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「文化庁文化交流使」事業について

文化庁では、著名な芸術家、文化人等を、一定期間海外に派遣し、世界
の人々の日本文化への理解の深化や、日本と外国の文化人のネットワーク
の形成・強化につなげる「文化交流使」事業を行っています。本報告会では、
実際に活動をいただいた文化交流使の方々に、海外で活動された様子を
ご紹介いただきます。一人でも多くの皆様に、現在、日本文化が海外で
どのように受け止められているのかということを知っていただき、日本と
日本人が元気になるきっかけの一つとしていければと考えております。

■ 趣旨・目的

■ 類　型
「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，
講習や実演デモンストレーションなどを行います。

2．現地滞在者型
　海外在住の芸術家，文化人がその滞在国で，それぞれの専門分野で講演，講習や
実演デモンストレーションなどを行います。

3．短期指名型
　国際交流支援事業により海外で公演等を行う芸術団体等が，現地の学校等
で実演会，演奏会等を行い，現地の生徒たちとの交流を深めます。

◆ 出演者プロフィール ◆
（文化交流使、活動年度及び五十音順）

  い       べ　　　  き ょ う こ

伊 部    京 子 
（和紙造形家）

70年代より和紙に新しい造形手法を導入し、
アート、クラフト、デザインの領域すべてに亘
り独自の世界を構築し、世界20カ国以上で
活動した。2009年度文化交流使としてアメリ

カで舞台芸術関係者と協同制作を開始、エジプトでは芸術大学
他とのプロジェクトを手掛け、両国とも継続して支援している。国
内外の受賞多数。京都工芸繊維大学特任教授、イリノイ大学ア
ーティストインレジデンス、日本紙アカデミー常務理事。

は  ち    や 　　  そ  う ひ  つ

蜂 谷   宗 苾 
（香道志野流 21世家元継承者）

1975年志野流20世家元蜂谷宗玄の嫡男と
して生まれる。幼少より祖父19世宗由と父の
下で研鑽を積み、2002年より大徳寺松源院
にて修行ののち21世家元継承者となる。現

在、全国教場での教授、また世界各地での講演を通し香道の
継承及び日本文化の啓蒙に取り組んでいる。2009年9月から
2010年3月まで文化交流使として仏、独、伊、米、中、ルクセンブ
ルク、フィンランド、バーレーンで活動。

撮影  寺崎 誠三

 み つ は し　　　き  ふ  う

三 橋   貴 風 
（尺八演奏家）

尺八の古典曲を佐々木操風、岡本竹外氏に師事。
1980年の第一回リサイタルにより文化庁芸術祭
優秀賞をはじめ、ソロCD「竹林寄譚」による文化庁
芸術作品賞（1991）、文化庁芸術祭賞（1989）、文

化庁芸術祭大賞（2009）、文化庁芸術選奨（2010）等を受賞。サイトウ
キネン・オーケストラとのNYカーネギーホールでの協演やデーモン閣
下とのコラボレーションのプロデュース、また新尺八の開発も手掛けて
いる。2010年2月から3月まで、文化交流使として韓国、ブラジルで活動。

   の　   だ　　　  て つ や

野 田   哲 也
（版画家）

1940年生まれ。1978年から2007年、東京藝術
大学美術学部版画研究室で教える。その間、カ
ナダの大学やアメリカ、コロンビア大学などでも
教える。東京藝術大学名誉教授。東京国際版画

ビエンナーレ（‘68）を初め、各地の国際展で受賞。また、第5回英国
国際版画ビエンナーレ、第10回ソウル国際版画ビエンナーレなどで
国際審査員を勤める。2003年、紫綬褒章を受章。2010年12月から
2011年の1月まで文化交流使としてイスラエル、イギリスで活動。

  や ま む ら　　    こ  う  じ

山 村   浩 二 
（アニメーション作家）

1964年生まれ。東京造形大学卒業。多彩な
技法で短編アニメーションを制作。『頭山』が
アヌシー、ザグレブをはじめ6つのグランプリ
を受賞、第75回アカデミー賞にノミネートさ

れる。また『カフカ田舎医者』がオタワ、シュトゥットガルトなど7
つのグランプリを受賞。国際的な受賞は60を越える。東京藝術
大学大学院映像研究科教授。2010年11月から12月まで文化
交流使としてカナダで活動。
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■プログラム

1 4 : 3 0  開 　 　 会  文化庁長官 玉　井　日出夫
 日程説明等
1 4 : 4 0  デモンストレーション活動報告  竹 本 千 歳 大 夫 氏

 活 動 報 告   伊　部　京　子 氏

 活 動 報 告   久　保　　　修 氏

 活 動 報 告   佐々木　康　人 氏

 活 動 報 告   笑 福 亭 銀 瓶 氏

 活 動 報 告   野　田　哲　也 氏

 活 動 報 告   山　村　浩　二 氏

 活 動 報 告   蜂　谷　宗　苾 氏

1 6 : 1 0  休 　 　 憩 、 舞 台 転 換

1 6 : 2 5  デモンストレーション活動報告  三　橋　貴　風 氏

1 6 : 4 5  休 　 　 憩
1 7 : 0 0  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  報  告  者  全  員
1 8 : 0 0  閉 　 　 会
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◆ コーディネータープロフィール ◆

 く        ぼ　　    しゅう

久 保    修 
（切り絵画家）

1951年山口県生まれ。スペイン遊学などを
経て独自の切り絵の世界を切り開く。隅田川
花火・朝顔・深川八幡祭の切手原画制作や
年賀葉書のデザインなどを担当。2008年ニ

ューヨークにて展覧会開催。2010年国際交流基金主催事業に
てスペイン・ポルトガルにて活動。2009年12月から2010年3月
まで文化交流使としてアメリカ　ニューヨークを拠点に活動。

た け も と             ち と せ だ ゆ う

竹本   千歳大夫 
（人形浄瑠璃文楽）

1959年生まれ。昭和53年四代竹本越路大
夫に入門。昭和54年より竹本千歳大夫と名の
り、朝日座にて初舞台。平成17年、八代豊竹
嶋大夫の門下となる。文楽協会賞、因協会奨

励賞、国立劇場文楽賞文楽奨励賞、昭和60年大阪文化祭奨励
賞、平成11年度芸術選奨文部大臣新人賞、平成21年第30回松
尾芸能賞（優秀賞）など多数受賞。2009年9月から10月まで文化
交流使としてチェコ・ドイツ・オーストリアで活動。

    さ　さ　き　　    やすひと

佐々木   康人
（華道家）

1959年生まれ。1994年いけばな教授者とな
り現在に至る。2003年池坊全米いけばな特
派講師に任命され渡米。帰国後、国内外を問
わず会員の指導を行っている。国際交流基金

などからの要請で、ミャンマー、ベトナム、カナダ、UAEにてデモンス
トレーション・講習会を実施。2008年には、G8北海道洞爺湖サミ
ット会場に作品展示。2010年9月から11月まで、文化交流使とし
てベトナム、タイ、シンガポール、マレーシアで活動。

あ お     き 　        　　たもつ

青 木   　 保
（青山学院大学大学院特任教授・元文化庁長官）

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。

しょうふくてい　      ぎ ん ぺ い

笑福亭   銀 瓶 
（落語家）

昭和63年、笑福亭鶴瓶に入門。大阪を中心
にテレビ・ラジオ・落語と精力的に活動を行
う。2004年の秋に映画「血と骨」をきっかけ
に、自らの中に韓国の血が流れていることを

再認識し独学で韓国語の勉強を始める。習い始めて3ヶ月で韓
国語落語にチャレンジし、2005年2月22日に大阪朝鮮高級学校
で、初めて韓国語落語を行う。2005年からは毎年、韓国公演を行
う。2010年10月文化交流使として韓国で活動。
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記録写真

コーディネーター 青木 保 氏（元文化庁長官）文化庁長官 近藤 誠一

竹本 千歳大夫 氏…（人形浄瑠璃文楽）

伊部 京子 氏（和紙造形家）
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久保 修 氏（切り絵画家）

佐々木 康人 氏（華道家）

笑福亭 銀瓶 氏（落語家）
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野田 哲也 氏（版画家）

山村 浩二 氏（アニメーション作家）

蜂谷 宗苾 氏（香道志野流21…世家元継承者）
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三橋 貴風 氏（尺八演奏家）

パネルディスカッションの様子

会場内の様子





第 8回文化庁文化交流使活動報告会

議事録
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本本日は、第8回になります文化庁の文化交流使活動報告会のために、大変足元の悪い中、
また、お寒い中、御参集いただきまして、まことにありがとうございます。
文化庁では平成15年度から、芸術家、文化人、あるいは文化に携わる方々を文化庁文化

交流使として指名をさせていただいて、外国で御活躍をいただいております。それを通じて、
世界の方々に対して日本文化のすばらしさというものを発信をしていただいております。
これまでに延べ80名、それから14組の団体の方々に世界の57の国で活動をしていただ

いております。日本の洗練された文化といったものを発信をしていただく。そして、その
裏にある日本の伝統、日本人の心、精神性といったものを世界に伝える大変重要な役割を
果たしていただいてきております。
昨今、政治も経済もやや過渡期にあって不透明さがぬぐい切れませんが、日本の文化だ

けは長い伝統に裏打ちされて、世界に誇れる洗練さ、そして伝統の力を持っていると思い
ます。そうしたことを通して、今後、日本の21世紀における地位をさらに高める上で、文化、
芸術というものが大変重要になっております。政府としましても、それをぜひ政策の柱に
していきたいと思っておりますし、また、皆様方の生活の中でも、文化、芸術の占める地
位といいましょうか、道をより大きくしていくということがこれからの日本の元気回復に
大変重要であると思っております。
本日は、一昨年から昨年にかけて海外で御活躍をいただきました9名の文化交流使の方々

に、それぞれの御活動の概要、あるいはその成果について御報告をいただくことになって
おります。
簡単に御紹介いたしますと、和紙造形家の伊部京子さん、切り絵画家の久保修さん、香

道家元の後継者の蜂谷宗苾さん、華道家の佐々木康人さん、落語家の笑福亭銀瓶さん、そ
して版画家の野田哲也さん、アニメーション作家の山村浩二さん、そして人形浄瑠璃文楽
の竹本千歳大夫さん、尺八演奏家の三橋貴風さん。実演を交えた御報告もいただくことに
なっております。
本日のお集まりの皆様方におかれましては、こういった文化交流使の方々の御報告を通

じて、現在、日本の文化が世界でどのように評価をされているか、日本がどのように見ら
れているかということをお考えいただき、また、日本の文化とは一体何であるのか、その
根元には何があるのかといったことについて、それぞれのお立場でお考えをさらに深めて
いただければと思っております。
本日の報告会がそうしたことを通して、日本と日本人がみずからの文化に対する意識と

誇りを深めて、また世界との交流をさらに進めていく、そういう契機になることを心より
願っております。
それでは、きょう、午後、9人の交流使の方々の御発表、御意見、そしてその後、私の前々

任者になります元文化庁長官、青木教授のコーディネートのもとで意見交換会、ディスカッ
ションもございます。どうぞ楽しみに、きょうの午後をお過ごしいただければと思います。
とりあえず開会のごあいさつとさせていただきます。

文化庁長官御挨拶

近 藤 誠 一 文 化 庁 長 官
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開　会

司会：皆様、こんにちは。

　それでは、ただいまから第 8 回文化庁「文化交流使」

活動報告会を開催いたします。

　本日は、足元の悪い中、御参加くださいまして、まこ

とにありがとうございます。

　私は、文化庁長官官房国際課国際文化交流室の北山浩

士と申します。本日の司会進行を務めさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

　文化庁では、さまざまな分野で活動していらっしゃる

一流の文化人、芸術家の皆様を文化交流使として指名さ

せていただき海外に派遣、世界の皆様に日本文化への理

解、日本と外国の文化人ネットワーク形成、強化につな

がる活動というものを行っていただいております。

　本日は、その活動報告をしていただきます。

　それでは、開催に当たりまして、主催者を代表して近

藤誠一文化庁長官よりごあいさつを申し上げます。

＜ P.11 掲載＞

司会：近藤誠一文化庁長官よりごあいさつ申し上げまし

た。

　今回で 8 回目を迎えましたこの報告会ですが、先ほど

近藤長官から御紹介申し上げましたとおり、9 名の文化

交流使の方々をお迎えし、海外での御活動の御報告を

行っていただきます。

　それぞれの御活動の報告を行っていただきました後に

パネルディスカッションを行っていただきますが、その

ときにコーディネーターの先生にコメントいただくこと

としております。コーディネーターは、青山学院大学大

学院総合文化政策学研究科特任教授で元文化庁長官の青

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

れまして、人間科学博士を持ってらっしゃいます。大阪

大学、東京大学などで教授を歴任され、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。現在は青

山学院大学総合文化政策学研究科特任教授を行ってらっ

しゃいます。

　この間、アメリカ、フランス、ドイツなどで客員研究

員、客員教授なども務められまして、タイ、スリランカ

などのアジア諸国、欧米各国の文化人類学や文化政策の

調査研究に従事していらっしゃいます。

　それでは、青木先生、よろしくお願いいたします。

青木　保（青山学院大学大学院特任教授・元文化庁長官）

青木：ただいま御紹介にあずかりました青木でございま

す。この文化交流使の報告会というのは、実は毎回、こ

このところ 4 回か 5 回か出していただいているのですが、

大変興味深くて、またおもしろくて、それぞれの日本の

一流の文化・芸術の専門家の方がいろいろな地域や外国

に行かれて、異文化の中で自分たちの芸術、文化を伝え

るという、これはスリルがありますし、いつも興奮して、

かつ楽しんでおります。

　本日も、先ほど近藤長官から御紹介がありましたすば

らしい方々がどのような活動をされたのか、興味津々で、

今、期待しているところでございます。

　何とぞよろしくお願い申し上げます。

司会：それでは、これより文化交流使の皆様方から活動

報告をしていただきます。

　まず初めに、人形浄瑠璃文楽・大夫の竹本千歳大夫先

生から、活動報告及びデモンストレーションを御披露い

ただきます。

　竹本先生は、昭和 53 年に四代目竹本越路大夫先生に

入門されました。昭和 54 年より竹本千歳大夫を名乗ら

れ、朝日座にて初舞台を踏まれています。平成 17 年、

八代目の豊竹嶋大夫先生の門下となられまして、文楽協

会賞、因協会奨励賞、平成 11 年度芸術選奨文部大臣新

人賞、平成 21 年度第 30 回松尾芸能賞（優秀賞）など多

数受賞をされております。平成 21 年 9 月から 10 月まで、

文化交流使としてチェコ、ドイツ、オーストリアで御活

動をいただきました。

　なお、本日は、竹本先生の共演者として、人形浄瑠璃

文楽・三味線の豊澤富助先生においでいただいておりま

す。豊澤先生も、文化交流使として平成 19 年 2 月から 3

月に、英国、ドイツ、スイス、イタリアで活動された御

経験をお持ちでいらっしゃいます。

　それでは、竹本先生、豊澤先生、よろしくお願いいた

します。

竹本　千歳大夫（人形浄瑠璃文楽）

竹本：文化交流使として、チェコ、ドイツ、オーストリ

アと回らせていただきました。

　普通、人形浄瑠璃と申しますと、大夫、三味線、床と

申しますが、それと人形が一緒になって文楽という形で

上演されておりますのですけれども、何遍か、私と一緒

に行ってくださいます豊澤富助兄さんが、こういうこと

をしてみようということで、大体、何年かに一遍、ドイ

ツを中心にして、浄瑠璃だけで回らせていただいており
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ます。特に、今回、私が文化交流使として活動させてい

