 7 回、14 時間実施した。又、

イギリス人の古典音楽研究家ロビン・トンプソン氏と共演してロンドン大学、オックスフォー

ド大学等で 4 回の演奏会を行った。その際、歌三線だけでなくトンプソン氏の筝曲演奏や胡弓

の伴奏等も入れ、幅広い沖縄音楽の演奏スタイルを紹介した。又、質疑応答の時間を設け双方

向の理解が得られるよう努めた。その結果、オックスフォード大学では 1 時間も活発な質問が

続いた。又、一般対象の演奏会では、楽しいコンサートを心がけ、安里屋ユンタ * やカチャーシー

* を入れて参加者に喜ばれた。去年から今年にかけて欧州各地は、10 数年ぶりの寒波に見舞わ

れた。その為か、フランスやイギリスでも終演後「沖縄から温かい風を送ってきてくれてあり

がとう！」とか「沖縄の歌三線を聞くと辺りの空気まで温かくなり心がいやされる」などと多

くの人から感謝の言葉を聞かされ感動したものである。

* 安里屋ユンタ：沖縄県の八重山諸島に伝わる民謡。

* 沖縄民謡の演奏に合わせて、聴衆や演奏者が、両手を頭上に掲げて左右に振り、足も踏み鳴

らす踊り。

■文化交流使になって得たものは？：
① 友人、知人、家族の有り難さや、人間は一人だけでは生きられない事が本当に分かった。

② 生まれ育った故郷沖縄の素晴らしさを再認識した。（自然、文化、人情、絆、その他）

③ 自己の可能性を広げた。（三線、講演力、パソコン、新聞記事作り、前向きな姿勢）

④ 予想外の事態時のプラス思考、即断、即決、即行動へのスピード感が増した。（自己への信

頼感）

⑤ 5 カ国の海外生活を通して、社会を見る目人間を見る視野が広がった。

⑥ 世界各地に多くの知人、友人ができて、今後の人生をより豊かにしてくれるだろう。

⑦ 多くの人に支えられた旅を通して、感謝の心、他人への思いやりの心が一層増してきた。

喜瀬慎仁 （三線奏者）

文化交流使の任務を終えて



59

文化交流使の任務を終えて

■活動を通じて良かった点と反省点：
① 体調の維持に細心の注意を払ったので、1 度も風邪をひいたり発熱したりはしなかった。

② 予定された全日程の文化交流活動を意欲的に全てこなすことができた。

③ 反省点は、事前の諸準備が不足していた。特に語学力の養成、今後の文化交流使にとって

英語力は不可欠であろう。外国での携帯電話の使い方、現金の引き出し方、地下鉄の乗り

降りなどの学習。

■その他：
①最も苦心した事は、体調（ノド）の維持と孤独との戦いであった。（世界的インフルエンザ

の流行）

②パソコンのお陰で寂しい一人暮らしに耐えられた。（友人、知人、家族とのメールやスカイ

プ利用）

③友人や家族が激励を兼ねて、中国とフランスに来てくれて大変有り難かった。

④新聞掲載が地元二紙で 12 回、沖縄市広報で 1 回、文化庁月報 1 回、外国紙 5 回、テレビ取材

1 回、インターネット掲載 5 回、合計 25 回、各種メディアでその活動が取り上げられた。

⑤ 私を支えて下さった全ての方々と、チャンスを下さった文化庁に心からの感謝と御礼を申

し上げたい。

ロンドン最後の演奏会福建師範大学の成果発表を終えて
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■活 動 国：米国、韓国

■活動期間：平成 20 年 7 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日

■活動概要：
　人類の神話には驚くべき共通のパターンがある。言語の構造もまた共通である。同じように

住まいの構造も基本的には似通っている。神話も言語も住まいも人間の脳や身体の構造によっ

て、あらかじめ規定されているからだ。

　人にとって理想的な空間も突き詰めれば、その広さも形も構造も素材も一つの原型に帰着す

るのではないか？その原型的な空間をユニット化することはできないか？ 

　これが私の文化交流使としての活動の発端である。そのためのコンセプトを考えて、それ

を Nirvana Mini と名付けることにした。Nirvana Mini はとても多機能、多目的な空間であり、

原点への回帰を促す装置である。それはとても狭いが、古今東西の家の基本形をなぞっている。

そして、それは極めて茶室に似た空間になる。

　世界には様々な家や部屋がある。家や部屋もまた、文化や言語と同様、多様性に満ちたものだ。

しかし、それらにはどこか共通点がある。自分の体のサイズに合った小さな部屋、籠って内省

したり、他者と語り合ったり遠い先祖の記憶を呼び戻したりする。茶室もまたそんな機能を持っ

ていた。また、日本人は「場」というものを重んじる。独自の接待文化、対話の文化、関係の

文化は、場に対する強烈な意識の反映だった。人は部屋によっても鍛えられる。快適な家にあ

ぐらをかくというのは実は案外不愉快なものなのだ。快適さとは住む者の創造性によって生ま

れるものである。

　折しも、アメリカはサブプライム・ローンの破綻から、未曾有の大恐慌に突入しようとして

いた。こういう時期だからこそ原点に回帰をうながす文化イベントおよび啓蒙活動が生きる。

大統領選挙のある 11 月 4 日、隈
く ま け ん ご

研吾、團
だんのりひこ

紀彦、竹
たけやませい

山聖の三人の建築家および文化交流使でも

ある茶人千宗屋氏の協力を得て、大学の建築学科の学部長や教授、アメリカの建築家らを対

象にワシントンの日本大使館旧公邸で大規模な展示とプレゼンテーションを行った。Nirvana 

Mini のコンセプトは最初にアイオワ大学のワークショップで試験的に発表し、大いに関心を

呼んだ。その後、建築家らとともに画廊主、雑誌編集者、美術コレクターなどを対象にニュー

ヨーク、ミッドタウンの「Galleria」で、さらには東アジア学科や建築学科の学生を対象にコ

ロンビア大学などでもこの Nirvana Mini のプレゼンテーションを行った。併せて、デザイン・

コンペティションを企画し、その募集も行おうとしたが、恐慌下にあって、スポンサー探しが

うまくいかず、帰国後の課題となった。

　そのほかの主な活動の舞台はニューヨークのコロンビア大学だったが、アイオワ大学のイン

ターナショナル・ライターズ・プログラムやメリーランド大学、ボストン大学などでも日本文

学、日本文化論を講じた。学生、聴衆のレベルにもよるが、おおむね関心の高さを感じた。特

にワシントン DC 周辺（メリーランド）での講演には 200 人近い聴衆が訪れた。大都市よりも

中小都市での啓蒙活動の方が効果は高いのは意外だった。

　日本人がアメリカについて知っているほどアメリカ人は日本を知らない。しかし、近年、文学、

コミックス、ゲーム、野球、食文化を通じて、20 年前と比べ飛躍的に日本文化への関心は高まっ

ている。とりわけサブカルチャーへの全体的関心は高く、それが日本語学習の裾野を広げてい

島田雅彦（作家）

特殊文化の普遍化
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るが、世界的普遍性を持ったコンセプトとそれに基づく造形を発信してゆく必要にも迫られて

いる。日本文学や歴史についての議論はある程度の専門知識を持った研究者らが対象になるが、

一般を対象にした文化啓蒙活動ではサブカルチャーの幅広い教養が助けになる。それは今や世

界的な共通言語にさえなっている。今後は日本から発信された言論がもう少しアメリカのメ

ディアの関心を呼ぶようになればいいが、各分野でマーケティングが浸透しているので、あら

かじめ市場の動向に合わせすぎるきらいがあるので、そこはやりにくい。アメリカの習慣に合

わせすぎると、どうしても日本文化の本質が見失われる危険がある。韓国では逆に日本文化の

模倣が進んでいて、サブカルチャーの歴史を踏まえた講義などが大きな関心を呼んだ。ソウル

では第一回東アジア文学フォーラムが開催されたが、私は日本委員会の代表として、2010 年

に中韓の作家、詩人たちを北九州でもてなす予定である。民主党政権になってから、東アジア

を意識した文化交流はやりやすくなった。

　日本文化紹介、啓蒙の活動にはある程度の慣れが必要で、それは場数を踏むことによって鍛

えられる。英語でのプレゼンテーションを磨き上げること以上に自身のキャラクターを前面に

押し出す必要がある。発表内容よりもサプライズやキャラクターが重視される。

　コミックス同人誌や AV などネットを通じて世界化したジャンルはマスメディアではほとん

ど話題にならないが、その浸透力の強さは映画や文学の比ではない。旧来の活字、印刷メディ

アは二年以内に電子書籍などのデジタル・コンテンツにとって変わられるだろう。日本のサブ

カルチャーがさらなる世界普遍性を獲得するためには「カワイイ」だけでなく、「哲学」や「思

想」も伴っていなければならない。

　活動期間中の主な活動成果は以下の著作にまとめた。最後に参考文献として示しておく。

『極小彼岸 Nirvana　Mini』新潮新年号　2008・12

『徒然草 IN　USA』　新潮新書　2009・7．7

ワシントン日本大使旧公邸の Nirvana Mini 展
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■活 動 国：米国、フランス、ドイツ、メキシコ、スペイン、ベルギー、イタリア