ただくことは、大変な、望外な喜びでございまして、ま

た、日本の文化のためにもいろいろ貢献できたのではな

いかと思っております。

　出し物は、大変に有名な狂言で、「菅原伝授手習鑑」

という作品の中の「寺子屋の段」というものを演奏させ

ていただきました。大体、海外では、もちろん言葉がわ

かりませんので、チェコならチェコ語の字幕、ドイツな

らドイツ語の字幕、オーストリアもドイツ語圏内ですの

で、ウィーンでもドイツ語の字幕を出させていただきま

した。

　これは、ドイツの日本文化会館のハインツ・ディター・

レーゼさんといいまして、日本にも留学したことのある、

古典音楽に非常に詳しい方が苦労をして字幕をつくって

くださいまして、浄瑠璃に合わせまして、その字幕を操

作をしていただくという、大変な御苦労だったと思うの

ですけれども、それを見せることによりまして、より理

解を深めていただけたかと思っております。

　浄瑠璃の作品と申しますのは、親子、夫婦、兄弟の情

愛というものを語るものですので、大体どの民族の方に

も共通で御理解いただけるかと思っておりまして、半分

は期待、半分は不安というような気持ちで、何しろ時間

が 1 時間 15 分ほどかかりますので、どうかなと思って

おりましたところが、非常によく理解をしていただきま

して、また、現地におられます日本の方々には、久々に

日本の音楽を聞きましたといって、ありがたい思いをい

たしました。

　いろいろなことがございましたけれども、特に車中の

移動が多ございましたので、チェコからオーストリアに

抜ける間ずっと、丘のような道を車 2 台で移動いたしま

して、それも楽しい思い出なのですけれども。

　我々は、一生修行と申しますけれども、つらい思いを

するというのも一つの修行ではないかと。いつも浄瑠璃

の講演で、外国に行って思います。お人形さんもないで

すから理解もなかなかしていただけない。字幕しかない

ので、どういうふうにしたら感情が皆様に伝わるのか、

これも非常に勉強になったと思っております。

　一番、私が伝えたかったのは、日本の心であると同時

に世界にも通じる日本の心、大層な言い方でございます

が、大和魂ではないのですけれども、大和心というもの

を全世界の方に、ヨーロッパだけでしたけれども、義太

夫節を通しまして、皆様にわかって、それが何か、日本

の民族が、今、地球上にいる同じ種類、ホモサピエンス

ですか、人類の方々に、何か、これから発展していくた

めの力を皆様に与え、与えられたいと思う希望がありま

したのですけれども、その小さい明かりと申しますか、

そういうものが見えたのではないかなと思いまして、思

い込みもあるかもしれないのですけれども、そういう自

負は持ちまして、こういうことをさせていただいた文化

庁さんに、本当に心からお礼を申したいと思います。本

当にありがとうございました。

　実際、どういうことをいたしましたのか、ちょっと今

日はお三味線の富助兄さんにも来ていただいております

ので、少しだけ演奏をさせていただきまして、発表を終

わらせていただきたいと思います。

＜浄瑠璃演奏＞

司会：竹本先生による人形浄瑠璃文楽を御披露いただき

ました。

　すばらしいデモンストレーションをどうもありがとう

ございました。

　それでは、青木先生、コメントをお願いいたします。

青木：すばらしいパフォーマンスで感激いたしましたけ

れども、チェコとかオーストリアとかドイツとか、この

辺は人形劇が結構盛んなところでしょう。だけれども、

こういう人形なしの、義太夫と三味線の講演というのは、

話がしっかりと伝わるというのは、やっぱりすばらしい

ことだと思います。

　それから、人形浄瑠璃の物語というのは、何か非常に、

悲しいというか、残酷な話が多いでしょう。ほとんど、

ハッピーエンドなんてどこにもないですよね。だけれど

も、そういうものはドラマ性があって、やはりヨーロッ

パの観客にも説得力があるというか、それと、今のやっ

ぱり語りというか、これはすばらしいですよね。これは

やっぱり伝わるのではないかと思うのですよね。もっと

その場に居合わせたかったという感じがいたします。

　本当に、竹本先生、御苦労さまでございました。

　ありがとうございました。

司会：竹本先生、どうもありがとうございました。
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　それでは、続きまして、和紙造形家、京都工芸繊維大

学特任教授、日本・紙アカデミー常務理事、イリノイ大

学連携教授の伊部京子先生より御報告いただきたいと思

います。

　伊部先生は、1970 年代より和紙に新しい造形手法を

導入し、アート、クラフト、デザインの領域すべてにわ

たって独自の世界を構築されております。世界 20 カ国

以上でこれまで活動をされているということです。

　平成 21 年度文化交流使として、アメリカとエジプト

で御活動いただきました。アメリカでは舞台芸術関係者

との共同制作を開始され、エジプトでは芸術大学ほかと

のプロジェクトを手がけられ、両国ともに継続して支援

を行われていらっしゃいます。

　それでは、伊部先生、よろしくお願いいたします。

伊部　京子（和紙造形家）

伊部：御紹介いただきました伊部でございます。

　私は、2009 年の 11 月から 2010 年の 3 月にかけまして、

アメリカとエジプトで仕事をさせていただきました。

　まず、アメリカから御報告をさせていただきます。

　2008 年にイリノイ大学で大きな展覧会をしていただ

きまして、それ以来 3 年間という契約で連携教授をさせ

ていただいておりまして、そちらにかなりの作品をお預

かりいただいております。私の制作の拠点として便宜を

図っていただいておりますので、今回、そちらの拠点に

あります作品と道具を動かしまして、全米で活動を展開

させていただきました。6 週間で 10 都市を回りまして、

それぞれの都市で違ったプロジェクトをさせていただき

ました。

　まず最初に、イリノイ大学のほうに参りまして、保管

していただいています作品を西と東のルートに分けまし

て、東ルートは学生に運転させてニューヨークへ向かわ

せました。私はかねがね教えておりましたカリフォル

ニア大学の卒業生に運転をさせて、ルート 66 をたどり、

LA まで車移動をいたしまして、途中で何カ所かプロジェ

クトをいたしました。

＜以下、写真を映しながらの説明＞

　スライドを見ながら御説明をさせていただくことに

しますと、3 日かかりまして、アリゾナ州のスコッツ

デールにつきました。　ここはフェニックスとツインシ

ティーになっておりまして、市の境を接しているリゾー

ト都市なのですが、そちらのカルバンチャールスという

ギャラリーで展覧会を立ち上げました。大体こういう会

場風景です。

　展覧会の始まる 1 日前ですけれども、フェニックス・

アートミュージアムには大きな Asian society がありま

して、そちらの方たちに特別の見学と私の仕事の紹介、

また、和紙に関する講演をさせていただきました。

　この展覧会を立ち上げましてから、ロサンゼルスに移

動いたしまして、UCLA の日本学研究所でレクチャーと

スライドのプレゼンテーションをさせていただきました。

半日の簡単なレクチャーと展示だったのですが、このよ

うな会場の風景で、作品の展示をしながら解説をさせて

いただいたわけです。

　UCLA は、日本学につきましては、アメリカでも有数

で、ナンバーワンと言えるぐらいのトップスペシャリス

トがおられました。私がお呼びいただいたのは、ファカ

ルティセンターと言って、教職員の方と、大学院の学生

対象ですけれども、私なんかよりも流暢に、立派に日本

語を話される教授が何人もおられました。質問で、こん

な詳しいことまで聞かれるのかというようなことがあり

まして、知らないで行ったからよかったものの、知って

いたら最初から引き受けられなかったなというような赤

面ものでした。けれども、ものつくりでございますから、

作品をお見せするということである程度カバーをさせて

いただいて、御堪忍いただいた次第です。

　東のルートは大体このぐらいで、3 週間足らずだった

のですけれども切り上げまして、それからニューヨーク

に飛びました。

　ニューヨークではメーンの、ステージのプロジェクト

を立ち上げることだったのですが、その前に 3 大学を訪

問させていただきました。今回、ノーギャラでいいとい

うことで、今までおつき合いがあって、何度か呼んでい

ただいた学校に、お礼ということで、それぞれ何をして

ほしいか聞いて対応させていただきました。ラトガース

大学、フィラデルフィア・アートアカデミー、あと一つ

はコルコラン・カレッジ・オブ・アートアンドデザイン

という、ワシントンにある学校です。1 週間で 3 校回り

ました。
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　これは、コルコラン・カレッジの写真です。こちらに

参りますのは 3 度目ですし、私が以前教えた学生が教官

になっていたりしまして、その生徒たちと楽しく吹き抜

けの空間に 1 日で作品をつくって、それから 3 カ月間展

示になりました。ちょうどクリスマス前でしたので、学

校が特別に許可するということで、こういう展示をさせ

ていただきました。皆さん、3 回目ということもありま

して、大変熱心に参加をしていただいて、私も楽しいひ

とときを持たせていただいたわけです。

　それが終わりまして、ニューヨークに移りまして、シ

アターのプロジェクトに取りかかりました。かねがねお

つき合いがありましたニューヨークのシアターのダイレ

クターが、私の作品に触発されて、Washitales（和紙

物語）という新作にかかっていました。2009 年の春に

京都に滞在されまして、2 カ月にわたり協議を重ねなが

ら、シナリオを書いておられたところに私が文化庁から

派遣をいただくということが決まりましたので、ニュー

ヨークで最初のリハーサルをやろうということになりま

した。日本から大倉正之助さん、荒井姿水さん、添田園

子さんの 3 人の演劇関係者の方に合流していただきまし

て、ニューヨークのシアターの人たち、役者さんも含め

て、初めてリハーサルをさせていただいたわけです。

　ちょっと映像をごらんいただきます。

＜以下、映像を映しながらの説明＞

　琵琶の奏者の荒井姿水さんです。初めてのリハーサル

ですから、コスチュームも明かりもなしの立ち上がりで

した。

　添田園子さん、文学座の女優さんです。

＜映像終了＞

ちょっと何か専門的過ぎるかなと思いましたのですけれ

ども、演劇関係者の方たちだけに見ていただいて御意見

を頂戴したのですが、好評でいいプロジェクトだという

ことで、ジャパンファウンデーションのアメリカだけを

対象にしたパフォーミングアーツを助成する制度がある

のですけれども、そちらのほうで助成を決めていただく

ことができました。また、東京のセゾンファウンデーショ

ンが場所を提供くださいまして、2010 年夏にセゾンの

会場で、今度はアメリカの方たちに日本へ来ていただい

て、東京でリハーサルをするという形で進めております。

このプロジェクトが非常にいい形で発展をしておりまし

て、アメリカでの成果といたしましては、3 月 13 日か

ら、私が教えておりますイリノイ大学で 10 日間、ワー

クショップをさせていただきます。　そのあとニュー

ヨークではジャパンフェスティバルの傘下で、まだ完全

なお披露目ではなくて、関係者と希望者だけに見ていた

だいて御意見をちょうだいするという形で、パブリック

プレゼンテーションをいたします。

　これは、去年の 11 月にニューヨークの大使公邸にお

呼びいただきまして、ニューヨークの方だけで、私が舞

台をつくりまして、プレゼンテーションをさせていただ

きました。Asian Cultural Council の 50 周年の記念のイ

ベントでおよびただいたのですが、日本にかかわりのあ

るファウンデーションなり文化、助成団体の皆さんの応

援を得まして制作中でございます。9 月にはイリノイ大

学で、これは完全にワールドプリミエということで、ちゃ

んと一般の公開を予定しています。

それが終わりますとその翌週になるのですが、ロサンゼ

ルスの County Museum という立派なミュージアムが

あるのですけれども、そちらにいいシアターがありまし

て、そちらのほうで私の展覧会が開催されますので、あ

わせてパフォーマンスもお呼びいただきます。おかげさ

まで最初のリハーサルが実りつつありますことを御報告

させていただきます。

　クリスマス前に一時帰国しまして、新年明けにエジプ

トに出かけました。エジプトは、かねがね何度か出かけ

たことはあるのですけれども、オールドカイロというク

リスチャンが住んでおられる一帯を再開発したエリアに

あるギャラリーと、紙工房に行きました。先ほどの建物

の、これはギャラリーの屋上から撮ったのですが、一番

左のビルが紙の工房なのですけれども、そこで展覧会と、

あとワークショップをさせていただきました。

　展覧会の会場はこういう感じで、まず設営をいたしま

して、そのあと紙工房でワークショップをいたしました。

左手にいますアーティストが、ジャパンファウンデー

ションのカイロ事務所の最初のオープンのときに中東第

1 号の芸術家として日本に留学された方です。パピルス

を使って作品をつくっておられて、その縁で私が指導者
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をお引き受けして、11 カ月間お世話をした方なのです

が、帰られましてから手すき紙の工房をつくられました。

そこでハンディキャップのある、耳の聞こえない方とか

に手に職をつけさせるために、半分はハンディキャップ

の方を受け入れてやっていて、そういう意味でも非常に

注目されている工房がありまして、そちらの支援に参り

ました。

　以前に行っていますので、本当に、道具も乏しい何も

ないというところで努力しておられるのがわかっていま

したので、今回、御指名いただいたときに、まず私はこ

こを支援したいという思いがありました。本当に大荷物

をつくって、バケツ 1 個からないのだということで、道

具から、機械から、何もかもそろえまして乗り込みまし

た。日本から本当の技術が指導できる紙すきのプロの田

村正さん、上田貞子さんに同行を願ったわけです。

　何を目指しているか。この工房は、いわゆる農業廃材、

これはわらなのですけれども、いろいろな農業廃材、農

業国でから、それを使って紙にしてグッズに仕立てて生

活の手段にしようというもくろみでやっておられまして、

私はそのことに大変意義を感じております。　そうい

うところに行くのだということで、お 2 人には前もって、

ちゃんと、何が支援できるか、何を貢献できるかという

ことを、半年ぐらいかけてぎっちり詰めてもらいまして、

サンプルもつくって、万全の体制をもって乗り込んだわ

けです。

　1 週間ですから、思ったことはなかなかできないので

すけれども、それでも現地の方たちと非常にいい状態で

ワークショップをさせていただきました。

　こちらは、中東で第 1 号ということもありまして、違

う地域、レバノンとか、シリアとか、違う国の方々も聞

きつけて来られて、参加されておりました。

　紙をすくということがこんなところでも、日本の手す

きのわざと心が披露できるということを、そして現地の

人たちが本当に自分のこととして学ばれようとするとこ

とも非常にうれしく思ったわけです。

　こういう光景が中東で展開するということは、私に

とっては夢のようなことだった気がいたします。

　展覧会は 500 人も人が集まるオープニングだったので

すけれども、そのギャラリーの外の大きな広場でコン

サートがあったり、いろいろな楽しいイベントがありま

した。そこに漉きぶねを、これは全部日本で仕立てていっ

た本式の道具なのですけれども、それを寄贈させていた

だいて、2 人にデモンストレーションをしていただいた

わけです。本当のプロのわざというものをここで皆さん

に御披露いただきました。

　木と水だけでできる仕事ですから、本当に木も水もふ

んだんにあるエジプトで、またパピルスという紙の先祖

のようなシートを生んで文化の国であり、感性というも

のを十分皆さんはお持ちなのだなというのが私の感想で

ございます。

　これが終わりましてから、次に内陸に進みまして、ア

シュート大学というところに参りました。3 大学を訪問

します。ミニア大学、そこはカイロから 3 時間ぐらい、

列車で移動いたします。アシュート大学は、さらにそれ

から 4 時間ほど内陸になります。それから内陸に入ると、

ルクソール、アスワンしかもう都市はないのですけれど

も、まずアシュート大学に参りました。ここは、エジプ

トの三大大学の一つと言われる名門校で、立派なコンベ

ンションホールがありまして、このように大きなポス

ターをかけて歓迎をしていただいて、レクチャー、ワー

クショップ、2 日間にわたりさせていただきました。

　日本人の芸術家が初めて来てくれたということで大歓

迎を受けたわけですが、この機会に大きな宿題を与えら

れました。実は、彼らは秋にインターナショナルアート

コンフェランスの用意をしていたのですけれども、それ

の審査員として、国際審査員を組織して応援に来てくれ

ないかという話になりまして、大役なのですけれどもお

断りできなくなりまして、お引き受けしました。

　日本に帰りまして、私が教えます京都工芸繊維大学の

ファイバー・リサイクリングセンターというのがあるの

ですが、そこのディレクターでマテリアル・サイエンティ

ストの教授と、あとイリノイ大学のミュージアムのダイ

レクター、私が以前にも教えましたルイジアナ大学の版

画家の教授、ニューヨークの、今一緒にプロジェクトを

やっていますディレクターと、5 人を組織して、11 月に

このコンフェランスに参加させていただきました。あれ

だけの国が参加されている、中東の方がほとんどだった

のですけれども、それだけまとまって海外の文化人がき

ちんと文化のイベントに参加するというのは初めてだっ

たということで、随分歓迎されました。
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　上に、もう外された写真だろうと思いますが、去年だ

とまだムバラクの写真が載っているわけです。

　国際交流基金のローカルスタッフの方にずっと御同行

いただきまして、英語からアラビア語の通訳も、完全に

彼女がサポートをしてくださいました。

　このとき、このイベント自身が画期的なイベントだっ

たということで、私は国際審査員を組織したわけですが、

国内の審査員は各芸術大学のディーンクラスでした。博

士論文なんかと同じような、査読という、それを全部済

ませたものを私たちがコメントをするという形だったの

ですけれども、その方たち全部と、知己を得ることにな

りました。学生さんはアメリカの人に触れる機会がない

ぐらい、エジプトの内陸部というのは、カイロを離れま

すと、ほとんど自由に出入りができません。届け出て、

ガードマンつきでないと外に出られないような、そうい

う状態ですから、そこまで行ったということを評価され

まして、いろいろなオファーを受けております。この中

の二つの大学から既に、今年の秋、それから来年の春に

プロジェクトが立っておりまして、呼ばれております。

どうなるかはわからないのですけれども、この困難な時

期を、本当に、希望を持って越えようとしているその国

を、私はぜひ支援を続けて、こういうときこそ文化的な

支援が何より大切なのだというふうに思って、続けてい

こうと思います。

　幸い、私と一緒に行ってくださったニューヨークの人

たちも、イリノイ大学の先生も、続けて支援をするとい

うことでございますので、私は、かえって宿題をいっぱ

いもらって帰る旅だったのですけれども、今回こういう

機会をいただいたことをもって、一段と飛躍することが

できたように思いました。私自身も勉強になって、大変

いい経験をさせていただいたことをもって御報告といた

します。

司会：伊部先生、ありがとうございました。

　青木先生、お願いします。

青木：どうも、伊部先生、ありがとうございました。

　一体、どのような形で和紙というものを使って国際交

流、文化交流をおやりになるかと興味があったのですけ

れども、アメリカでも、いろいろなパフォーマンスも交

えて、和紙の可能性といいますか、和紙がつくり出す世

界というものを、何か非常にユニークな世界を展示され

たというか、見せられたという感じがします。それはやっ

ぱり、アメリカの観客もびっくりすると同時に感銘を受

けたと思います。すばらしいと思います。

　それから、エジプトは、先ほどおっしゃったようにパ

ピルスとか、紙ではもう先祖なのですけれども、こうい

う和紙の技術をまた教えたり、それからいろいろな形で

の和紙の可能性の追求というものをお示しになって、こ

れもすばらしい文化交流だったと思います。

　また後半でいろいろと、御苦労のお話も聞きしたいと

思いますけれども、本当に、伊部先生、ありがとうござ

いました。御苦労さまでございました。

司会：ありがとうございました。

　それでは、続きまして、切り絵画家の久保修先生より

御報告いただきます。

　久保先生は、スペインでの御滞在経験などを経て、独

自の切り絵の世界を切り開かれました。会場にお集まり

の皆様にもおなじみのものとして、隅田川花火や朝顔、

深川八幡祭の切手原画の制作や年賀はがきのデザインな

どを行われていらっしゃいます。

　先生には平成 21 年 12 月から平成 22 年 3 月まで、文化

交流使として、アメリカ、ニューヨークを拠点に活動い

ただきました。

　それでは、久保先生、よろしくお願いいたします。

久保　修（切り絵画家）

久保：御紹介にあずかりました切り絵画家の久保修です。

　私は、今言われましたように、平成 21 年の文化交流

使で、昨年の 3 月の 26 日帰国でしたので、前回の報告

会には出席できませんでしたので、きょうの報告となり

ます。

　それで、切り絵というのは、ここにいらっしゃる方も、

名前は聞いていても、では、実際はどういうものかとい

うことは余り理解されていないかもしれません。そうい

うものを日本国内でも感じていたのですが、これがまし

てアメリカで、どういう形で伝えることができるのだろ

うかという思いがあったのですが、幸いに、2008 年に

ニューヨーク・マンハッタンのほうで展覧会をやりまし

た。そのときに皆さんから、これはどうやってつくるの

だと。ワークショップも数回開催したのですが、そうし

たらすごく興味を持たれて、開期中に毎日のように人が

やってくるのですね。ああ、いつかこれは、ワークショッ

プを通じて、切り絵、そして日本の文化というものを伝

えることができたらいいなと思っていました。そうしま

したら、文化交流使ということで指名していただき、行

く国も自分で決めることができると言われたので、迷う

ことなくニューヨークを選んだわけです。

　ニューヨークというところは非常に、多人種で、いろ

いろな文化が混沌としてあるところなので、私もぜひそ

ういうところで、何か日本の文化を伝えることができ

たらいいなと思いました。僕が切っている紙は和紙な



18

のですが、先ほどの伊部先生は和紙そのものが作品な

のですが、僕はその和紙を切って作品になっていくわ

けです。それでも最初に切るという楽しさを伝えたかっ

たので、切り絵をどういうふうに皆さんに伝えられるか

と思って、いろいろ考えたのですが、洋紙に、こういっ

たプリントしたものを持っていったのです。日本に関連

するような図案のものです。これを、細かい部分から紙

を切って一つの絵柄を仕上げていくという形で紹介し

ていったのです。

　道具というのも、こういったペンシル型の、刃先の

細いナイフなのですけれども、これを使って図案を切っ

ていくわけです。最初こういう言い方が、適切かどうか

わかりませんが、きっと海外の方は手先がそんなに器用

ではないかもわからないから苦労するよと・・・言われ

たのですけれども、実はそんなことはなかったです。3

カ月間いろいろなところに行きましたけれども、だれ 1

人あきらめることなく、全員が作品を仕上げて、なおか

つもっとやりたいということで、久保のやっていること

をもっと教えてほしいと言われました。「では、もう少

しオリジナル的なものもやってみましょう」というよう

な形で、プリントして持っていった図案に様々なモチー

フや切り文字などを追加してオリジナルを出していき

ました。

僕は日本の日常生活や四季を紹介するということ、例え

ば日本の四季折々の風景であったり、旬の食材であった

り、そういったものをいろいろな映像を交えながらレク

チャーしたりワークショップして伝えていったわけです。

特に切り絵というものを、日本の伝統美術の中から生ま

れてきたジャンルのもので、より多くの人に知ってもら

いたいという思いがあったので、できるだけ体験出来る

ワークショップのほうを多く開催していきました。多い

ときには 1 日 5 カ所回ったのです、さすがに疲れました

けれども。それでも草の根の文化活動をしていきたいと

いう思いを持って開催しました。そして日本のことを

もっと身近に理解してもらいたいとも思いました。

　日本文化というのは、文化庁のほうでもいろいろな伝

統的なもので日本を紹介するというものもあるかもわか

りませんが、私は、もっと日常的な、わかりやすい形で、

紙を切るということを通して日本の文化というものを伝

えていきたいと、そう思っていました。

　それで、文化交流使というのをニューヨークのほうで

も、いろいろな形で知っている方もいらっしゃるし、知

らない方もいらっしゃる。ということで、どういう形で

多くの人に広めるか、悩んでおりました。

そうしておりましたところ、後ろで映像が流れています

が、ニューヨークのテレビジャパンが「情熱トーク」と

いう番組で僕の活動を取材したものが北米全域に流れま

した。そうすると、今まで以上にいろいろなところから

来てくれと、連絡が入る様になりました。最初に行った

ときは、1 月の初めは、スケジュールがまだ、空白が随

分あったのですけれども、1 月の中旬ぐらいになってき

たときには、もうスケジュールがいっぱいになってきて、

ほとんど口コミだったと思うのですけれども、朝、アト

リエというかニューヨークの部屋でパソコンをあけると、

そういう問い合わせのメールがたくさん入ってきていま

した。

　そういう状況で、たくさんのところにできるだけ、も

う自分は、休みなくてもいいから、とにかく多くの人に

伝えたいという気持ちで行きました。遠いところでは

ナッシュビル、それからウエストバージニアと行きまし

た。ウエストバージニアでは、州の教育委員会が対応で、

日本の文化ということで知事さんも時間を作ってくだ

さって、一緒にいろいろな日本の話をしました。

　僕の切り絵は非常にわかりやすい様子で、絵も持って

いきましたけれども、見た瞬間、それが日本の風物詩だ

と分かってもらった様子でした。

　最終的に僕は何を感じたかというと、文化交流という

のはやっぱり人と人の出会いから始まるのではないかな

というところもあって、できるだけ多くの人に会ったの

ですけれども、それが今となれば僕の財産でもあるよう

な気がします。

　それで、これがきっかけで、もう 3 月の 20 日過ぎた

ころにフィラデルフィアのドレクセル大学のほうから、

ぜひ来てもらえないかと言われたのですが、もう帰国が

決まっていましたので、またの機会にということで一旦

帰国しました。その後ドレクセル大学のほうから、ぜひ

ともデザイン科と美術科の生徒に切り絵を教えてほしい、

日本の文化を伝えてほしいという依頼がありまして、大

学から招聘を受けて、秋に 3 週間ほど大学のほうへ行っ

て、学生たちと一緒に作品をつくりました。そのときに
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教えた学生たちも、何か日本というのはまだまだ、いろ

いろな文化があるものがあるのだなと、こういうもっと

もっと自分たちが、今、コンピューターを使ってデザイ

ンしていたのだけれども、こうやって人の手によって観

察し、丁寧に物事をつくっていくということの大切さを

学んだということを聞きました。

　行ったいろいろな先々から、すぐではなかったのです

けれども、切り絵というものを学校の中でやってみたと、

お礼の写真や手紙などもたくさんいただきました。本当

に感動して、これからも、国内もそうですけれども海外

に、多くの人たちに、この切り絵というものを伝えてい

きたいなと、そして、切り絵を通して僕たちが生活して

いる日本のことを一緒に伝えて、興味を持ってもらい日

本へ来てもらうチャンスがあればいいなと思っています。

　僕はそういう活動内容で 3 カ月間ニューヨークにて活

動してきました。

　フィラデルフィアから帰った後に、11 月、12 月は、

国際交流基金のほうでスペイン、ポルトガルへ行って、

同じようなレクチャーやワークショップをやってきまし

た。これからも頑張って文化活動をしていきたいと思い

ますし、この交流使の制度をできるだけ続けていってい

ただきたいと思っています。

そういうことで終わります。

司会：久保先生、ありがとうございました。

　それでは、青木先生、コメントのほうをお願いいたし

ます。

青木：和紙というのは、今、文化財の保存とか修復にも、

もう世界的に使われているすばらしい性質を持った紙で

すけれども、それを使っての、先ほどの伊部先生、それ

から今、久保さんの切り絵の美しさというか、これはやっ

ぱり日本独特の文化的メッセージというものが発信され

たという思いを強くいたします。

　特に切り絵なんかは、そういう、つくっていく工程を、

海外のいろいろな方、アメリカ人にしても、あるいはポ

ルトガル人にしても見ていけば、ますます興味をそそら

れるし、芸術のすばらしさというか、そういうものも、

やっぱり日本独特の技術として、あるいは芸術として認

識されるのではないかと思いました。

　本当に、久保先生、どうもありがとうございました。

すばらしい文化交流だったと思います。

　ありがとうございました。

司会：ありがとうございました。

　続きまして、華道家の佐々木康人先生より御報告いた

だきたいと思います。

　佐々木先生は、平成 6 年にいけばな教授者となられま

した。平成 15 年には池坊全米いけばな特派講師に任命

されまして、渡米されています。帰国後、国内外問わず

会員の指導を行ってらっしゃいます。

　また、国際交流基金などからの要請で、ミャンマー、

ベトナム、カナダ、アラブ首長国連邦にてデモンストレー

ション、講演会を実施され、平成 20 年には G8 北海道洞

爺湖サミット会場に作品を展示されていらっしゃいます。

　平成 22 年 9 月から 11 月まで、文化交流使として、ベ

トナム、タイ、シンガポール、マレーシアで活動いただ

きました。

　それでは、佐々木先生、よろしくお願いいたします。

佐々木 康人（華道家）

佐々木：ただいま御紹介いただきました池坊の佐々木康

人です。

　本日は、お天気の悪い中、お集まりいただきまして、

ありがとうございます。

　また、文化交流使として、さまざまな経験、また発表

の機会をいただきまして、文化庁の皆様には心から御礼

申し上げたいと思います。

　実際は、私、ここに花を持ち込んで花を生ければ、私

が何かしゃべるよりも一番皆様にはおわかりいただける

とは思うのですが、お時間の都合上、ちょっと言葉で説

明をしていきたいと思います。

　日本の心を花で伝えてというようなことで、実際に活

動をしてまいりました。

　活動の国としては、そこに書いておりますが、ベトナ

ム、タイ、シンガポール、マレーシア。ベトナムではハ

ノイとホーチミン、そして、タイではバンコクと、それ

とチェンマイに参りました。

　活動の期間は、そこに書いてございますが、平成 22

年 9 月 9 日から 11 月 14 日ということで、70 日間、時間

をちょうだいいたしまして活動をしてまいりました。

　その 70 日間で何をしてきたかというと、これはお花

の、日本の文化として生け花を紹介してくるわけですが、

一番主になるのはデモンストレーションということをい

たします。デモンストレーションというのは、この活動

の概況、ページ中ほどのところに書いておりますが、1

回 90 分を主体に、そこを「りっか」と読みますが、また、

ここは「なまばな」ではありません。これは「しょうか」

と読みます。自由花と言いますが、この 7 作を皆さんの

前でばっと生けていくという活動が主体になっておりま

す。

　今話した作品の写真なりをここで映写していただけれ

ばよかったなと思うのですが、実際に、これは海外でも
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思うことですし、帰ってきてから特に思うのですが、日

本の方で、今、生け花を見たことがない方がたくさんい

らっしゃるのです。イメージとしてはあると思います。

和のイメージとか、フラワーアレンジメントが洋のイ

メージであれば、生け花というのは和のイメージで、ど

ちらかというと古くさいのではないかというイメージが

あるかと思われますが、実際は、時代に応じて非常に大

きく変わっておりますので、実は海外に行ってデモンス

トレーションをする場合も、例えば舞台上に生けるお花

がバケツに入って並んでいる状態、1 本花をとりまして、

これのどこが美しいのですかという問いかけから始めて

いくことになります。どこの国にもお花屋さんはありま

すし、花を飾る習慣はあるのですが、どうして日本の一

つの文化としてなるぐらいな形に日本の生け花が発達し

ていったかということを、これのどこがきれいですかと

いうところから説明をして、そこで私たちが申し上げる

のは、これは命を持って太陽に向かって伸びているから、

これはすべて美しいのですよという話をします。

　それと同時に、生け花の場合は、お花です。非常に

きれいな、咲いているお花も使いますし、全く花のな

い、葉っぱを使っていく場合もあります。花のあるもの

も、葉っぱのあるものも、実際、1 本のバラを考えます

と、葉っぱがないと花は咲かないわけですね。そして、

逆に言うと、茎がないと葉っぱも花もありません。そし

て、根っこがないと、花自体は生きていけません。とい

うことから始めて、命ということから時を超えて、お花

を見る目、生け花の美観というものをお伝えするという

ところから始めます。それから初めまして、時代によっ

て大きくお花というのは変化しておりますので、さまざ

まな時代、極端に言いますと 550 年前あたりです。室町

年間の花に実態ができた花から現代の花まで、さまざま

なものをお見せするということをしていきます。ですか

ら、そこは全く生け花をしたことのない方、見たことの

ない方に説明をしてまいりますので、なるべくわかりや

すく、そしてスピーディーに花を生けていくということ

をデモンストレーションというのはしていきます。

　考えてみますれば、多分、こちらにいらっしゃる方で

生け花のデモンストレーションを見られた方は 1 人もい

らっしゃらないのではないかと今ちょっと思いまして、

実際に見ると、非常に興味深い、おもしろいものですの

で、長官、今度はぜひそういう機会を日本の皆様におつ

くりいただきたいと思いますけれども。

　そのようなデモンストレーションを主体に、あと、講

習会というものもしていきます。講習会の場合も、とり

あえず生ける一つの考え方とか、最初はやっぱり型のあ

るものでないと全く生けることはできませんので、その

ことを説明して、そして実際に生けていただくという行

為をしていきます。

　こちらの写真、婦人文化会館施設参加者への指導の様

子でございます。これは、いわゆるデモンストレーショ

ンというものではなくて講習会なのです。講習会をする

ときは、大体 30 名ぐらいが基準になります。30 人の方

がいて、これはベトナムの場合ですと、30 人の講習会

を、要するにその方たちはテーブルに座ってお花を生け

ていますが、その周りを 60 人ぐらいの方が椅子だけに

座って見ているという、それぐらいの応募者がありまし

た。ですから、非常に向こうでは興味が高いものがあり

ます。

　これは指導して、生徒さんの作品を手直ししている

ところなのですが、30 人の生徒がいる場合に、事前に

生徒が来る前に 30 人分の花器をテーブルに置きまして、

その中に花をとめる剣山というものも置いて、そして、

そこにはさみも横に置いて、そして生徒さんが生ける花

も全部、前日のうちに買ってきて、新聞紙でくみ上げて、

それを置いて、花を生けてもらうというような形ですの

で、生け花の仕事、私が行った仕事としては、教える仕

事もあれなのですけれども、そういうような準備の、肉

体労働にかかる部分が非常に多かったということがあり

ます。

　そして、あと、活動の場所なのですが、大きい場所で

はデモンストレーションは 700 人クラスのホールでいた

すこともあります。そして、今回おもしろかったのは、

下の写真なのです。これは、マレーシアのショッピング

モールでのデモと書いていますが、これはショッピング

モールの中にこのように、生け花のデモンストレーショ

ンをするステージをつくっていただきまして、そこで 1

日 4 回、これは 45 分ずつですが、そこで別に前振りも

なしに出ていって、そこで花を生けて、通りがかりの方

をどんどん引き込んでいってというような活動をいたし

ました。こういうのは滅多に、伝統文化として扱われて

いる場合はしないのですが、これからは日本でも大切に
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なるのではないかと思いました。