■活動期間：平成 20 年 7 月 31 日～平成 21 年 6 月 30 日

■活動概要：
　一昨年 7 月末より約一年、ニューヨークを活動の拠点として、広く欧米に日本文化の総合体

ともいうべき茶の湯の普及と啓蒙を促進させるべく様々な活動を展開した。

　能や狂言といった古典芸能と異なり、茶の湯には観客と演者という関係が存在しない。茶会

を催す亭主と、招かれる客があって成り立つ茶の湯は、いうなれば参加型の芸術である。とこ

ろが、近年海外での茶道紹介はもっぱら舞台上であらかじめ配役された亭主と客が疑似茶会を

演じ、その様子を解説付きで客席から鑑賞するデモンストレーション形式をもってなされてき

た。このため茶道も他の演劇同様舞台上で演じられ鑑賞するものといった誤解が広まっていた。

それを解く意味でも、なるべく茶席に客として参加していただき、間近に点前を見、一碗を共

にする喜びを実感していただく機会を一人でも多くの人が持てるように、心を砕いた。

　ニューヨークでの最初の活動は 9 月 8 日、マンハッタンの中心に聳える同地の象徴ロック

フェラーセンターの最上階のレインボールームで行った ｢重陽天空茶会｣ だ。平成 18 年に現

代の生活に根付く茶の湯をとデザインした、洋室でも馴染む椅子テーブルの茶の湯の設え ｢茶

机　天遊卓｣ をもちこみ、あくる日に控えた日本の伝統行事である 9 月 9 日の ｢重陽の節句｣

をテーマに、菊をモチーフにした道具や菓子を用い、季節感がいかに日本文化に大きな影響を

与えているかを紹介した。通常海外で茶会を行う場合は輸送の際の破損などを恐れ日本の本格

的な茶会で用いるような歴史ある道具を用いることは少ないが、本物を感じて頂くため日本で

の茶会と変わらないクオリティーを常に心がけ、時代の名品も細心の注意をもって用いた。

　その後はジャパンソサエティ、アジアソサエティ、日本総領事公邸、神道ファンデーション

など関連諸機関での茶会や講演を重ね、11 月には約 3 週間渡欧。フランス・パリではプチパレ

美術館で開催の ｢相国寺金閣銀閣名宝展｣ に賛同し、同会場にて 2 日連続 200 人の聴衆に対し

茶の湯の歴史と現代に関する講演、献茶のデモンストレーション行い、午後には合計 6 回の茶

会のワークショップを行った。ドイツではフランクフルト、エッセン、ベルリン、デュッセル

ドルフ、ケルンを歴訪。各大使館、総領事館後援のもと現地政財界人、文化人を招いての茶会

を開催、ベルリン東洋美術館では開館以来初めて館蔵品の桃山時代の茶碗を用いて茶会を催し、

参加者に単なる鑑賞を越えた日本美術の本来のあり方を示すことができた。またケルンでは日

本文化会館で 400 人の聴衆を対象に舞台上で現地代表者 2 名を客に据えての点前紹介、茶の湯

の成り立ちと美に関する講演を行った。欧州にはこの後も平成 21 年 2 月と 5 月の 2 度渡航。2

月にはベルギーはブリュッセルで欧州議会の議会場で EU 各国議員を招いての茶会を欧州議会

日本政府代表部の後援のもと行った。再びパリでは各国ユネスコ大使招待の茶会をやはりユネ

スコ日本政府代表部の後援を得て行い、各国の代表にひろく茶の湯の魅力を紹介することが出

来た。また 5 月にはドイツフランクフルトを再度訪問。前年の活動に共感したフランクフルト

市の招へいにより総領事館の協力のもと市庁舎にて茶会を催し、市議会議長はじめ 100 名あま

り参加の市民に講演と点前披露、呈茶を行った。

　いっぽう米国では、4 月中旬ニューヘブン州イェール大学で ｢茶の旅路展｣ と題した在米茶

道愛好家による本格的な茶道具コレクションの展覧会が開催され企画に関わった。また記念の

千　宗屋（茶道武者小路千家）

茶のある暮らしを世界へ
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国際シンポジウムが開催され、日米の研究者に加わり発表やデモンストレーション、茶会を 2

日間にわたり行った。いずれも 400 名の収容のホールがいっぱいの盛況であった。この他 4 月

21 日ニューヨーク・グッゲンハイム美術館でアジアにかかわる現代アメリカ美術の作品の中

で献茶式と茶会を行い美術関係者らを招待。サンフランシスコアジア美術館で開催の日本の永

青文庫による ｢ロード　オブ　サムライ｣ 展の開会式でも献茶式と一般公募による茶会を開催。

いずれもテーマを掘り下げて茶の湯をはじめとする日本文化を紹介する企画で現地での理解が

更なる深まりを見せていることを実感した出来事となった。

　これら大規模かつ公的な催しとは別に、携帯用の茶道具一式を籠めた茶箱をもち歩き、個人

宅などの小さな集まりでもフットワークの軽さを生かしホームパーティの後など参加者を交え

ての即興の茶会を何度も催した。これは最初に述べたとおり単なる見世物や儀式でなく、暮ら

しに根付いた生活文化として本来の茶の湯を体験し、より親しんでもらうために不可欠な活動

であった。

　最後に要望として、文化庁側は交流使の業種や活動の違いに対してもう少し深い理解を示し

細やかな対応を行ってほしかった。そして現地諸機関との連絡をより積極的に行って頂きたい。

これは限られた時間での交流使一人の力では限界がありロスも多いため結果活動そのものに制

約が掛るためである。

イェール大学「茶の旅路展」記念
濃茶デモンストレーション

ニューヨーク・グッゲンハイム美術館での献茶式
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■活 動 国：チェコ、オーストリア、ドイツ

■活動期間：平成 21 年 9 月 24 日～平成 21 年 10 月 25 日

■活動概要：
　平成 21 年 9 月 24 日から約一か月間、文化庁文化交流使としてヨーロッパで素浄瑠璃公演を

行いました。人形浄瑠璃文楽はユネスコ無形文化遺産にも指定されており日本を代表する古典

芸能の一つです。通常の文楽公演では義太夫節にあわせて人形を操りますが、「素浄瑠璃」と

いうのは、人形はなく義太夫節をお聞かせするもので、義太夫節を語る大夫と三味線のみの演

奏となります。つまり視覚的要素はなく、大夫の声と三味線の音だけでドラマを作りあげなけ

ればなりません。私共は、これまでにも何回かヨーロッパで素浄瑠璃公演を行ってきました。

　今回のメンバーは豊澤富助兄さん（三味線）、豊竹靖大夫さん（大夫）、豊澤龍爾さん（三味線）

と私の四人でした。公演場所はプラハ、ウィーン、ミュンヘン、ケルン、ハンブルク、ダルム

シュタット、シュトゥットガルトの七か所で、計十二回の公演（ワークショップを含む）を行

いました。演目は『菅
すがわらでんじゅてならいかがみ

原伝授手習鑑』の「寺子屋の段」です。内容を簡単にお話しますと、武

部源蔵は主君、菅原道真の子どもの身替りとして、その日たまたま寺子屋に入門した教え子を

殺します。しかし身替りにした子どもは、一見、敵役に見えた松王丸の子どもでした。松王丸

はわざと自分の子どもを身替りにするために、源蔵の寺子屋に入門させたのでした。松王丸は

首実検に来て、切り落とされた我が子の首を見て「菅原道真の子どもの首に間違いない」と言

い切ります。いまは道真と敵対する側に仕えながら、以前に受けた恩を忘れず我が子を犠牲に

する松王丸、教え子を殺す源蔵の葛藤、犠牲となった子どもへの母親らの愛情、主君への恩な

どさまざまな人物と感情が入り混じり、緊迫する場面や劇的な展開を持つ大曲です。幼い子ど

もが大人の事情で犠牲となる内容なので、ヨーロッパの観客にどのように受け入れられるのか

興味もあり、一方では心配でもありました。

　いざプラハを皮切りに素浄瑠璃公演の幕が開いてみると、お客様から沢山の拍手を頂き、反

応はどこも好評でした。ミュンヘンには「カルミナ・プラーナ」で有名なドイツの作曲家カー

ル・オルフゆかりのオルフツェントルーム（オルフセンター）があります。そこでも上演させ

て頂きました。館長トーマス・ルッシュ氏は大変に喜んで下さり、お褒めの言葉を頂戴しまし

た。オルフは「寺子屋の段」を題材にしたオペラ『犠牲』を作っているのです。各地で演奏を

しながら、義太夫節の魅力は海外でもわかって頂けることを実感いたしました。　

　ヨーロッパは陸続きなので車での移動も多く、朝早くから何時間もかけて目的地に着き、そ

の数時間後には舞台に立つような過酷なスケジュールの日もありました。昨年はヨーロッパも

気温が低かったようで、日本の十月に比べてあまりにも寒く乾燥していたため、体調万全とは

いえない公演日もありました。しかし豊澤富助兄さんをはじめ出演者一同協力しあい、舞台に

全力を尽くし、非常に充実した公演だったと思います。ハードな海外公演ではチームワークは

欠かせません。ベルリンでは富助兄さんとラジオ番組にも出演し、日本の義太夫節を紹介しま

した。また忘れられないのは現地の方々のご厚意です。各劇場ではお客様によくわかって頂け

るように字幕を出しましたが、ドイツ語の字幕を作り、通訳はもちろん、日常の細々としたこ

とから運転手まで引き受けて下さったケルン日本文化会館・公演事業担当役のハインツ・ディ

ター・レーゼさんにも心から感謝しております。レーゼさんは字幕に日々変更を加えて下さる

竹本千歳大夫（人形浄瑠璃文楽　大夫）

文化交流使を終えて
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念の入れようでした。またレーゼさんの署名入りで新聞等に今回の公演記事が掲載されました。