　それと同時に、見た方が日本の伝統文化としてとらえ

ていただいて、それで、見ただけでは私の仕事は終わり

ませんで、それを自分で生けてみたいな、やってみたい

なというふうに思っていただかないと、私ども、生け花

は生活文化ですから、これが続きません。ですから、そ

ういう意味で、このような試みは非常に大切ではないか

と感じました。

　あと、もう一度ページをめくっていただきたいのです

が、12 ページの、右のページの最後のところに何点か

感じたところを書いておりますが、1 番です。世代によ

り多様に受けとめられている日本文化とありますが、こ

れは今回、特に思ったのですが、ベトナムは、まだまだ

文化的には発展途上ですけれども、若い方が、もうやっ

ぱり iPod を持って、携帯電話をもう持っています。そ

して、どういうふうにして日本に興味を持ちましたかと

いうと、やっぱりアニメだったりするものが非常に多い

です。アニメが、もうベトナム語に翻訳されてありまし

た、漫画も。それを読んで日本に興味を持ったとかとい

うのが非常に多いです。

　それと同時に、これは実際にあったのですが、デモン

ストレーションを私がしたところで、午前中はコスプレ

ショーでした、そこのホールが。午後からは生け花ショー

だったのです。ですから、日本の伝統文化とポップカル

チャーが一緒になって今の若い方には受け入れられてい

ますから、その方たちがその国の主軸になっていくとき

に、一応私どもは伝統文化というカテゴリーになってい

ますが、やはりそういうことにとらわれないで、どれだ

け今生きている方にアピールしていくかということが非

常に大切なのではないかということを感じて帰ってまい

りました。

　ちょっと早口で大変申しわけございませんが、これで

私の報告にかえさせていただきます。

　どうもありがとうございました。

司会：佐々木先生、ありがとうございました。

　それでは、ただいまの御報告につきまして、青木先生

よりコメントをお願いいたします。

青木：花については、今、先生がおっしゃったように、

いろいろなところで花を使って、アレンジメントとか

ディスプレーをされますけれども、日本のやっぱり生け

花というのは独特の発達で、これは日本人の自然観とか、

あるいは生活観と、そういうものが全部あらわれている

一つの芸術だと思います。その点で、今、御報告を聞い

ておりまして、その面での理念とか、そういうことも含

めて示されたということを、非常に興味深く、また感銘

を受けました。

　特に、東南アジア諸国、私もよく知っておりますけれ

ども、日本とも非常に気候も違いますし、また花のあり

方も違いますから、そこで日本の独特の華道というもの

を示すということは、なかなか御苦労もあったかと思う

のですけれども、やはりこういうものは伝わっていくも

のではないかと。日本人は花というものについても、そ

れを単に飾るとか、それだけではなくて、道としてきわ

めるような方向があるということを、日本の精神文化と

いうか、そういうものにつながっているということを、

今日のお話だと伝えていらっしゃったようで、大変あり

がたいことだと思います。

　どうも、佐々木先生、ありがとうございました。御苦

労さまでございました。

司会：それでは、続きまして、落語家の笑福亭銀瓶先生

より御報告をいただきたいと思います。

　笑福亭銀瓶先生は、昭和 63 年、笑福亭鶴瓶先生に入

門され、大阪を中心に、テレビ、ラジオ、落語と精力的

に活動を行ってらっしゃいます。平成 16 年の秋に、映

画「血と骨」をご覧になったことをきっかけに、御自身

の中に韓国の血が流れていることを再認識され、独学で

韓国語の勉強を始められ、その 3 カ月後には韓国語落語

にチャレンジし、平成 17 年 2 月 22 日に、大阪朝鮮高級

学校において、初めて韓国語落語を行われました。平成

17 年からは毎年、韓国公演を行ってらっしゃいます。

　文化交流使としては、平成 22 年 10 月に韓国で活動い

ただきました。

　それでは、笑福亭銀瓶先生、よろしくお願いいたします。

笑福亭　銀瓶（落語家）

笑福亭：初めまして、笑福亭銀瓶と申します。

　落語家ですから、本来ですと着物でおしゃべりするの

が妥当なのですが、今日は報告ということですので、スー

ツで失礼をいたします。決して文化庁の職員ではござい

ませんので。よろしくお願いいたします。

　僕は、2005 年から韓国語での落語をスタートさせて

おりまして、それ以降、毎年、韓国で公演をさせていた

だいております。大体 1 週間の講演が主だったのですけ

れども、学校を中心に行きまして、韓国の大学は、日本

語学科がほとんどの大学にあるのですけれども、ですか

ら、韓国語で 1 席、そして、別の落語を日本語で 1 席と、

こういう形で講演を続けてまいりました。

　そして、このたび、おかげさまで、昨年 10 月、1 カ月

間、韓国に滞在しまして、最初は釜山に行きました。釜

山を拠点にいろいろなところで講演しまして、その次
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にソウルに行きました。ソウルでは 2 週間滞在しまして、

ソウルを拠点に、またたくさんの学校に行きました。最

後はチェジュ、済州島です。済州島で 1 週間滞在しまし

て、1 カ月間で 20 講演させていただきました。多いとこ

ろは 300 人から 400 人、少ないところでしたら 50 人とい

うこぢんまりした会場もありましたが、20 講演で延べ

約 3,500 人の方々に落語を聞いていただきました。

　よく言われるのです。落語というのが韓国語でやって

伝わるのですかと言われるのですけれども、皆さん勘違

いしてらっしゃる、落語というのが単なる言葉遊びによ

る笑いだというふうに思ってらっしゃる方が多いのです。

例えば小ばなし。「ハトが何か落としていったな」「ふう

ん」という。「隣の家に囲いができたな」「へえ」。「隣の

家に塀ができたな」「かっこいい」という、こういうも

のは駄じゃれなのですけれども、これは日本語だから成

り立つのですが、もちろんこれを韓国語に翻訳してやっ

ても、韓国人は何のこっちゃ、わかりません。どういう

小ばなしが、小ばなしもやるのです、落語の前に。

　例えば、「まあ、すてきな絵だわ。これはゴッホね」「奥

様、そちらはルノワールでざいます」「まあ、これもル

ノワールね」「そちらがゴッホでございます」「これはわ

かるわ。これはピカソね」「それは鏡でございます」（会

場笑う）ありがとうございます。ほっといたしました。

これで笑いがなかったらどうしよう思いまして。

　こういうのは、韓国語でやってもちゃんとわかるわけ

です。もちろん、英語でやると、アメリカ人、イギリス

人は笑います。こういう話をやるわけです。

　今回は、韓国語では「時うどん」、江戸落語の「時そ

ば」です。それから、「犬の目」。そして、去年新たに覚

えました「いらち俥」という、人力車の落語なのですけ

れども、人力車は、実は韓国にも昔はあったのです。植

民地時代に日本から持ち込まれたそうですけれども、人

力車は韓国語でインリョッコと言いますけれども、では、

実際に僕が韓国語で「いらち俥」、韓国語のタイトルは、

チョンガイインリョッコ。チョンガイというのは弾丸と

いう意味です。インリョッコ、人力車、弾丸人力車。こ

れは、向こうのタクシー、韓国でタクシーに乗った方い

らっしゃいますか。いらっしゃる。すごく飛ばすでしょ

う。韓国のタクシーは本当に飛ばすのです。韓国人は、

飛ばすタクシーのことをチョンガイテクシー、タクシー

はテクシーと言うのですけれども、弾丸タクシーと言う

のです。ですから、弾丸人力車、チョンガイインリョッ

コというタイトルでやりました。

　チャンウォンという町がございます。釜山から車で

約 1 時間の町なのですが、そのチャンウォンにあります

チャンウォン大学校で講演したときの様子をちょっと映

像でごらんいただきましょう。私の優秀なマネジャー、

高橋でございます。

　それでは、お願いいたします。

＜以下、映像を映しながらの説明＞

　「なに、足が早いのを見せるために近所を一周してき

た？ああ、おまえ気に入った。おれ、ちょっと急いでい

るからソウル駅まで行ってくれ。ここから北や。北に向

かって行ってくれ」「わかりました、北ですね。私の人

力車は速いから、振り落とされんようにしっかりつか

まっておきなはれや」「わあ」と言っています。「うわあ、

早いなあ。おまえ、ほんま早いな」「早いのはだれにも

負けません」。

　今、笑い声あったでしょう。はい、もういいです。照

明を上げてください。今、笑い声聞こえました？あれは

何も後から入れたのちゃいますよ。ほんまにここの笑い

声ですからね。

　今のところは、人力車、すごく早い人力車ですね。こ

の人力車の車夫が、私はだれにも負けませんと。ここは

ちょっと韓国用にせりふをアレンジしたのですが、この

間、KTX、韓国の新幹線ですね。KTX と競争して、テジョ

ンで抜いたと言うてるんです。そうすると、お客さんは

笑ってくれたわけですけれども。

　この後は、この速い速い人力車が、ソウル駅に向かえ

と、ソウル駅に行ってくれ、ここから北やと言われて行っ

た人力車が、そのままピョンヤンまで行ったという、そ

ういう落ちになっておりまして、その辺のところも、韓

国人向けにやるからちょっと、日本でやるときよりもせ

りふを変えて、アレンジするということはありますね、

ほかの落語でもそうですけれども。

　もちろん、落語という芸は日本にしかございません。

日本のたくさんある文化の中でも本当に固有の、誇るべ

き文化だと思っております。日本人が想像力の豊かな民

族だったからこそ、そして日本語という非常に豊かな表

現力の言語だからこそ、この落語というものが生まれた

のだと私は思っています。

　韓国にはこういう芸はございません。昔、漫才はあっ

たそうです、韓国にも。最近は、もう漫才もほとんどな

いそうですが。

　落語を初めて見る人たちの前で落語をする。当初は不

安もあったのですが、大変興味深く見てくれて、笑うべ

きところは、日本人が落語を聞いて笑うのと同じように、

先ほどのように反応がございました。とても韓国人は喜

怒哀楽の激しい民族なのです、それはもう御承知のよう

に。

　「犬の目」という落語があるのですけれども、これは

SF なのですけれども、目の悪い人がある眼科に行くの
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ですが、そこの治療はまことに手荒いのです。目を一た

んくり抜いて、洗って、きれいにしてまた入れるという、

そういう治療法なのですが、日本語で我々、普通に日本

でやります。「今からその皿の中に君の目玉をくり抜く」、

こういうせりふがある。「大丈夫ですか」「大丈夫や、す

ぐに終わる」。日本でやると、普通に聞いてくれるので

すけれども、韓国で、これを韓国語でやるのです。「そ

の皿の中に君の目玉をくり抜く」、「クーチョプシヤネ　

タンシンヌナヌ　エヌンヌグエヨ」と、こう言いました

ら、学生がうわっと言うのです。それでせんすを持ちま

して……。何ですか。間もなくお時間。ああ、そうです

か。ありがとうございます。

　もう、はしょります。とにかくそういう、すごいので

す。だから、やっていて、もう、楽しくなってくるので

すけれどもね。

　僕は、なぜ韓国語落語を始めたかというと、ルーツが

韓国なのです。いわゆる在日コリアン、在日韓国人。今

は帰化して日本国籍を取得しておりますけれども、言葉

が話せないということで、韓国に行ったときに大変距離

を感じました。それで、ルーツの国との距離を縮めるた

めには自分が言葉をマスターする以外にないなと思いま

して、それから勉強を始めました。韓国語を勉強してい

るうちに、じゃあ、落語をしようと。落語をやって、もっ

と勉強になるだろうし、そして韓国人を、日本の文化で

ある落語で、韓国語でやることによって韓国人を笑わせ

たい、楽しませたいと思うようになったのですね。そう

やって 2005 年からやっているうちに、少しずつ自分が

ルーツの国に近づけている。そういう個人的な満足。

　そして、もう一つは、日本の文化というものを、また

韓国人に少しずつ紹介できているなと、大変ありがたい

時間をいただいているなと満足しております。これから

も、もっともっと精進していきたいと思っております。

　最後でございますが、4 月 30 日に内幸町ホールで私

の独演会がございますので、もっと聞きたいという方は、

ぜひそちらに、入場料は 3,000 円となっております。チ

ラシがそこに置いてありますので、ひとつよろしくお願

いいたします。

　ありがとうございます。

司会：笑福亭銀瓶先生、ありがとうございました。

　青木先生、よろしくお願いいたします。

青木：これはすばらしいですよね。今のお話を聞いてい

ても、落語というのは日本独特の芸術というか、話芸と

いいますか、語りですけれども、それが韓国でどう通じ

るかということ。それから、韓国語でもおやりになると

いう、ルーツもそうだとおっしゃいましたけれども、両

方の文化を、かけ橋というか、架橋するような、すばら

しい文化交流のあり方だと思って、これは、日本にとっ

ても、あるいは韓国にとっても、今後、日韓の関係にお

いても大きな励みになるし、また希望が生まれてくるの

ではないかという、そういう感銘を受けました。

　ただ、落語というのはおもしろくて、毎年いらっしゃ

るのですけれども、アメリカで落語を、英語でやられる

方もいますし、それから日本語でやって、字幕つきで、

先ほどの義太夫なんかでも、おやりになる方もいて、こ

ういう独特の話芸というのがいろいろな文化の中に、そ

れぞれ、おっしゃったようにあることはあるのですけれ

ども、日本の落語というのはやっぱり非常にユニークな

文化で、それを日韓両国の間で、韓国語と日本語を使っ

てやられる、このような方がいらっしゃるとは私、今日

まで余り知らなかったのですけれども、本当にすばらし

いと思います。

　銀瓶師匠、本当にありがとうございました。御苦労さ

までございました。

司会：ありがとうございました。

　それでは、休憩まであと 3 人の方に御発表いただきま

す。

　続いては、版画家の野田哲也先生に御報告をいただき

ます。

　野田先生は、昭和 53 年から 29 年間、東京芸術大学美

術学部版画研究室で教鞭をとられました。その間、カナ

ダやアメリカでも指導に当たっておられます。現在は東

京芸術大学名誉教授となられています。

　昭和 43 年の東京国際版画ビエンナーレを初め、各地

の国際展で受賞をされています。また、第 5 回英国国際

版画ビエンナーレ、第 10 回ソウル国際版画ビエンナー

レなどで国際審査員を務めてらっしゃいます。

　平成 15 年には紫綬褒章を受章されました。



24

　野田先生には平成 22 年 12 月から 23 年 1 月まで、文化

交流使として、イスラエルとイギリスにて活動いただい

ております。

　それでは、野田先生、よろしくお願いいたします。

野田　哲也（版画家）

野田：野田哲也です。

　10 分間だけというふうに聞きましたから、先ほど銀

瓶さんに、10 分間というのは難しいですねと話してい

たのです。そうしたら、銀瓶さんが、いや、そこにデジ

タルの時計があるから、あれを見ればいいですよと言わ

れたのですが、やはり、話を始めると時計など見ておら

れませんよね。僕はもう、話す時間はないのではないで

すか。ありますかね。

＜以下、写真を映しながらの説明＞

　僕は 12 月から 1 月にかけて、イスラエルとイギリス

に行かせていただきました。実は妻がイスラエル人なも

のですから、妻も同行させていただきました。柏に住ん

でいるものですから、それでは成田までは車で利根川沿

いに行けばいいと思いまして、利根川沿いに行くことに

したのですけれども、その日起きましたら雨で、これは

嫌だなと思ったのですね。これは嫌だなと思ったからい

けないのか、運転しているときにだんだん暴風雨になり

まして、前も見えなくなるような暴風雨になりましたの

で、一時車をとめて待機しました。一時どうなることか

と思いました。

　イギリスでもまた雨ばかりで、僕、雨男と言われてい

るものですから・・、だから、僕、今日来なかったら雨

降らなかったかもしれませんね。これは成田までの途中

の写真です。幸いに、イスラエルのエルサレムに着き

ましたら、日本晴れ、・・ではなくてイスラエル晴れで、

このように大変天気がよかったので安心しました。

　イスラエルでの僕の活動は、ヘブライ大学ではじまり

ましたが、このように、開会式にはヘブライ大学の名誉

教授の日本学の第一人者、去年の国際交流基金賞を受賞

されたシロニー先生が来て下さって、僕を紹介していた

だきまして、そして僕は続きまして、このように自分の

作品について話させていただきました。

　ちょっとよく見えないかもしれませんけれども、妻も

一緒でしたからね。何もしないというのもどうかと思い

まして、少し手伝ってもらおうと思いまして、作品のキャ

プションなどを読んでもらいました。大変助かりました。

　僕の活動といいますのは、ワークショップと、それか

ら伝統木版画の技法の実演です。それと自作の講演とい

う 3 本立てでさせていただきました。ワークショップの

前には、これまたエルサレムは砂嵐になりまして、何と

いうのでしょう、雨も降りましたので、砂嵐雨というの

でしょうか、もう、アラビアのロレンスかなんかの映画

を思い出しましたけれども、こんなふうに窓も砂でいっ

ぱいになりました。

　ここでのワークショップは、隣にあるベツァレル美術

アカデミーというところとジョイントワークショップと

して、ベツァレル美術アカデミーで実施をさせていただ

きましたので、この写真は、嵐の後、ヘブライ大学から

ベツァレル美術アカデミーに和紙とか版木とかを運んで

いるところです。

　これがヘブライ大学とのワークショップですけれども、

版木には桜の木を使うというわけにはいきませんので、

シナベニヤを使いました。それから、日本から送りまし

た材料、和紙とか、それから竹の皮、竹ぐしとか、そう

いうものを使って進めさせていただきました。バレンを

つくったりもしましたけれども、ヘブライ大学には、普

通は実技というカリキュラムはないので、ヘブライ大学

の学生が一生懸命やったのは大変印象深かったことを覚

えております。

　これは、ハイファのティコティン日本美術館というと

ころです。ここでも同じようなことをやったわけですけ

れども、伝統木版画において、下絵が左右逆にならない

ように、下絵を和紙に描いてそれを裏返しにして版木に

貼りつけるわけですが、その貼りつけたときに、下絵が

裏から見えないものですから、裏の和紙をむいて見える

ようにするわけですけれども、こういう技法とか、それ

から、一文字ぼかしの技法ですね。北斎とか広重がたく

さん使っていますこれらの技法には大変受講者は感動し

たように思います。

　それから、竹ぐしとか竹の皮を使って小さい、絵の具

を溶く、溶き棒と言うのですけれども、ここでそれを作っ

たり、それから、向こうの材料を使って、ナイロンのひ

もとか、そういうものを使ってバレンをつくってみたり

などもしました。

　これは、技法の実演の中の 1 枚なのですけれども、技

法の実演では、日本から広重の古い版木を持っていって

実施しました。これは、先ほどのヘブライ大学、これは、

北にありますハイファの日本美術館での光景です。普通

は表だけに水分をやりますと、版木というのは反る可能

性がありますので、裏にも水を引かなければならなくて、

これはそのことについて説明しているところですし、ス

ライドにありますのは歌麿の「蚊帳美人」という作品の

彫り方などを説明したわけです。

　これは、自分の作品についての講演です。
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これは、ロンドンです。ロンドンではロンドンメトロポ