私が義太夫節を語っている写真が、想像していたよりもはるかに大きく載った時にはとても驚

き、私はこのような顔で語っているのかと少々恥かしく反省もいたしました。各地の大使館の

方々にも本当にお世話になりました。緊張を強いられる海外で、日本大使館の方々にお目にか

かりますと、大変心強く安心できるものです。この場をお借りしまして篤く御礼申し上げます。

　私共の帰国後、オルフ作曲のオペラ『犠牲』がダルムシュタットで初演されると伺ったのも

嬉しいことでした。『犠牲』は作曲されたものの、現在まで上演されずにいたようです。今年

一月の初演に私は都合で伺えませんでしたが、今後拝聴できる機会を楽しみにしております。

オルフがもし生きていたら「寺子屋の段」に何を感じたのか、また私共の演奏をどのように思っ

たか、おそるおそるですが尋ねてみたい気がいたします。

　過ぎてしまえばあっという間の一か月でしたが、ふりかえれば一日、一日、山あり谷ありで

した。私共のヨーロッパ素浄瑠璃公演が、もしも文化交流の一端を果たせたのでしたら、これ

にすぐる喜びはございません。

ケルン日本文化会館での実演
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■活 動 国：シンガポール

■活動期間：平成 21 年 2 月 1 日～平成 21 年 4 月 30 日

■活動概要：
　シンガポールの学校公演を主体に、現地滞在者型文化交流使活動を 3 ヶ月間行った。

日本の古楽器である尺八、箏、和太鼓の小編成で、現地の小・中学校、高校、大学等を廻り日

本の音楽の公演・ワークショップを行った。プロジェクター映写設備がある所では、日本各地

の風景、伝統行事の映像をステージ背後のスクリーンに映し出し、四季のない国で暮らす生徒

たちに日本の文化・風俗、風習を見せた。楽器演奏にとどまらず、北海道民謡を唄い、体育館

に集まった 1000 人近くの生徒のなかに割り入って合唱したりもした。

自分は日本からシンガポールに移り住んで 20 余年の間ずっと尺八の演奏活動を続けているが、

音質に拘るがゆえ、音響設備の悪いところでの演奏を避け、なるべくコンサートホールで行う

ようにしてきた。

　学校の体育館や講堂で行う交流使活動は、普段通りには行かず試行錯誤を重ねた。

生徒に尺八を吹かせれば、日本の伝統音楽により興味を持つであろうと考え、シンガポールの

水道管で作った尺八 100 本を用意した。苦心して作った大量の尺八を携え、ワークショップで

多くの生徒たちに試し吹きさせた。

　案の定、初めて尺八を手にした生徒たちはその発音の難しさに驚いた。シンプルな形状では

あるが、尺八はリコーダーにはない複雑な音色を出すことが分かってもらえた。ほんの少しの

体験でも、生徒たちの耳に新鮮な音の記憶として、竹林を通り抜ける風の音が残るに違いない。

必死に尺八を吹いていた生徒の誰かが偶然音を出すと、会場全体が喜びに沸くことが何度も

あった。みな目の色を変えて水道管を吹き鳴らしていた。その様子を取材したいと、日本の新

聞社数社から申し込みがあったが、こちらの学校の方針で、メディアによる取材が叶わなかっ

たのが残念であった。

　自分を含めて、日本の伝統音楽は少なからず格式を重んじる。初めて日本の伝統音楽を聴く

人、西洋的な音楽に馴れ親しんだ人々には、それが壁となって、音楽の核心に触れることなく、

理解されずに終わることもあると思う。今回の試みは既成の概念に拘らず、シンガポールの子

どもたちに何かを伝え、少しでも日本の伝統音楽への興味を引くという点では成果があった

と思う。ちなみに水道管尺八を使って日本のアニメソングを演奏したときは大歓声があがった。

仮にピアノで同じ曲を弾いたとしてもそれほどの反応があっただろうか？　外国人が異文化を

受け入れるというのは思ったほど難しいことではない。今回は水道管尺八が心の反応を促す触

媒になったのだと思う。

今後水道管尺八を海外で普及させようという意図はなく、本活動を円滑に行うためだけに自前

で用意したのだが、多くの学校から水道管尺八を譲ってほしい、長期間貸してほしいという要

望が寄せられた。残念ながら費用の面で要望のすべてに応じるわけには行かなかったが、活動

終了後かなりの本数を学校に無償提供した。

今回の活動では、音響のハンディはあったが、シンガポールの若い世代の多くに、尺八の音色、

陰陽、揺らぎ、間合いなど、西洋音楽にはない日本伝統音楽の音の色彩の妙を披露することが

できたと思う。

上野宏秀山（尺八演奏家）

響け、100本の水道管尺八
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外国では吹禅尺八の宗教的神秘性に盲目的に惹かれることがあるだろうが、飾りのない本音の

美しさを感じとって貰えたと思う。

日本政府の大いなるバックアップによって、我が国古来の伝統文化の数々が海外において公演

されるということは、文化交流の上で本当に喜ばしいことだと思う。それが私ども演じる側の

自己満足に終わらないように、また一過性のものにならないように気をつけなければならない。

寄贈した水道管尺八がシンガポールの学校の教室で高らかに鳴り響くことを期待してやまない。

高校での実演 養護学校での実演
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■活 動 国：タイ、インド

■活動期間：平成 21 年 2 月 1 日～平成 21 年 4 月 30 日

■活動概要：
　平成 20 年 6 月に文化交流使として任命され、特に平成 21 年のメコン交流年に因み 2 月から

4 月までの 3 ヶ月間にわたり、主にタイ各地の大学と国立博物館などで「禅と茶道—タイの陶

器も含めて」の講演と茶道の実演、並びにワークショップを行って参りました。

　長年タイに在住し、タイ文化を普及する者としてまず目指したことは、茶道を通じた日本文

化とタイ文化、広くは東南アジア文化の融合でした。茶道の歴史、日本の陶器など日本文化の

みを紹介するだけではなく、禅とタイ人の信仰する上座部仏教の類似点、タイや東南アジアの

陶器、籠や布などの伝統工芸品に触れ、それらを日本の茶道具と調和させ、人々に日本の茶道

とタイの伝統文化との一体感が持てる場を提供できる実演に焦点を当てました。幸いタイの多

くの大学と博物館の知人に連絡し、日程調整、内容などを含め、彼等の協力と支援が受けられ

るような態勢作りに励むことができました。

　まず、2 月中は（大学は 3、4 月は休み）大学関係に集中しました。チュラーロンコーン大学

の日本語学科の学生達や他の学科の生徒も大勢参加しました。日本語学科の多くの学生は流暢

な日本語を話し日本のことも学んでおります。しかし、今回の講演では茶道における自分達の

文化との共通点などに興味を持ち、特に禅とタイ人の信仰する上座部仏教などの質疑応答には

活発でした。また、シーナカリンウィロート大学では歴史や政治、社会学などを学び、学生た

ちは日本のことを知りませんでしたが、アンケート調査では多くの学生が日本の伝統文化に興

味を持てたと答えました。「ただお湯を注いでお茶を点てて飲むということなのに、何故か現

実の世界を離れ、心が平穏になったような時間と空間がもてた」というコメントも頂きました。

　3、4 月はタイ全土にある国立博物館に焦点をあて、館長さん達との連絡を緻密に取り、現

地の大勢の方達に出席して頂くようにお願いしました。そして、従来の博物館とは異なる体験

型博物館のサイアム博物館での茶道実演では、折りしも地方から博物館見学に来ていた小学生

が飛び入り参加をしました。初めて見る茶道の実演に目を光らせ、ワークショップではきちん

と正座をしながら自分達で点てたお茶は苦いけれど、残さず全部飲み干した礼儀正しい子供達

には私自身が感動してしまいました。

　昔タイの王朝があったアユタヤはかつて日本人町が栄えたところです。アユタヤ博物館での

講演の際、松浦資料博物館の唐船図巻の暹
せ ん ら せ ん

羅船で運ばれたタイの宋
す ん こ ろ く

胡録の陶器、蘇
す お う

芳、沈
じんこう

香、

鹿
しかがわ

皮などの日本への交易物産にも言及したところ、大変に興味を持たれました。正面席の尼僧

が私の実演を熱心に見つめる気配を感じ、大勢の観客の前にも拘わらず、まるで寺で瞑想して

いるような心地良い仏の世界にいざなわれました。その方がご自分の貴重な仏像のお守りを私

の手に握らせて下さったことは、今でも深く心に焼きついております。

　また、ミャンマーとの国境に隣接した北タイのチェンライは 13 世紀には栄華を誇る都であ

りました。王母殿下（故人）は山岳民族などの援助のためにメーファールアン財団を設立され

ました。そこでは、館長自らのデザインである竜安寺の枯山水を模倣したタイ式石庭を背景に、

北タイ式の吹き抜けの大きな東屋式の会場は、あたかも日タイ合作の美を融合し、静寂さの中

でのお点前であり、またチェンライ在住の著名なタイ陶芸家ソムラック氏の貴重な水
みずさし

指も使わ

せて頂き、文化には国境がないということを実感した至福の一瞬でした。バンコク国立博物館

ブーイ文子（茶道家）

茶道とタイ文化の融合
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ではタイ芸術局局長、博物館長、小町日本大使ご夫妻、日タイ協会会長などのご臨席を頂き、