リタン大学で、ここは版画の、特に大学院クラスの学生

が対象でしたから、イスラエルに比べると非常に進行は

スムーズにいきました。

実際、学生が摺るのをこういうふうに指導したりするわ

けです。

それから、バレンをつくったりもしてみました。

　これは、実演です。ロンドンですけれども、皆さん非

常に熱心で、ノートを持って、一々、ちょっとしたこと

でもノートにとるというような感じでした。

これは北斎の赤富士、通常、赤富士と言われる富嶽

三十六景の中の一つですけれども、これについて説明し

ているところです。

　これは、自分の作品のプロセスを説明しているところ

なのですけれども、こういうふうに自分の作品を説明し

ましたので、伝統木版画の技法と現代の写真製版の技法

を併用して使っていることなどについて、ロンドンでは

多くの質問がありました。これは、やはり伝統木版画の

紹介だけでしたらば、古い印象だけを残したかもしれな

いとも思われるのですけれども、こういうことをやって、

現代の日本の文化のことも少しでも伝えることができた

のではないかと思います。

　それでは、最後に、ロンドンで版画の主任の先生が撮

りましたビデオを、見ていただきながら僕の報告を終わ

らせていただきたいと思います。

＜以下、動画を上映＞

司会：野田先生、どうもありがとうございました。

　青木先生、よろしくお願いいたします。

青木：すばらしい御報告ありがとうございました。野田

先生の版画の手ほどきを受けるイスラエルとイギリスの

人たちは大変幸福な感じがいたします。

　版画というのは、いろいろなところにあるようで、日

本独特に発達した一つの芸術だと思いますが、先ほど北

斎とか出ていましたけれども、それを現在、日本で、第

一線でやっていらっしゃる野田先生が手ほどきされて、

技法をちゃんと実演されて教えられるという、こういう

文化交流というのは、日本の文化にとっての交流にとっ

ては非常に大きな意義があるかと思います。

　これまでお聞きしたさまざまな先生方の御報告もそう

ですけれども、こういう日本が誇る芸術を、実際に技法

として、フェース・トゥ・フェースで伝授されるというか、

そういうことの重要性というものを改めて感じました。

　野田先生、本当にどうもありがとうございました。御

苦労さまでございました。

司会：ありがとうございました。

それでは、続きまして、アニメーション作家の山村浩二

先生に御報告いただきたいと思います。

　山村先生は、東京造形大学を御卒業後、多彩な技法で

短編アニメーションを制作されていらっしゃいます。代

表的な作品である「頭山」は、アヌシー、ザグレブ等六

つのグランプリを受賞し、第 75 回アカデミー賞にノミ

ネートされております。また、「カフカの田舎医者」が

オタワ、シュトゥットガルドなど七つのグランプリを受

賞されるなど、国際的な受賞は 60 を超えてらっしゃい

ます。

　現在は、東京芸術大学大学院映像研究科で教鞭をとっ

てらっしゃいます。

　平成 22 年 11 月から 12 月まで、文化交流使として、カ

ナダにて活動をいただいております。

　それでは、山村先生、よろしくお願いいたします。

山村　浩二（アニメーション作家）

山村：紹介あずかりました山村です。

　ちょうどクリスマス前になりますけれども、氷点下、

マイナス 12 度という日も続きました寒いカナダで活動

させていただきました。

　アニメーションというのは、先ほども少しお話があり

ましたけれども、世界中で、ポップカルチャーとして、

特に日本のテレビのアニメーションがたくさん上映され

ているものですから、今や日本のサブカルチャーをすご

く代表するというようなとらえ方もされているかと思い

ます。今回、日本文化を伝えるという立場でカナダのほ

うに行くというよりは、僕自身がアニメーションという

ものに目覚め、自分自身の創作のいつもお手本になって

いたのが、実はカナダのアニメーションだったので、文

化の恩恵を受けた土地への旅でした。
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　カナダのフィルムというのは短編のアニメーションが

中心です。短編のアニメーションというのは、ポップカ

ルチャーであるテレビのアニメーションとかなり違いま

す。なかなかこれは、言葉で説明するのは難しいのです

が、同じアニメーションという技法を使っていても、例

えば文章だと、同じ言葉を使っても、俳句とライトノベ

ルがあるように、それぐらいの違いがあります。ですか

ら短編というのは俳句のように非常に短い形式の中に一

つの世界を凝縮するようなもので、そしてまたビジュア

ルアートとしての芸術性、造形の美術としてのアニメー

ションの可能性というものを追求していて、特にカナダ

の作品というのは、いろいろなマテリアルをアニメー

ションの中に使って動きを再現するかという実験を続け

てきています。

　今回、文化交流使の受け入れ先となったのが、カナダ

国立映画制作庁、こちらはカナダの国営のスタジオです。

ここはもう歴史が 70 年以上あり、戦前から続いている

由緒あるスタジオです。

　カナダという国は、隣にアメリカという、映画大国が

控えていますから、当初はアメリカに負けないように国

を挙げて映像文化を育てようという目的と、あとは戦時

中なので、プロパガンダ的な意味合いもあったようです

が、その中で、ノーマン・マクラレンという実験アニメー

ションの作家をイギリスから招き、アニメーション部門

をつくりました。マクラレンのスタイルというのは、フィ

ルムに直接絵をかいたり、ひっかいたり、人間を 1 こま

ずつコマ撮りしたり、とても実験的な手法を、それも少

人数で、アメリカの産業として分業でつくっていくアニ

メーションとは全く違うつくり方をしていたので、その

マクラレンの影響というのもありまして、個人で制作す

るというスタイルがカナダのスタジオでは主流になって

います。そういった影響を僕も受けまして、個人制作で

アニメーションをつくるという方向をずっと歩んできた

のです。

　まさに自分の制作のモチベーションとスタイルのお手

本を与えてくれたカナダでの活動だったのです。

＜以下、写真を映しながらの説明＞

　ご覧のように、年末、嵐が 3 回ぐらい来まして、雪が

60 センチぐらい積もる日がありました。とても寒い中、

主に NFB があるモントリオールを中心に、カナダ主要

の 4 カ所、トロント、バンクーバー、オタワで公演、そ

して上映を行いました。モントリオールでは、アニメー

ションの原画の展示もさせていただきました。

　最初にトロントで、リール・アジア国際映画祭で特集

上映と講演をしました。NFB のメディアテークという

場所で講演をさせていただきました。メディアテークの

月報にも、僕の作品の『頭山』の写真が使われています。

主には『頭山』と、先ほど御紹介いただいた『カフカ田

舎医者』という 2 作品の制作プロセスを中心に話をさせ

ていただきました。

　『頭山』は、落語を本当にベースにして、実は、語り

は落語家の方にお願いしていないのです。浪曲師の国本

武春さんという方にお願いしました。僕自身、こういっ

た日本の伝統芸能の素材をアニメーションに使ったのは、

この『頭山』が初めてなのです。自分自身はそれほど古

典芸能に通じているわけではなくて、子供のころ落語が、

笑い話として、読み物として好きだったものですから、

それで『頭山』のストーリーがずっと頭の片隅に残って

いまして、30 代後半になってからこの話をアニメーショ

ンで制作したいなと思いたったわけです。

　アニメーションフィルムというのはいろいろな国で上

映される機会がありますので、僕自身が映画祭や審査、

講演などで行く機会もありますけれども、フィルム自体

がもうひとり歩きして、たくさんの方に見ていただいて

いて、日本のストーリーテリングのおもしろさというも

のも知らず知らずに広がっています。ですから、カナダ

に行っていろいろな大学で講演をしましたけれども、そ

れぞれ学生さんは、既に僕の作品をよく見てくれていて、

とても歓迎を受けました。

　ですから、一つ思いますのは、今までストーリーとい

うものが、その昔は口伝というか口移しで伝えられた時

代から、19 世紀になって小説、文字で伝える時代、そ

して今は映像で伝えていくという、伝えるメディアの移

り変わりがあります。伝統を伝えていくアニメーション

というのは 1 個のメディアという乗り物ではないかなと

いうふうに感じています。

　映画祭ですので、観客の多くはフィルム・ディレクター

ですとか映像を勉強している方で、専門的な話を中心に、

講演後も質問がとぎれることなく続くという感じでした。

　そして、バンクーバーでは、エミー・カー美術大学と

いうところで講演と上映をさせていただきました。この

大学でこの講義室が講演でいっぱいになったのは初めて

だと言われたのですが、とても歓迎を受けまして、学生

さんも、講義が終わった後もずっと質問と、あとは僕の

作品を知っているからか、サインを求める学生も列をつ

くり始めて、講演が終わってからも 1 時間以上、壇の下

でお話が続くというような状況になりました。
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　当初予定していなかったのですが、急遽、オタワの日

本大使館での講演も滞在中に話が決まりまして、内容的

にはほぼ同じ講演を大使館の講堂のほうでさせていただ

きました。こちらは、比較的日本文化に興味があるとい

う一般の方の来場が多かったので、また違ったアニメー

ションのおもしろさというのを見ていただけたかなと思

います。

　もう大分時間が迫ってきました。

　こちらは、モントリオールでの展覧会のスライドです。

　では、ちょっと足早に送らせていただきます。

　こちらの原画展は、滞在後も 2 カ月間展示をしていた

だきまして、多くの関係者の方、モントリオール在住の

方に見ていただきました。

　ここで、とても感動的だったのは、僕は 15 歳のとき

にカナダのフィルムを見てアニメーション芸術に目覚め

たわけですが、そのときに見た『心象風景』という作品

の作者でジャック・ドルゥーアンという監督がいるの

ですが、彼が、このシネマテークのオープニングのパー

ティーにも来ていただきました。僕はそこでスピーチを

させていただいたのですが、まさに自分がこの道を歩む

ことになったきっかけである作家にこうして、カナダで

出会えたことの喜びがありました。そしてまた、NFB と

いう国営のスタジオの中で、ジャック・ドルゥーアン

の技法を引き継いで映像をつくっているミシェル・レ

ミューという作家がいまして、彼女や他の多くの作家た

ちとの交流もあり、僕としては、日本とカナダのディ

レクター同士の双方の交流というのも大きな成果であり、

自分自身実りある出会いがたくさんあった滞在でした。

　文化交流というのは、何か一方的に一つの文化を伝え

ることではなくて、このように自分自身が影響を受けた

ものが一つ形になって、カナダにこうして恩返しのよう

な形で活動ができたのが、相互の関係で成り立つことも

あるということです。きっとまた、僕の講演を見た学生

たちも、もしかすると僕の作品の影響を受けて、20 年、

30 年後、何かしら、違った形の作品ができ上がってく

るのではないかと想像を馳せました。

　なかなか文化の交流の成果というのは簡単には目に見

えません。だから多分、20 年、30 年ぐらいのスパンで

見ていくと、それぞれの成果というものが少し見えてく

るのかなと、自分自身の経験と照らし合わせて感じまし

た。

　これで報告を終わらせていただきます。

司会：山村先生、ありがとうございました。

　それでは、青木先生、お願いします。

青木：今のお話、大変興味深く拝聴いたしました。

　ただ、山村先生が、思わず何か、アニメーションのよ

うなサブカルとかおっしゃっていたので、僕は全くそう

とは思いません。謙虚におっしゃったのか、どういう意

味か、はかりかねますけれども、アニメーションはもう、

現代日本文化を代表する文化であって、アートであって、

いわゆるサブカルチャーではないですよね、もう。メ

ジャーカルチャーに入ってきて、それはいいのかどうか、

それはいろいろと、アーティストの方の御意見はあるか

と思いますが、しかも、今おっしゃったように、カナダ

の作家の影響を受けてアニメーションを志し、また、山

村先生の影響がまた、カナダやアメリカやいろいろなと

ころに伝わっていって、まさに本当の意味での文化交流

の形が見えてくるような、そういうお話でしたね。

　それから、やはり、世界どこに行っても、日本のアニ

メーションの監督、あるいはアーティストがいらっしゃ

るとなると、これはどこも満員になります、これはもう

世界中で。それくらい現代日本のアニメーションの評価

は高いし、また人気があるし、また、それを見たいとい

う、作家にも会いたいという人たちが多いわけですけれ

ども、今回の御報告をいただきまして、まさにそれを文

字通りいかれたような印象を受けまして、これもすばら

しかったと思います。

　ただ、僕は、アニメーションはサブカルチャーでは全

くなく、メジャーカルチャーだと思っています。漫画も

含めて、現代日本を代表するカルチャーだと思いますが、

先ほどの山村先生のお話だと、それがやはり落語とか、

いろいろな伝統芸能などと結びついているということで、

これもすばらしいことだと思いました。

　どうも本当に、山村先生、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、香道志野流 21 世家元継承者

の蜂谷宗苾先生に御報告いただきたいと思います。

　蜂谷先生は、幼少期よりおじい様とお父様のもとで研
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さんを積まれ、平成 14 年より大徳寺松源院にて修行の

後、21 世家元継承者となられました。

　現在、全国の教場での教授、また、世界各地での講演

を通し、香道の継承及び日本文化の啓蒙に取り組んでい

らっしゃいます。

　蜂谷先生には、平成 21 年 9 月から平成 22 年 3 月まで、

文化交流使として、フランス、ドイツ、イタリア、アメ

リカ、中国、ルクセンブルグ、フィンランド、バーレー

ンと、8 カ国にて活動をいただきました。

　それでは、蜂谷先生、よろしくお願いいたします。

蜂谷　宗苾（香道志野流21世家元継承者）

蜂谷：御紹介ありがとうございます。

　まずもって、このたびは文化交流使というすばらしい

機会を与えていただきまして、本当にありがとうござい

ました。

　この活動は、私にとって以前からの願いでありまして、

それまでも個人では各国で活動をしてまいりました。今

回は、文化庁からの依頼を受けましたので、本当に私自

身は、この家に生まれて、文化というものを命がけで守っ

て、残していこうという気持ちでおります。そういった

ことを国の依頼として受けたということをとてもありが

たく思いました。

　私が中心として活動したのは、フランスです。やはり

イメージとして、香水など皆様も思い浮かべると思いま

すけれども、とても香りについて興味を持っている人が

多かったです。香水だけではないですね。ワインもそう

です。

　一つおもしろいエピソードとしましては、香木という

ものは何年物かということをよく質問を受けました。た

だ、それ自体は私自身もわかりません。ひょっとした

ら 500 年たっているかもしれないし、1000 年のものも

あるかもしれません。長ければいいというものではない

のですが、そういった香木、これは地球の恵みですので、

ちょっと、茶道や華道と私たちが違うと思うのは、限ら

れた資源を使っている文化ということなのです。した

がって、この香木を使い過ぎて、この地球上からなくなっ

てしまったら、今まで 500 年近く続いてきた、この香道

という文化もなくなってしまう。そういった思いで活動

しております。

　これは、ドイツですけれども、小さなワークショップ

だけではなく、大きな会場で講演もしてまいりました。

私自身の思いとしましては、やはり、本物を伝えるとい

うことが大事だと思いました。なかなか、日本で行うよ

うに、香道というそのままを表現するのは難しいのです

けれども、限られた環境の中で、なるべく本物に近いも

のを伝えるよう努力しました。

　これは、バーレーンです。ヨーロッパ、アメリカだけ

ではなく、私は、この機会にぜひ中東に出かけて、中東

で日本の香りの文化を知ってもらいたいという気持ちが

ありました。というのは、過去数百年、1000 年以上に

わたって、この香木というものを使用してきた国々は、

東南アジア、仏教国です。中国、そして日本だったので

す。それが最近のニュースを読みまして、中東のほうで

この香木がたくさん使われているということを耳にしま

したので、実際、自分の肌で、どういったふうに使われ

ているのか知りたくて行ってまいりました。

　こちらが香木ですけれども、大体、本当に、何十セン

チあるか、とても大きい香木です、これは。こういった

ものは、今は既にとれないのです。とり尽くしてしまっ

て、そして、もし仮にこの大きさの香木ができ上がる

ためには、50 年、100 年、ひょっとしたらそれ以上かも

しれません。使うのは一瞬です。私たち香道の世界では、

本当に数ミリ単位の香木にして、その香りを鑑賞します。

　ただ、中東では、このままこれは使いませんけれども、

こぶし大の大きさに割って、それを火の中に入れてしま

うのですね。そういったことを実際目にしてきました。

　今はオイルマネーでたくさんお金がありますから、彼

らは輸入していますけれども、その使い方をしていると、

果たして何年、この香木が残されるのか、すごく心配に

なります。

　ということで、交流使ということでもありましたので、

彼らにもっと、この香木というものは大事に使わなけれ

ばいけないよということも伝えてきました。

　もう時間がないのですよね。短くまとめたいと思いま

すけれども、今回、半年間海外にいて肌で感じたのは、

やはり、日本にはすばらしい文化がたくさんあって、そ

れを海外の人たちはしっかりとわかってくれる。私自身、

年齢は若いですけれども、香道というものを父からこれ
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から受け継ぎますけれども、そういった人物に対しても、