日本文化に興味を示して下さったことは大変喜ばしいことでした。

　その他、インドのチェンナイを含め、中部タイ、様々な地方の博物館へ沢山の茶道具を抱え

て毎週行脚するのは大変でしたが、いつもそこには 130 名から 180 名ほどの大勢の皆様が待っ

ていてくれました。タイは折りしも政局不安定の中、バンコクで非常事態宣言が発令され、途

中の道路封鎖が懸念されましたが、人々との一期一会が楽しみで、予定したすべての博物館に

足を運びました。互いの文化の交流を通して「和
わけいせいじゃく

敬清寂」の気持ちが生まれ、真の友好が築か

れると思いました。最近の合理主義重視の傾向にある現代社会で、自然の理念と密着した日本

とタイの伝統文化の大切さを改めて感じた、というコメントも頂けました。関係各処への何百

通の手紙やメールのやり取りなどの準備期間などにおける苦労も一切忘れ、沢山の幸せを頂

け、貴重な経験となりました。ご支援を頂いた多くの方々には「感謝」の一言に尽き、今後も

「直
じきしんこれどうじょう

心是道場」で東南アジアの地において、茶道の修行と普及、文化の融合に励んで行きたい

と思います。今後も多くの分野の文化交流使が世界各国で活躍されることをお祈りいたします。

アユタヤ国立博物館内で
お点前を楽しむ参加者達

スコータイ国立博物館での茶道実演
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■活 動 国：パラグアイ、ブラジル

■活動期間：平成 21 年 8 月 1 日～平成 21 年 10 月 31 日

■活動概要：
　私は、現地滞在者型文化交流使として、平成 21 年 8 月から 10 月までの 3 ヶ月間、パラグア

イとブラジル両国で、日本の民族芸能の普及活動を行ってきました。

　活動を行ったパラグアイ、ブラジル両国は、百年ほど前から、日本人を移民として受け入れ

てきた歴史があり、日本人、また日本文化に対しての関心はとても高い国々です。また、現地

の日系人も 2 世、3 世と世代を重ねてきており、日系人として、他国民に誇れる日本文化を吸

収したいという気持ちを強く持っております。今回、文化交流使として活動できたことで、日

系人をはじめ、現地の方々に、日本の文化を映像や書物ではなく、実演を通して生きた形で伝

えることができたと考えております。また実際に和太鼓に触れてもらい、その民族芸能として

の背景の説明などにより、何倍もの興味を持っていただけたと思います。

　この度行ったアンケートでも、和太鼓に実際に触れたことで、日本文化への興味関心がより

深まったことがうかがえます。特に、年齢が 30 代以上の方々では、和太鼓を叩いてみたいと

いう思いに加え、日本文化のルーツにも興味を持たれた方が多かったように思いました。

　私が行ってきたのは、主に指導活動と公演活動ですが、公演活動では和太鼓などの日本文化

を紹介することで、多くの方々に和太鼓の魅力を伝えることができたと思っています。

　今回の活動の一例ですが、昨年（2009）アマゾン地域は、日本人アマゾン移民 80 周年を迎え、

「文化交流使」としてベレン市、トメアス市の祭典に参加することができました。記念式典で

の公演（実演）や模範演奏、グループの指導活動といった機会を持つことができ、アマゾン地

域にとっては、貴重な機会となりました。

　さらに、祭典に参加された 15､ 000 人余りの方々に、演奏を通して、日本文化の素晴らしさ

を伝えることができました。また、指導活動（体験活動）を受けた方々にとっても、公演を観

ることで、目標とする演奏の姿がイメージできる貴重な経験にもなったようです。このことは、

普段私一人か、もしくはアシスタントと共に行う指導活動では見せることが不可能な完成した

形での和太鼓の姿を見せることができ、受講者に目標を示すことができた良い機会でした。

　文化交流使として活動した 3 ヶ月間、アマゾン地域からサンパウロをはじめ、非常に広範囲

にわたって、公演活動を行うことができました。このように、さまざまな地域で公演を行うに

は、グループとしての移動が不可欠です。この度精力的な公演活動が叶えられたのは、ひとえ

に文化庁のバックアップがあったからこそだと思っています。

　私は、文化交流使として活動したことで、和太鼓を通じて沢山の日系人やブラジル人、パラ

グアイ人の方々に、日本の文化への興味や関心を持っていただけたと思っています。しかし今

後も日本の文化が現地に根付くためには、まだまだ継続的な指導が不可欠だと思われます。こ

の度の私の活動も、指導がそれぞれの地に根付き拡がっていくためには、短期間の取り組みに

終わらないことが望ましいと思います。特に、現地滞在型の文化交流使については、現地での

活動が容易なこともあり、何年間かのスパンで継続されることが、一層強固なものへと繋がっ

ていくと思います。

　加えて、様々な分野での日本芸能の交流使が派遣されることでも、内容が多様に広がり、現

地の方々の日本文化への理解がより深まることと思います。そのためにも文化交流使事業が、

状況に応じた形で、今後も継続的に行われ発展することを強く望みます。

澤崎琢磨（和太鼓奏者）

文化交流使（現地滞在者型）を終えて
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　活動の内容は、下記の表の通りです。