きちんと尊敬の気持ちを持って応対してくれます。

　ただ、それを介して、ふだん自分が日本におりますと、

なぜか自国の文化、こんなにすばらしい文化がいっぱい

あるのに、日本人は気づいていない。大事に思う気持ち

が整っていない、そういったことを海外に行って思いま

した。

　そういった気持ちを私は自分の心に持って、そして一

生をかけて香道文化というものを、世界中のみならず日

本のみんなにも伝えていきたいと心に思いました。

　御清聴ありがとうございました。

司会：蜂谷先生、ありがとうございました。

　それでは、青木先生、よろしくお願いいたします。

青木：どうも、蜂谷先生、ありがとうございました。

　香りというかにおいというのは、文化によって非常に

評価が違うのですね。だから、いろいろな国に行って、

最初に空港から町に入ったときも、あるいはどこかの村

に行ったときも、あるいは人に会ったときも、ぱっと感

じるにおいというのは独特のものがあって、それに耐え

られる場合もあればすばらしいと思う場合もあって、に

おいと文化というのは非常に分かちがたく結びついてい

ると思いますが、そのにおいについても香りという形で、

日本は香道という一つの伝統文化に、芸術的なものに高

めてしまう。こういうのはなかなか世界では見られませ

ん。ただ、ヨーロッパ、フランスのように、香りを香水

として開発してきたことはありますけれども、やはり独

特の伝統文化としてこれまで培ってきた、こういうもの

が日本にあるということを、異文化の国、先生はいろい

ろな国、フランス、フィンランドから中国、バーレーン

までお歩きになっているのですが、それぞれ違う文化の

中でディスプレーをされたということは非常に意義があ

ることではないかと思います。私も一遍つながってみた

いと思います。

　香りを伝えるというのは、いろいろな雰囲気もあり、

流動的な面もあるとは思いますので大変な面もおあり

だったかと思いますが、6 カ月、御苦労さまでございま

した。どうも本当に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、ただいまより休憩とさせていただきます。

青木：その前に一言よろしいですか。この先生の報告を

見ると、元長官でいらした河合先生が、この香りについ

て非常に熱心に、熱意のこもった表情をされていたのに

対して、文化庁の皆さんは無表情であったと書いてあり

ますが、文化庁は、文化をやっていても全然反応しない

というか、感情もなくて無表情だということでしょうか。

あるいは、逆に、能面のような日本文化と言ってもいい

かもしれませんね。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、ただいまより、尺八演奏家の三橋貴風先生

より御報告及びデモンストレーションを行っていただき

ます。

　三橋先生は、佐々木操風先生、岡元竹外先生に師事さ

れ、尺八の古典曲を学ばれました。昭和 55 年の第 1 回リ

サイタルにより文化庁芸術祭優秀賞を受賞されています。

また、平成 3 年にソロ CD「竹林奇譚」によって文化庁

芸術作品賞を受賞されているほか、平成元年には文化庁

芸術祭賞を、平成 21 年には文化庁芸術祭大賞を、平成

22 年には文化庁芸術選奨を受賞されてらっしゃいます。

　また、サイトウキネン・オーケストラとのニューヨー

クカーネギーホールでの協演や、もと聖飢魔Ⅱのデーモ

ン閣下とのコラボレーションのプロデュース、また、新

尺八の開発も手がけてらっしゃいます。

　三橋先生には平成 22 年 2 月から 3 月まで、文化交流使

として、ブラジル及び韓国で活動をいただきました。

　それでは、三橋先生、よろしくお願いいたします。

三橋　貴風（尺八演奏家）

三橋：尺八の三橋貴風でございます。

　まず、ちょっと演奏のほうを先にさせていただこうと

思います。

＜尺八演奏＞

　ちょっと短く演奏させていただきましたけれども、今

の曲は、実は現代音楽でございまして、諸井誠さんの作

曲の「竹籟五章」という曲なのです。今の作曲者の公認

のアンコールバージョンなのですけれども、それにし

てはちょっと長いのですが、多分 6 分ぐらいだと思うの

ですけれども、実は、この作品は 1964 年の作品なので、

もうすぐかれこれ 50 年近くなりますので、必ずそのう

ちこの曲は、多分古典になるだろうと私は思っておりま

すけれども。

＜以下、写真を映しながらの説明＞

　実は、今回、もう写真が出ておりますけれども、通常、

私たちは、海外公演をするときには、いわゆる演奏旅行

でツアーになるわけでして、本当に、乗り打ちと言うの
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ですけれども、交通機関に乗って、それで公演を打って、

それで、泊まってまた翌朝乗ってということを繰り返す

わけです。乗り打ちとそれを言いますけれども、ある意

味では交流使の活動というのは、言ってみれば定点観測

ができるということで、非常に貴重な機会を持たせてい

ただいたのですが。

　私事ですけれども、自分が最初に海外公演というもの

をやらせていただいたのが 1972 年でございました。や

はり、これは文化庁の助成の公演だったのですけれども、

その当時は、実は尺八という言葉は一切海外で通用しな

かったのです。だれも知らない単語で、もちろん音楽関

係者も、現代音楽の専門家もだれも知らない状態だった

のです、その当時。ところが、いつの間にか、何回目か

らか尺八という単語を現地の方がだんだん知りだして、

それで、今や実は大分様相が変わってきたのです。

　何が変わったかといいますと、かつては興味がある

人は、やはり尺八を持ったのですけれども、その尺八

で、いろいろな音が出ますから非常におもしろいと。彼

らがもともとやっている音楽に尺八を使いたいという発

想だったのです。これはもう、世界の各地の方がそれを

やりかけていました。ところが、本当にこの 10 年ぐら

いですか、海外で尺八をやる方は、尺八の古典を学びた

いということが、もうほとんど主流になってきたのです。

つまり、尺八の古典というのは、昔で言えば虚無僧の音

楽、我々は尺八古典本曲というような言い方をするので

すけれども、古典本曲を勉強したくて尺八をやるという

方が、今はほとんどそうなりました。これは、大変に大

きな変化だと思います。要するに道具としての尺八にま

ず興味を持って、それで、その音楽も一緒に勉強したい

というふうにだんだん変わってきたわけです。

　それはなぜそうなってきたかというと、恐らく、これ

はいろいろな経緯でいろいろな方に接すると、いいこと

を皆さんおっしゃるのですけれども、尺八の哲学がすば

らしいと言うのですね。これは一体何かというと、これ

は古来、この言葉はあるのですけれども、本当に、伝説

的には鎌倉時代からあるのですけれども、一音成仏とい

う言葉がございます、四文字熟語ですけれども。一つの

音で成仏と書くのですが、もちろんこれは、あの世に行っ

てしまうことではなくて、成仏というのは、全身全霊す

べてその一つの音に込めるという、尺八の世界の思想と

いいますか哲学です。

　私たちが小学校のころに音楽の授業で習ったのは、音

楽は三要素がありますよという話を習いました。それは

何かというと、メロディーです。どういうメロディーが

流れる。でも、実は今の現代音楽もそうなのですが、古

典的にも、余りメロディーらしい、五線譜に換算して、

すてきなフレーズだなというようなメロディーというの

は、実は余りないのですね。では、何かというと、たっ

た五つの指穴、1、2、3、4、後ろに一つ、この指穴を

半分閉じたり息の角度を変えたりしながらつくる手順で、

結果論としておもしろい節が出てくる。ですから、メロ

ディーありきではなくて手順で考える音楽なのですね。

　それと、次にリズム。尺八の古典では、定間にはまっ

てはならないということを言うのです。一体どういう意

味かというと、インテンポで吹くなということなのです

ね。これは、多分に、尺八というのは古来、虚無僧とい

うのは臨済宗の法燈派という派の行脚僧だったのですけ

れども、吹行と言ったのです。つまり、人間というのは

生まれてから死ぬまで、パルスと言いますが、心臓の鼓

動というものが常につきまとっていると。そのインテン

ポの脈拍感から脱却するという一つの修行の形であった

らしいのですね。ですから、定間にはまってはならない。

　それで、三つ目の、音楽の三要素のハーモニー、御存

じだと思うのですけれども、ほとんどのアジアの民族音

楽は、例えば、具体的に言うと 3 曲合奏というのがござ

います。お琴、三味線、そして尺八。何よりも歌が絡む

ことが多い。そうすると、四者四様でスラロームをしな

がら進行していく。つまり、音響比の構築によって、ド

ミソだとかドファラだとか、そういうハーモニーでもっ

て音楽が構成されているのではないわけです。音楽的に

は、専門家はこれをヘテロフォニーと言いますけれども。

つまり、音楽の三要素、メロディーもリズムもハーモニー

も、三つの条件を満たしていない。そうすると、ひょっ

として音楽ではないのではないかという乱暴な逆説が出

てきてしまうのですが、でももちろん、そのようなこと

はないのです。特に 20 世紀の、第二次大戦後のいろい

ろな海外の作曲家も、例えばよく知られているジョン・

ケージですとか、そういう方たちはみんなこちらの音楽

的な哲学に向いたのです。世界の現代音楽がそういう嗜

好に、流れが来た時期がありました。

　ということは、尺八の世界ではそれをもとからやって

いたのです。先ほど申し上げたように、ひょっとしたら

鎌倉ぐらいからそういう考え方があったと。つまり、海

外で今尺八をやる方は、そこにしびれてしまうのですね。

そこにまさしくはまってくるのです。その尺八的な哲学

がすばらしいと。要するに一音成仏の物の考え方。これ

が、単にかつてのように道具のみとして興味を持たれた

時代からだんだん今は変遷してきて、尺八の古典音楽と

道具と同時に世界で認められつつあるということである

わけなのです。

　これ、御存じない方にこの話をすると、へえ、そんな

に海外で尺八をやる人がいるのですかという話になるの

ですが、世界尺八フェスティバルというのが 4 年に 1 回

開かれておりまして、来年、第 5 回目が京都で開催され
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ます。つまり、いろいろな国でもはや尺八をやっている

方がたくさんいらして、ですから、尺八にはいろいろな

流儀がありますけれども、各流儀がいろいろなところに

伝播して、外国の方がすばらしいのは、流儀にこだわら

ず、すてきなものは全部手を出してしまう。これは、ま

たすばらしいことだと思うのです。

　毎年フェスティバルをやっているところもあって、実

はきのう、あるところから帰ってきたのですけれども、

チェコのプラハなのですけれども、毎年尺八フェスティ

バルをやっているのです。毎年いろいろな流儀の先生を

呼んで、講師で講座をやってもらって、演奏をやっても

らってということをやっているのですね。日本で言うと、

どうしても流派というものがありますが、もとよりそう

いうものを超越して彼らは総合的に尺八の文化に興味を

持っている。こういうところが将来的に非常にすばらし

いと思うのです。

　尺八という楽器は、天平時代に中国から雅楽の楽器と

して日本に来たのがルーツなのですが、もともとの中国

も、今、そういうものに興味を持っている方が大変多く、

ふえています。

　うちの京都で教えている門人が、台湾も中国も両方教

えに行っているのです、中国語がぺらぺらで。中国の中

でも多くは重慶のほうから、それこそ黒竜江省のほうま

でお弟子さんが何人かいて、どんどんふえているらしい

のですけれども、ただ、うちの会の名簿にはそういう人

たちは入っていないケースがあって、それは、共産党の

党員という方は、一切海外の組織には加盟してはならな

いという厳しいおきてがあるらしくて、残念ながら会員

名簿に加えられないのですけれども、実際そういう方が

どんどんふえております。

　昨年の秋に台湾に、お弟子さんたちと一緒に行ったの

ですけれども、尺八をする人が実に多いのです。これは

もちろん、昔のいわゆる日帝時代の名残でもあるのです

が、今でも自分たちの音楽、あるいは昔の日本の懐メロ、

または現在の日本のはやり歌を喜んで吹いているのです。

それを目の当たりに見て、かなり、いろいろな意味でカ

ルチャーショックを受けたのですが、全くわだかまりを

持っていないのですね。

　それに対して、実は同じように、あの時代に日本が併

合して直接統治を試みた韓国、今回、二つ目の国で韓国

に行ったのですけれども、これは全然実態が違いまして、

ある時代に日本の文化というのは根絶されてしまったわ

けです、これはもう御存じのとおりに。ところが、今は

また、ちょっとした日本ブームが起きていまして、少な

くともソウル市内で居酒屋という単語は、大体、大人の

人はみんな知っている単語なのです。そのお店に入ると、

売ってもいない某ビールメーカーのジョッキの宣伝の写

真のポスターがだんと貼ってあったり、赤ちょうちんが

ざっと並んでいたり、今、ちょっとそういうのがブーム

で、尺八の講座をやると、すぐに十数名は常に集まると

いう状況なのです。つまりそれは、あの時代をもはや知

らなくて、純粋に日本の文化に対して興味を持っている

世代が中心であるということなのです。大体 20 代ぐら

いの方がほとんどです。

　つまり、我々が行ってパフォーマンスをしたり短い

レッスンをしたりすることを、現地でそれを受け継いで

やってくださる方は残念ながら今のところ、表面的には

皆無なのですけれども、これから、ゼロから、もう一度

立ち上げるつもりで、というのは、非常に興味を持って

いる方がいっぱいいらっしゃるので、これは非常に、将

来的には、僕は期待が持てるなと思っております。

　ちょっと個人的なのですけれども、私は、特に東北エ

リアに、尺八の古典本曲というのは朝鮮半島の音楽性の

影響が物すごく強いと思っております。韓国に「恨（ハ

ン）」という美学がございまして、これはいろいろなも

のに共通な、焼き物だろうが音楽だろうかドラマだろう

が、冬ソナも「恨」のドラマだとよく言うのですけれど

も、そういう「恨」の精神というのが音楽にも反映して

いて、それが極めて濃く、尺八の古典本曲には、特に東

北のエリアは影響しているということを直感的に、いろ

いろ経験でも感じることがあります。ですから、感性的

にはもちろん非常に近い国民性ですので、将来的には日

本の文化を、尺八のみならず、韓国はもっともっと、恐

らく門戸を開いて、胸襟を開いてやってくれる状態が来

るであろうと思っております。

　ちょっと映像を。

　韓国は 3 月に行って、2 月にブラジルのサンパウロに

行ったのですけれども、これは現地の邦楽界のメンバー

の方々です。

　これは、完全にブラジル人の子供、つまりポルトガル
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系の子供ですけれども、非常に興味を持って、体験コー

ナーでみんな喜んで吹いておりました。

　これは、サンパウロの郊外で、実は曹洞宗の摂心の行

があったのです。そのときに、尺八は臨済ですけれども

同じ禅宗ですから、そこに一緒に参禅して、摂心会に参

加したときの写真です。

　これは、ソロリサイタルを、国際交流基金のあちらの

事務所のシアターでやらせていただいたときのです。も

う、超満席でございました。

　これが、ワークショップというよりもマスタークラス

です。結構もう吹いている、今、真ん中にいる、黒いシャ

ツを着ているのが今の邦楽協会の会長なのですが、結構

吹く人が随分います。

　これは、日本館というのがありまして、公園の中の、

いわゆる日本庭園の中の日本的な建物なのですが、その

中の部屋のパフォーマンスです。

　今度、これは、今お話ししていたソウルでのテーグム

という、これは実に尺八と似ているのですけれども、横

笛の二重奏を、韓国の作曲家に以前作曲していただいた

ものを再演しております。

　これは、ソウルでのワークショップです。ほとんどが

初心者で、僕が持ち込んだプラスチックの尺八で、みん

なで喜んで体験を。ごらんのとおり、やっぱり若い人が

非常に多いですね。

　これは記念写真です。

　これは、もう時間が終わって、皆さん、それではまた

次回ということを言った後に、みんな、部屋を出ずにずっ

と一生懸命吹き続けるのです。大変に興味を持っていて、

彼なんかは今、ベレー帽をかぶっていますけれども、軍

隊へ勉強に行っている学生さんなのですが、来てくれま

した。

　これは、現代音楽を現地のピアニストと一緒に演奏し

たときの、曲の前の MC の写真です。

　これが演奏中の映像です。

　ありがとうございました。

　というわけなのですが、先ほど冒頭にちょっと映しま

したブラジルなのですけれども、これはまた、韓国とは

全然状況が違います。4 年前に日本からのブラジル移民

100 周年のアニバーサリーの年がありまして、そのとき

は演奏旅行でサンパウロに行ったのですけれども、現地

には 48 時間もいなかったと思うのです。でも、ちょっ

とそのときに感じたことがございまして、先ほどの邦楽

界のメンバーの何人かが楽屋にあいさつに来てくださっ

たのですが、どうもうまくいっていないのではないかな

ということをちょっと肌で感じたのです。それで、昨

年、何週間か行かせていただいたときに、できるだけ会

員の方たちと個人的に接触をする時間をふやして、一体

どういう状況なのかなということをちょっと、知らなけ

ればいけないなと思いまして、割とそれにもちょっと注

意を払ったのですけれども、つまり、ブラジルの日系移

民というのは今やもう、二世、三世まで含めて、一説に

は 150 万いるということなのですが、そうであれば、もっ

と日本の文化が盛んであってもいいのになと我々はこち

らから見れば思うのです。それがそうでもない。それは

どうも組織的な問題があるらしくて、あの当時、日本

から大いなるプライドを持って現地に行かれた方たちは、

やはり日本の文化を守らなければいけないという意識が

ものすごく強かったに違いないのです。つまり、我々が

今やっている邦楽も、時代とともに、組織論も方法論も

どんどん変遷するのですけれども、ある意味で、あの

時代にイミグレイトされた方たちがその状況をそのまま、

表現は悪いのですが冷凍保存したような状態をそのまま

下に伝えているという状況がやはりどうもあるなという

感じがいたしました。

　それで、一番ちょっとまずいなと思ったことが、やは

りあの当時の方たち、100 年前の方たちの意識、つまり、

邦楽でもスポーツでも、何でもそうなのですが、師匠が

言うことには 100％従わなければいけない。これはもち

ろん、規範としてそうなのですが、今の時代はなかなか

そうではなくなっていると思うのですね。その価値観が、

方法論がそのまま残っているのが現代の人間の感覚に合

わないということがどうもあるらしいのです。

　それを、日本人であれば、今やインターネットの世界

ですから、その辺は大分違う様子ということがわかるに

違いないのですけれども、現地のポルトガル系の人など

が教わるときに、何しろ全部イエスということが日本文

化を伝えることだという誤解をするケースがどうも、こ

の尺八のみならず、ほかのカテゴリーでもあるらしいの

ですね。ですから、海外で日本の文化を紹介して普及云々

ということにおいては、ある意味では、それがいわゆる
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尺八とか古典芸能でなくても、現地の日系の方たちの受

け入れ体制というか協力体制というのが必要不可欠だと

僕は思うのです。その辺が、今の日本と現地の日本人系

の社会とがちょっと、少しずれが生じていること自体を

長期的な方法論で何とかしなければいけないのではない

かなということを実は感じて帰ってまいりました。

　でも、非常に音楽的には優秀な方たちですから、将来

は音楽ももっともっと、日本の文化に対して傾倒してく

ださる方はふえるとは思うのですけれども、まずはやは

り、そういう方法論も含めて、もう少しこれから考える

こともあるのではないかと思いました。

　ちょっと、とりとめがなかったですけれども、少し延

びましたが、以上、報告でございます。

　ありがとうございました。

司会：三橋先生、ありがとうございました。

　青木先生、よろしくお願いいたします。

青木：今の三橋先生のお話も非常に重要だと思います。

相手の国によって、ブラジルとか、また韓国によって対

応の仕方も違いますが、それを先生は尺八という日本の

伝統的な楽器を中心に行われたわけで、シンガポールに

も尺八同好会とかいろいろなものがありますので、世界

中にあるのですよね。まさに、もう一種の、現代の楽器

としても世界的な存在を認められていると、普遍的な存

在を認められていると思いますけれども、私なんかが聞

きますと、やっぱり尺八というのは独特の音で、これを

聞けば、すぐ尺八とわかりますし、ほかにいろいろな楽

器が世界中にありますけれども、こういう音を出せる楽

器というのはほかにないと思いますね。独特のフレージ

ングというか、先ほどの現代作曲家、諸井さんの曲をお

吹きになって感銘を受けましたけれども、ああいうもの

をやはり、もっともっといろいろな形で世界に知らせて

いく必要があるし、今回の韓国とブラジル、遠いところ

と近いところですけれども行って、文化交流をされて、

しかも今、韓国の若い人やブラジルの若い人たちがそれ

に対して非常に興味を持ったということも大変うれしい

収穫だと思います。

　本当に、三橋先生、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、ただいまより 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。

　なお、竹本千歳大夫先生は、御都合により、ディスカッ

ションには御欠席されます。

　それでは、ここからの進行は青木先生にお願いいたし

ます。

青木：どうも、では、失礼します。

　大変、今回も興味深い御報告を拝聴いたしまして、い

ろいろと感銘を受けましたけれども、このセッションで

は、文化交流使として海外で、異文化の中で実地に文化

交流をなさった経験を踏まえていろいろな御意見を賜り

たいというふうに思います。

　時間的には 50 分足らずしかございませんので、いろ

いろなお話をお聞きしたいとは思っておりますが、まず、

最初に簡単に、文化交流使として現地に臨むときに考え

ていたこと、あるいは準備したことと、それから現地で

の反応という、その辺について、一言ずつ御感想をいた

だきたいと思います。

　では、伊部先生からお願いします。

伊部：今回伺いましたアメリカもエジプトも、かねがね

仕事をしてきているところでしたので、相手の要望とか

反応とかはある程度わかって、いつもよりも十分準備を

していくことができましたので、ギャップとかいうこと

は、それほどは感じなくてよかったです。

アメリカは滞在がいつも長くて、よく知っているから非

常に楽に仕事ができるのですけれども、エジプトの場合

は、本当にさまざまな混乱があって、特に今回は、いわ

ゆるお客様としてではなくて、一般市民の中流ぐらいの

方がお住まいになるような地域に居を構えて仕事をさせ

ていただきましたので、庶民レベルの悩みとか実情とい

うのがわかりまして、そのことが今までにない、得がた

いことだったのですけれども。

青木：やっぱり先生が思われたような反応はありました

か。

伊部：そうですね、私は具体的にものをつくるという、

これは、すごく楽観的でうれしい部分なのですけれども、

ものを前にしたら、素材とか技法というのを共通の場に

できます。それを私はペーパーロードという言い方をし

ているのですけれども、シルクロードという言葉はよく

いわれますけれども、紙の御縁でつながる世界の縁とい

うようなものがありまして、そういう人脈をたどって仕

事をいたしますので、共通の場というのが確認できます

ね、どこに行っても。

青木：久保先生、いかがですか。

久保：先ほども申しましたように、交流使の話を聞きま

して、本当にどういう形で一番伝えることがいいのかな
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と。切り絵というものを通して日本を伝えるということ

で、先ほどちょっと見ていただきましたように、紙にプ

リントしたもの、日本の絵柄、日本に関するようなもの

をプリントして持っていこうと。これでとにかくやって

みようということで行きました。そうしたら、皆さん最

初は戸惑っているのですけれども、新しいものを自分が

体験するということになってくると、皆さん熱心になる

のですよね。熱心さは器用さに変わるのだなということ

を僕は実感しました。

　これから、切ることによって日本のいろいろな絵柄と

かを見たり、そこから、日本には着物というものがあっ

て、着物のデザインをするときに紙を切るという、友禅

という型染めがあるのだという話をしました。江戸時代

のころのものを少し集めて持っていって会場で見せると、

何ていうのですか、ため息がすごく出てくるのです。そ

ういう僕も日本の古い伝統のものと絵画というものとを

コラボして、新しい切り絵というものを今、僕は表現し

ています。それを皆さんにぜひ知ってほしいということ

で伝えていきましたら、本当に皆さんも熱心につくって

いただいて、だから、これから、先ほどどなたか言われ

たように、こういう文化とか芸術とかというものは、す

ぐに反応は出ませんけれども、これから 50 年ぐらいたっ

たときに、何か日本から来た人が、切り絵という紙を切っ

て芸術を追求している人がいると。あるいはまた、それ

がどこかの国で広がっていって、日本というものを少し

でも見てもらえたらいいなと思いました。

青木：どうもありがとうございます。

　蜂谷先生、いかがですか。

蜂谷：私は、先ほどちらっとお話ししましたけれども、

どこの国に行っても、とても皆さん熱心に話を聞いてく

ださいましたし、それから、終わった後に必ず質問を受

けるようにしていたのですけれども、そういったものも

20 分、30 分終わらないようなこともいっぱいありました。

　私が扱うのは香りですので、香りがない国はありませ

んよね、先ほどお話がありましたけれども。いい香りは

皆さん共通認識で、いいものというものを感じておりま

す。ですので、やりやすいといえばやりやすかったの

かもしれませんけれども、ここが一つ皆さん、ほかの国

の方々と感じ方が違ったのは、私たち香道が使っている

香りというものは、何か合成してつくったものかという

ことを皆さん思われたみたいなのですね。それはやはり、

フランスであれば、香水ですので、いろいろなものをま

ぜ合わせますので、香道というものも香木と何かをまぜ

てそのような香りになるのかということを言われたので

すけれども、そうではないと。私たちが使うのは、ベト

ナム、ラオス、カンボジアでとれた香木そのもの、そこ

には一切手を加えない。自然界がつくり上げた香りをそ

のまま感じ、楽しむというものですよということを伝え

ると、地球がこんなすばらしい香りをつくるのだという

ことで皆さん驚かれました。なので、そういったことを

伝えられただけでもよかったと思いますけれども。

　私自身は、海外に行くといつも思うのですけれども、

常に国境はないと考えておりまして、たまたま飛行機に

乗って、7 時間かかるのか、10 時間かかるのか、新幹線

で 1 時間で行けるのかという違いしかないと思っていま

す。言葉の壁はありますけれども、香木の香りを話し伝

えるだけでみんなと一つになれるということを今回再認

識いたしました。

青木：どうもありがとうございます。

　三橋先生、いかがでしょうか。

三橋：今お話しいたしましたように、韓国に関してはも

う、前からある程度実情はわかっていたのですが、ブラ

ジルのような国というのは、世界にもちろん余りないと

思うのです。日系人があれだけ多くて、それで、地球の

やや反対側ですけれども、恐らく日本の文化を発信でき

る非常に重要な拠点であるはずだと思うのですけれど

も、現地で非常に感じたことは、私が思っている以上に、

やっぱり情報が欲しいという。今はインターネットの世

界でも、音は聞くことはできても、実感がやはりないの

ですね。そのために、音楽家の場合には短期で行くこと

も非常にインパクトを与える。この文化交流使のように、

長期ではございませんね。中期といいますか、何ヶ月か、

何週間か、ということも非常に重要だと思います。

　願わくば、さらに、本当の意味で長期、要するに、い

わゆる会計年度を超越して、3 年計画とか 5 年計画で、

向こうにしばらく住んでもいいよというような若い人を

派遣するのも、かなり重要な方法ではないかなと思うの

ですね。ワーキングホリデーというのがございますが、

働きながら勉強するのではなくて、今度は働きながら日

本の文化を伝えるというようなことが、民間と協力して

できたらば、若くてそういうことをやってみたいという

人はこれから幾らでも出てくるような気がいたしました

けれども。

青木：どうもありがとうございました。今のお話はまた、

発展もあるかと思いますが、佐々木先生はいかがでござ

いますか。

佐々木：私は、生け花のデモンストレーション、また講

習会に参加していただいた方に、まずは生け花が非常に
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楽しいのだということと、そして自分も生けてみたいと、

そのように思っていただくことを目標にして行事をして

まいりました。

　その中で、生け花をお伝えする場合に、一つは日本の

伝統文化としての立場があります。もう一つは、実際に

現代に生きる人が見てきれいに見える。要するにアート

であるとか装飾的に見てきれいに見えるという部分もあ

ります。もう一つ、観賞するものだけではなくて、自分

も生活の中でそれを生けてみたい。生けるということで

す。それに興味を持って、それをどう伝えるかというこ

とがあります。

　こちらも花を長くやっていますから、ただ皆さんのこ

と、見ている方をおおとうならせるだけの花は幾らでも

できるのですが、それだけではやっぱり、心、気持ちと

いうものが伝わっていきません。しかし、これは伝統文

化ですからといって押しつけて、言葉でこれはきれいで

すよといって説明するものではないという、そこの兼ね

合いがやっぱり難しいところだと思います。

　ですから、同時に、ここ数年あるのですが、着物を着

てデモンストレーションをしてくださいというところと、

いや、着物でなくて結構ですというところがはっきり出

てきています。ですから、その辺はある程度の日本文化

というブランドというものに対して、我々の世界がどう

対峙するかという、そういうところもこれからは出てき

ているのではないかという、そのように感じて帰ってま

いりました。

青木：それはとってもおもしろい変化ですね。

　では、銀瓶師匠はいかがでしょうか。

笑福亭：いや、師匠ではないのですけれども。

　今回の文化交流使に当たって考えていたこと、準備し

ていたことですけれども、これは、日本語でやるときも、

そして韓国語でやるときも、これはもう当然なのですが、

言葉を使う話芸ですから、せりふがよどみなく出るよう

に稽古をする、練習をする、これはもう当然でございま

す。この準備。そして、落語というのはいきなりお話に

入れませんから、昨日このようなことがありました。韓

国に来て、このようなところに行きましたという、そう

いう自分のプライベートな話も必要なのですね。ですか

ら、韓国に行ったら、韓国の方と毎日のように話をし、

夜は食事に出かけ、お酒を飲み、そういうことが必要で

す。ですから、準備したことは胃薬と正露丸です。

青木：どうもありがとうございました。

　野田先生、どうぞ。

野田：僕は、20 年ぐらい前にイスラエルの大学で教え

たことがあるのですが、このときに感じたことなのです

けれども、やはり、日本の文化が外国に知られたという

のは、まず浮世絵が、ヨーロッパの印象派の画家を初め

として、ヨーロッパで大変人気だったということなので

すが、イスラエルでも、恐らく、だからではないかと思

うのですね。日本人の顔が少し誤解された形で理解され

ている。当時、日本人の目は少しつり上がっているのか

というふうに聞かれました。うちの子も目は上がってい

るのかと言われたりしたのですけれども、これは、やっ

ぱり浮世絵とかの影響が大変強いのではないかと思いま

した。つまり、浮世絵をごらんになっていただくとわか

りますけれども、ほとんどの目がつり上がって描かれて

いるのです。歌舞伎の役者もほとんどそうです。今回も

日本人の顔をそう理解していた学生がいたのには驚きま

した。

　それからもう一つは、和紙についてです。これは和紙

を教えに行かれた先生にもお聞きしたいと思うのですけ

れども、和紙についても、やっぱり結構誤解していると

ころがありました。例えば和紙といいますと、ライスペー

パーと言うのです。ですから、僕はいつも、日本人はラ

イスを食べるけれども、ライスでは和紙はつくらないと

いうことをよく説明するのです。だれかがこれはそう書

いたのでしょうね、昔。それがもうずっとそのままになっ

ているというような、理解されているということだと思

うのです。ですから、僕はやはり、自分のこういうワー

クショップを通して、それから自分の作品を見せること

によって、やはり肌で感じてもらって、こういう誤解も

解けたらなというふうにも感じたことは確かです。

青木：どうもありがとうございました。

　では、山村先生。

山村：まず、先ほど、ちょっとサブカルチャーというお

話で御指摘を受けまして、僕の言葉足らずの部分もあっ

たのですが、一つはアニメーションというものが、まだ

まだ文化や芸術として認められたのが、まだ若い芸術か

なと。伝統芸能とは全くほど遠いところでありまして、

サブカルチャーから出発したという意味合いで、どうし

てもその認識が自分の中にあったということなのですが、

非常に若い芸術、文化として果たして、まだ文化になっ

ているのかなっていないのか、いろいろな議論はあるか

と思うのですが、こういった文化庁さんの一つお墨つき

をいただいているので、堂々と文化と言ったほうがいい

のかなとは思うのですが。

　ですので、一つ言えるのは、まだ型とか流儀とか、そ

のようなものは全くないのですね。もう、1 人 1 人の作

家の存在が大きいというところですので、まずは自分自
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身のアニメーションや創作に対する哲学を伝えることが