指導活動

公演活動

ベレン市での公演

国名 場所 受講者 期間 回数

パラグアイ イグアス移住地 青年グループ
「鼓太郎」 8/1 ～ 10/31 計 18 回

パラグアイ イグアス移住地 成人グループ
「鼓組」 8/1 ～ 10/31 計 19 回

ブラジル・サンタカタリーナ州 サンジョアキン市 市立ボアバ中学校
市立カイキ小学校

8/2 ～ 4、9/22 ～ 25、
10/19 ～ 20 計 10 回

ブラジル・サンタカタリーナ州 フレイホジェリオ市 同好会「桜太鼓」・
市立小学校

8 / 4 ～ 8 、 9 / 4 ～ 6 、
10/21 ～ 23 計 11 回

ブラジル・サンタカタリーナ州 ジョインビーレ市 同好会 8/8 ～ 9、9/25 ～ 27、
10/24 ～ 25 計 12 回

ブラジル・サンタカタリーナ州 フロリアナポリス市 青年グループ
「島太鼓」 8/1 ～ 2 計 2 回

ブラジル・パラナ州 ベレン市 青年グループ
「鼓ＤＯＮ ] 8/11、9/17 ～ 18 計 3 回

ブラジル・サンパウロ州 イビウナ市 青年グループ
「龍舞太鼓」 10/10 計 1 回

国名 場所 公演名称 期間

パラグアイ イグアス市 イグアス市エキスポアトラクション 8/20 ～ 22
パラグアイ アスンシオン市 全パラグアイ組合連合会アトラクション 8/27
パラグアイ エステ市 国際民族祭アトラクション 8/30
ブラジル・サンタカタリーナ州 フレイホジェリオ市 桜祭りアトラクション 8/5 ～ 6
ブラジル・パラ州 トメアス移住地 日系アマゾン移民 80 周年記念式典公演 9/15、
ブラジル・パラ州 ベレン市 日系アマゾン移民 80 周年記念公演 9/16 ～ 18
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氏　名 プロフィール 派遣国 指名年度
三浦　尚之 音楽プロデューサー 米国 平成 15 年度
渡辺　洋一 和太鼓奏者 米国 平成 15 年度
田中　千世子 映画評論家 ヨルダン、スロバギア、アイスランド、

ハンガリー
平成 15 年度

小山内　美江子 脚本家 カンボジア 平成 15 年度
梅林　茂 作曲家 イタリア 平成 15 年度
国本　武春 浪曲師 米国 平成 15 年度
バロン　吉元 漫画家 スウェーデン 平成 15 年度
三谷　温 ピアニスト クロアチア 平成 15 年度
笑福亭　鶴笑 落語家 タイ、英国 平成 15 年度
小宮　孝泰 俳優 英国 平成 15 年度
平野　啓一郎 作家 フランス 平成 15 年度
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 平成 15 年度
北村　昭斎 重要無形文化財「螺鈿」

（各個認定）保持者
ドイツ 平成 16 年度

杉本　洋 日本画家 カナダ 平成 16 年度
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
平成 16 年度

橋口　譲二 写真家 ドイツ 平成 16 年度
井上　廣子 造形作家 オーストリア 平成 16 年度
河村　晴久 能楽師 米国 平成 17 年度
村井　健 演劇評論家 ロシア 平成 17 年度
神田　山陽 講談師 イタリア 平成 17 年度
平田　オリザ 劇作家・演出家 カナダ、米国 平成 17 年度
Ikuo　三橋 演出家 フランス、ベルギー、モロッコ、

マダガスカル
平成 17 年度

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 平成 18 年度

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 平成 18 年度

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

平成 18 年度

勝美　巴湖 日本舞踊家 英国 平成 18 年度
桂　小春團治 落語家 米国 平成 18 年度
豊澤　富助 人形浄瑠璃文楽 英国、ドイツ、スイス、イタリア 平成 18 年度
寺井　栄 能楽師（能楽観世流シテ方） オーストラリア 平成 18 年度
坂手　洋二 劇作家 ･ 演出家 米国、フランス、ドイツ 平成 18 年度
小林　千寿 囲碁棋士 オーストリア、スイス、ドイツ、フランス 平成 18 年度
立松　和平 作家 中国 平成 19 年度
三浦　友馨 華道家 中国 平成 19 年度
名嘉　睦稔 画家 韓国、フランス、スペイン 平成 19 年度
本間　博 将棋棋士 フランス、英国、ドイツ、スペイン、モナコ 平成 19 年度

文化庁文化交流使一覧　（平成22年3月現在）
【海外派遣型】計 58 名 （派遣順）
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氏　名 プロフィール 派遣国 指名年度
中村　享 盆栽作家 カナダ 平成 19 年度
円田　秀樹 囲碁棋士 ブラジル、中南米諸国、アフリカ 平成 19 年度
湯山　東 画家 フランス、チェコ 平成 19 年度
桂　かい枝 落語家 米国 平成 19 年度
橘　右門 寄席文字書家 英国 平成 19 年度
島田　雅彦 作家 米国、韓国 平成 20 年度
千　宗屋 茶道家 米国、フランス、ドイツ、メキシコ、スペイン、

ベルギー、イタリア
平成 20 年度

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 平成 20 年度

小林　千寿 囲碁棋士 フランス、オーストリア、ドイツ、英国 平成 20 年度
中川　衛 重要無形文化財 ｢彫金｣

( 各個認定 ) 保持者
米国 平成 20 年度

常磐津　文字兵衛 常磐津三味線奏者、作曲家 韓国 平成 20 年度
福田　千栄子 地歌箏曲演奏家 フィリピン、インドネシア、マレーシア 平成 20 年度
須田　賢司 木工芸作家 ニュージーランド 平成 20 年度
有野　芳人 将棋棋士 中国 平成 21 年度
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 平成 21 年度
喜瀬　慎仁 三線奏者 フィリピン、中国、フランス、ドイツ、英

国
平成 21 年度

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 平成 21 年度

竹本　千歳大夫 人形浄瑠璃文楽　大夫 チェコ、ドイツ、オーストリア 平成 21 年度
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

平成 21 年度

武関　翠篁 竹工芸家 ドイツ 平成 21 年度
伊部　京子 和紙造形家 米国、エジプト 平成 21 年度
久保　修 切り絵画家 米国 平成 21 年度
三橋 貴風 尺八演奏家 韓国、ブラジル 平成 21 年度

氏　名 プロフィール 活動国 指名年度
高岡　美知子 答礼人形研究家 米国 平成 15 年度
松本　直み 舞台照明家 フィリピン 平成 15 年度
ラーシュ・ヴァリエー 詩人 スウェーデン 平成 15 年度
ローチャン　由里子 画家 インド 平成 15 年度
杉　葉子 女優 米国 平成 17 年度
本名　徹次 指揮者 ベトナム 平成 17 年度
大坪　光泉 華道家 中国 平成 18 年度
上野　宏秀山 尺八奏者 シンガポール 平成 20 年度
ブーイ　文子 茶道家 タイ、カンボジア、ラオス 平成 20 年度
澤崎 琢磨 和太鼓奏者 パラグアイ、ブラジル 平成 21 年度

【現地滞在者型】計 10 名 （活動順）
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【来日芸術家型】計 32 組（平成 19 年度終了）

氏名・グループ名 プロフィール 活動場所 指名年度
ソレダッド タンゴクインテット 代々木高等学院 平成 15 年度
ケント・ナガノ ベルリン・ドイツ交響楽団

芸術監督・首席指揮者
品川区立立会小学校 平成 15 年度

ルノー・カプソン ヴァイオリニスト 東山老人ホーム 平成 15 年度
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
墨田区立両国中学校 平成 15 年度

ディビット・バイヤット ロンドン交響楽団首席ホルン奏者 福岡市立舞鶴中学校 平成 15 年度
イシュトヴァーン・コロシュ オルガニスト 桜美林大学 平成 16 年度
エムパイヤ・ブラス 金管五重奏グループ 神戸市立港島小学校 平成 16 年度
フランソワー・ルルー オーボエ奏者 長崎市立山里小学校 平成 16 年度
カール・ライスター クラリネット奏者 名古屋市立見付小学校 平成 16 年度
デニス・マトヴィエンコ バレエダンサー 品川女子学院高等部 平成 16 年度
オクトバス 4 コントラバス四重奏 東京国際学園 平成 17 年度
アンヘル・コレーラ バレエダンサー 六本木ヒルズ 平成 17 年度
ソレダッド タンゴクインテット 愛知県立明和高等学校 平成 17 年度
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 秋田県立勝平養護学校 平成 17 年度

ラルス・フォークト ピアニスト 東京都立芝商業高等学校 平成 17 年度
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 広島県立尾道北高等学校 平成 17 年度

アドリエル・ゴメス・マンスール アルゼンチン 大分県日出町立日出小学校 平成 18 年度
オクトバス 4 イタリア NPO 楠の木学園（横浜） 平成 18 年度
ジョン・ナカマツ 米国 新潟県立新潟盲学校

新潟県立上越養護学校
平成 18 年度

ペーター・シュミードル オーストリア 北海道立真駒内養護学校 平成 18 年度
エミリー・バイノン オランダ 上甑老人福祉センター 平成 18 年度
ヴォルフガング・シュルツ オーストリア 草津町立草津中学校 平成 18 年度
オーブリー・メロー オーストラリア 東京都立富士高等学校 平成 18 年度

（活動順）

団体名 分野 活動国 指名年度
財団法人日本伝統文化振興財団 狂言 インドネシア 平成 20 年度
舞踊集団菊の会 舞踊（邦舞） ブラジル 平成 20 年度
鬼太鼓座 和太鼓 ブラジル 平成 20 年度
太神楽曲芸協会 太神楽曲芸 カンボジア 平成 20 年度
大歌舞伎

「NINAGAWA 十二夜」
ロンドン公演実行委員会

歌舞伎 英国 平成 20 年度

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 平成 21 年度

猿楽會 狂言 オーストリア 平成 21 年度
社団法人　落語芸術協会 落語 カンボジア 平成 21 年度
株式会社  オフィス K2

（和太鼓「婢弥鼓」）
和太鼓 ウズベキスタン 平成 21 年度

ミュージック・フロム・ジャパン
推進実行委員会

雅楽 米国 平成 21 年度

【短期指名型】計 10 組 （派遣順）
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氏名・グループ名 プロフィール 活動場所 指名年度
ツェンド・バットチョローン モンゴル 相模原市立若松小学校

板橋区立志村第四小学校
平成 18 年度

フランツ ･ リスト室内管弦楽団 ハンガリー 北海道立帯広養護学校 平成 18 年度
セルゲイ ･ ナカリャコフ トランペット奏者 大分県日田市立桂林小学校 平成 19 年度
ファジル・サイ ピアニスト 渋谷区立小学校 平成 19 年度
イアン・バウスフィールド トロンボーン奏者 札幌市立札幌小学校 平成 19 年度
チェコ少年少女合唱団 合唱 北九州市立穴生中学校 平成 19 年度
アントニー・シピリ ピアニスト 群馬県立西邑楽高等学校 平成 19 年度
イングリット・フリッター ピアニスト 滝乃川学園 平成 19 年度
ニコラ・ルーツェヴィチ チェロ奏者 北海道音更高校

中札内文化創造センター
平成 19 年度
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