イコール日本の何か、文化や考え方を伝えることになる

のではないかなという心づもりで出発しました。

　カナダは、もともとそういった影響を受けたこともあ

りますし、映画祭などでたびたび訪れていますので、コ

ミュニケーションや講演等で何か不備はなく、本当にス

ムーズに、非常にうまくいったと思っていますし、先ほ

どちょっと詳細を伝え切れなかったのですが、講演後の

反応を見ますと、例えば中国から留学している女子学生

が、僕の講演のたびに一番乗りして、講演後も、質問を

ひとりで五つも六つもする女性がいまして、彼女はコン

コーディア大学のアニメーション学部に通っていまして、

彼女の要請で急遽、帰り際の週末にコンコーディア大学

で講演をすることが決まったのですが、彼女は、僕の「頭

山」を見て、いつか自分がもう少し成長したら、京劇を

使って何かアニメーションをつくりたいというようなこ

とを言っていたのですね。

　そのような形で、またカナダから別の国への文化の刺

激にもなったのかなというところではとても興味深く、

ひとつ、具体的な成果として感じました。

青木：どうもありがとうございました。

　いろいろと御苦労もあったと思いますし、また、望外

の喜びというものもおありになったと思います。今、先

生方のお話を聞いて、その一端を知ることができたかと

思います。

　余り時間もありませんが、文化交流使のプログラムは

､ 私は、文化庁が行っている文化事業の中では数少ない

すばらしいものかなと思っています。今後も継続して近

藤長官はやってくださると思いますけれども、やっぱり、

今日の話を聞いても、こういうことをやっていくことが

文化交流の基礎をつくる、しかも文化交流の層を厚くす

るという感じをますます強く抱きました。そういうこと

も含めて、今後の文化交流使の発展のためのアドバイス、

それからまた、ご自身の活動を通して良かったことや反

省点、現地でいろいろな政府機関、外務省を含めまし

て、もちろん文化庁の対応というものもあると思います

が、そういう日本政府関係への御意見も含めて、一言ず

つお願いしたいと思います。

　今回は、では、今、お話をいただきましたけれども、

山村監督からひとつ。このメンバー、もうざっくばらん

に言っていただいて、きょうは外務省の方も、交流基金

の方も、いろいろな方もいらしていますから。もちろん、

近藤長官も最後までちゃんと来ていただいておりますの

で。忌憚のない意見をお願いします。

山村：僕自身は、今回、短い、5 週間、これは自分の都

合があって短くなってしまったのですが、もっと長く行

きたかったなというのが本音のところでして、実際、と

ても充実したものだったので。

　要望として、先ほど少しお聞きしたら、これは 1 人 1

回だけというルールではないということですので、多分、

自分が一度伝えたものがどのような状況になっているの

かというのを 10 年後とかにもう一度訪れて確かめるよ

うな、二度目の文化交流使というものも何か定期的に

やっていただけたらうれしいなというのが私の意見です。

青山：どうもありがとうございました。

　では、野田先生、いかがでしょうか。

野田：僕は、一番最初はヘブライ大学から電話がかかっ

てきまして、交流使の話が始まったわけですけれども、

でも、ヘブライ大学というところは、カリキュラムに実

技がないものですから、そのようなところでできるのだ

ろうかと思ったのです。ですから、どういうものかなと

考えていましたら、女房がイスラエル人なものですから、

せっかくお誘いをしていただいているのだから、何でも

いいからとにかく行ったほうがいいのではないかと言わ

れまして、それで後でいろいろと計画を立ててもらいま

して、行くようになったのですけれども。

　しかし、計画を立てるのでも、やはり、交流使の指名

を受けましたときは、何月でしたか、夏休みのときでし

たか、とにかく向こうの大学としては、もうほとんどカ

リキュラムが決まって、予定も決まっているようなとき

だったものですから、やはり、それに合わせて、いろい

ろとスケジュールを組むというのは、ちょっと、すぐに

はできませんでした。ですからやはり、交流使の指名と

いうのは、もう少し早く、余裕を持ってやっていただけ

たらというふうに感じます。

　もちろん、僕がしましたワークショップも、普通は 5

日間ではちょっとやれないのです、小さい版木を使い

ましたから 5 日間で何とか終わりましたけれども。でも、

これは 1 週間という単位でやりましたから・・。1 週間

というのは 7 日間ではなくて、最近は 5 日間ですからね。

だから、5 日間ではちょっと、最後は慌ただしいという

感じがしました。あと 2 日ぐらい、数日あったらよかっ

たのだけれどもということは感じました。

青木：どうもありがとうございます。これも貴重な御意

見だと思います。会計年度の問題だとかいろいろとあり

ますよね、予算とかね。

　では、銀瓶先生、いかがでしょうか。

笑福亭：先生ではないので、済みません。たびたび済み
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ません。まだまだ私は若造なので。

　文化交流使として任命を受けて、させていただく、ま

ことに光栄なことなのですが、では、この人が文化交流

使としてこういうことをやっているということが、もっ

と日本の中でもやっぱり知ってもらう必要があるのでは

ないかと思うのです、文化庁がこういうことをしていま

すということが。関係者の方はわかっていても、もっと

広く、一般的に、文化交流使というものがある。今回は

このような人が行っているというのが、もっと広く知っ

てもらったほうがいいのではないかと思うのです。

　ですから、例えば、これはなかなか難しいでしょうけ

れども、どこかの新聞社とタイアップして、そういう行っ

た先での記事を載せてもらうようにするとか、そういう

ことも今後、外国の方に知ってもらうのももちろん大事

だけれども、日本国内で日本人に知ってもらうというの

も僕は大事ではないかなと思うのです。それは単なる宣

伝とか、そうではなしに。それは文化庁にとってもやっ

ぱり、お金をかけてやっている事業なのですから、多く

の方に認知してもらうということも今後必要になってく

るのではないかなと、そのような気がいたします。

青木：本当にそれは大事ですよね。

　では、佐々木先生、いかがでしょうか。

佐々木：今、国内での、銀瓶師匠がおっしゃったことは、

非常に大切だと思います。

　それと同時に、やはりこれは、非常に大切な機会と予

算をちょうだいして行っていますので、単発ではなくて

そこの派遣された国で、さらに継続されるような芽をつ

くって、またそれに対してどうフォローしていただくか

ということも大切になってくると思います。

　実際、今度、私、この前 11 月にベトナムに行ったの

がきっかけで、ハノイ大学に生け花クラブができまして、

その要請を受けて 5 月から、今回、私どもの機関のほう

で講師として行くことになっておりますけれども、一つ

問題があるのは、文化交流使で行う活動というのは、海

外では原則全部無料なのです。要するに、講習会なら講

習会も無料、花材費も無料、それも花器も全部貸してや

るわけです。それがきっかけで、今度こちらのほうにフォ

ローしようとすると、やっぱり全部が無料というわけに

はいかないので、そこで交渉するときに、向こうの方に

とっては非常にギャップが出てくるというところがあり

ますので、その辺をどういうふうにコーディネートして

いくかということもこれから大切になるのではないかと

思います。

青木：どうもありがとうございます。

　これは、それぞれの伝統芸術の先生方、いろいろな道

具を持っていかれますよね。これも貴重なものばかりで、

それこそ文化財みたいなものもあるかと思いますが、そ

れを運ぶのもなかなか大変だと思いますし、先ほど控え

室で三橋先生がおっしゃったけれども、尺八を持ち出そ

うとしたら、空港で大変入念なチェックを受けたという

ことを聞きましたし、僕らは尺八が何か知っているので、

いわゆる今、武器とかいろいろなものを持ち込んだらい

けないとか、ペットボトルを持ってはいけないとか、あ

あいうものに入るとはちょっと思わなかったのですけれ

ども、そういう御経験について、また、在外公館、その

ほかの現地における日本関係の機関での受け入れといっ

たものも含めて御意見をいただきたいと思います。

　三橋先生、いかがでしょうか。

三橋：またサンパウロの現地の話なのですけれども、こ

ちらに帰ってきてから、実は、僕なんかが地元でやって

いるそういう邦楽の組織の規約を、サンパウロの交流基

金の事務所にお送りして、それを全部ポルトガル語に訳

していただいたのです。それを現地の組織の重立った方

に配布していただいたのです。というのは、これは多分、

日系人社会の縮図だと思うのですけれども、やはり、親

方日の丸方式で、全く民主的でない。それで、その中で

不満が渦巻いてしまっていて、たった 100 人もない組織

が幾つにも分裂しているのです。

　これは、現地の日系の方から聞いた話なのですけれ

ども、4 年前の移民 100 周年のアニバーサリーの記念に、

どうも日本側が記念会館の新しいものを建てるという話

があったのです。ところが、現地の組織が分裂していて

足を引っ張り合ってしまって、とうとうそれが実現しな

かったということがあったらしくて、昔ながらのもう、

半ば廃墟のようになっている移民会館が実はあるのです

けれども、そのすぐそばに、もっと人数的には少ない台

湾の移民系の方たちが、もう、横浜の中華街の廟みたい

な金ぴかの廟をこれ見よがしに建てるわけです。こうい

うところが、やはり、将来的に見て、僕は、日本人とい

うのは結束力がない民族だとは絶対思わないのですけれ

ども、もちろん僕は国粋主義でも全然ないのですが、外

地における日系の方たちの結束力というのがもうちょっ

とできるように、これは民間ではなかなか難しいことだ

と思うのです。それこそが政府ができることであって、

何らかの方法で、ある意味啓蒙しながら、戦後何十年も

たった今、もう 1 回求心力を強めて、外地の日系の方た

ちの組織力をもう少し強くすることが、すべての日本の

文化の、要するに通過すべき媒体として有効に働くので

はないかな。これがばらばらですと、これだけすばらし

い制度でもっていろいろな方が行ってらっしゃっても、
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表現は悪いですけれども砂に水をまくようなことになり

かねないと思うのです。これは、外務省の方が来てらっ

しゃるようなので、この辺というのは、長期的に何とか

ならないのかしらという気が、一番痛感したことが今回

それでございました。

青木：交流基金がちゃんとポルトガル語に直してくれた

ということですが、そういう親切なことをしてくれたの

は珍しいですね。交流基金の人がいたらごめんなさい。

そういうことは大事なことで、ありがたいと思って申し

上げたのですけれども。

　では、蜂谷先生、いかがでしょうか。

蜂谷：先ほど三橋さんからも話がありましたけれども、

私自身はもっと長く行きたかったのです。というのは、

父がまだ今、家元で頑張ってやってくれていますから、

今のうちしかないという思いがありましたし、やはり半

年間では私は短いと思っておりました。

　そのような中で、突然、文化庁から電話がかかってき

て、行ってほしいということだったのですごくうれし

かったのですけれども、すぐに行ってほしいということ

だったのですね。私自身は、全国に教室もありますし、

そういったことをまとめることも大変なのですけれども。

とにかく準備期間が短くて、電話があって、数ヶ月後に

は飛び立ったのです。そうしたら、では 3 月を超えて一

年間行かせてほしいと言ったら、先ほどの話ではないで

すけれども、3 月締めなのでということだったので、泣

く泣く帰ってきたということ。では、3 月 31 日まで行か

せてくださいと言ったら、いや、報告書をまとめたいの

で 1 週間早く帰ってほしいと、冗談のような話なのです

けれども本当なのです。とはいえ、お話をいただいたこ

とはすごくありがたいことですので、では行かせてくだ

さいということになりました。

　ですので、こういった報告会を重ねて、ぜひ 1 年、1

年、活動がもっといいものに発展していってほしいなと。

来年行かれる方はもっと気持ちよく活動ができるように。

というのは、私たち、ほかの方もそうですけれども、そ

の場に着いて 2 時間話をするというのは、そこだけでは

ないのですね。先ほど話がありました、移動もあります。

私自身は 1 人で、やはり 20 キロ近いお香の道具、香木

を持って移動しますし、晴れている日ばかりではないで

すよね。雨の日もありますし、去年のフランスは雪がと

ても降りました。雪の中で移動もします。それからスト

もあります。いろいろな状況下、毎日毎日変わるのです

が、そういったことがありますので、そういったことが

あった上で現場に着いて 2 時間講演をする。着物を着が

えて、片づけをして、また帰るという連続ですので、決

してその 2 時間だけではないということを、また文化庁

の方々に理解していただいて、そういったことをサポー

トしていただければ、今後また、行かれる方は、本当に

最高のパフォーマンスで日本の文化を紹介できるのでは

ないのかなと思います。

青木：どうもありがとうございました。

　それでは、久保先生、いかがでしょうか。

久保：今、言われましたけれども、3 月指名を受けてから、

時間がなくてというよりも、もういろいろな展覧会のス

ケジュールが入っていて、本当は半年でも 1 年でも行っ

て、全米を回りたかったぐらいなのですけれども、3 カ

月間ということになりました。　しかし行って活動する

以上は、もう、何が何でも全力投球でやろうと思ってい

ました。先ほどどなたか言われましたけれども、国内に

おいての交流使の存在ということを、もう少し僕も強く

アピールしてもいいと思いました。僕が文化交流使とし

てアメリカに行くと言ったら、「ああ、外務省の仕事か」

と言われて、「いや、これは文化庁なのですよ」と言っ

たら、ああ、そうかということで、そういうまだ認識さ

れていない部分があるのを感じました。僕はできるだけ

国内のほうのメディアにも、文化交流使という、こうい

うのがあるのですよといって、本当に、いろいろな、新

聞でも、何かあるたびに文化交流使という言葉を出して

もらいました。

　そういう活動をおこなっていましたら、今度はちょっ

と、自分の PR になってしまうかもわかりませんが、3 月

30 日から NHK で、教育テレビのほうで、切り絵の講座

「あなたもアーティスト」という番組が 3 ヶ月間放送に

なります。NHK といろいろ話をしているうちに、そう

いう、文化を伝えるというのでそんなに熱く燃えている

人たちが、文化交流使というのがあるのだったら、少し

でも何かできたらいいねと。とりあえず、久保さん、で

は、そのときにテキストをつくるから、そのテキストは

今まで英訳とかはつけていなかったのですけれども、海

外にも発信できるような電子書籍みたいになったらいい

のではないだろうかと。実際、僕もいろいろなところに

行って、ましてや国内でも切り絵という本は少ないので

すけれども、つくり方とか細かい部分が分かる本が無い

ので、では、海外の人はもっと欲しいという人たちがた

くさんいたので、この電子書籍というものがどういう形

で、また切り絵というもの、そして日本の文化を知って

いただくいい手がかりになるのではないかと思いますの

で、国内の中でも交流使についての応援団みたいなもの

ができたら、僕はいいのではないかなと。だから、今日

いらっしゃった方々も、ぜひこの交流使ということを御
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理解いただいて、多くの人に伝えていただければうれし

いと思います。

青木：確かにそうですね。

　それでは、伊部先生、お願いします。

伊部：今回出させていただきましたこの制度のことなの

ですけれども、一つの大きな目的として、日本文化の普

及啓蒙ということを置いてらっしゃると思うのですが、

派遣される側の芸術家、1 人の創作の、まだ現役の人間

といたしますと、では、そのことが自分にとって、どう

いうフィードバックができるかということも並行して考

えるわけです。

　私自身は、かねがね自分のベースとしています日本文

化と異文化でハイブリッドができないだろうかというこ

とで、いろいろな共同制作をしたり、なるべく現地に

行って、紹介を超えて、向こうにもないこちらにもない、

まだ unknown な新しいものを目指して共同に仕事をし

ています。お互いにとって新しいというものが見つけら

れないだろうかと、一歩踏み込んだ仕事をしたいと思っ

て、ずっとそういうものを自分の制作のスタイルとして

きているのです。そうしますと、例えば 1 年とか単年の

ことでは終わらないわけですよね。今回でも始まったプ

ロジェクトの中で、本当に、これは大変だと思うことが

いっぱい、いろいろ要求が出てきたりすると、それをど

うやってファイナンスするかということが次に一番の大

きな問題として振りかかってくるわけです。日本文化と

西洋文化、またイスラムの文化、そういうものの中でハ

イブリッドが出てきたら、これはやっぱりすばらしいこ

とだなと私は思っています。　そのために戦略的に少し

長期的に、新しい文化の創造を一緒にしませんかみたい

な、そういう投げかけ方というのができないだろうかな

と。そろそろ、それも並行して考えればいいと思うのです。

　紹介は、いつまでたってもこれはやらないとだめなの

ですけれども、その上に新しい目標を持って、第 3 の目

標を持って、異文化と同じ土俵で組み合うというような、

そういう実験的な場を設けていただければ、なおいいか

なというふうに思っています。

青木：交流使の御活動が、日本の文化の、もちろんメッ

セージとして意味があるというだけではなくて、それが

届いて、そこでまた異文化の人たちとの間にコラボレー

ションが生まれるような方向でこれを行っていくという

ことですね。

　なかなか、つい、向こうで見せればいいとか、向こう

で聞かせればいいというふうになってしまう傾向もない

ことはないと思いますが、今日のお話を聞いていると、

双方向的なものが、やはり皆さんの御活躍にあったと思

いますが、先生のおっしゃるように一歩進めてというこ

と、文化交流による文化創造ですね。

　どうもありがとうございました。

　本当はもっとざっくばらんに色々言っていただいたら

いいのだろうけど、例えばあんなところに行ったら食事

がまずくて、もう二度と行かないとか、現地の大使館の

対応に不満であったとか。。それは私が代弁して言って

ここの先生方はみんな上品な方ですからそのようなこと

は言いませんけれども、いろいろと齟齬というのはある

のですが、これは当然なので、別にどこが悪いと一方的

に言うわけではありません。

　ここで、せっかくここに外務省の文化広報部長の村田

さんが来ていらっしゃるので、今日の御報告と、それか

ら今のお話を聞いて、一言御感想をお願い申し上げたい

と思います。

村田：外務省の広報文化交流部長の村田でございます。

　この文化交流使の事業につきましては、私が文化庁の

国際課長をしているときに予算要求をして認められまし

た。実際に動かすときにはもう次のポストに移っていた

ので、フォローはできていないのですけれども、今日改

めて活動報告を伺っておりまして、やはり日本文化の幅

広さ、そして奥行きの深さというものを再発見できたよ

うな気がいたします。

　日本人自身がこの活動をもっと知るべきだと思いまし

た。多分、予算要求して認められたころには新聞にも紹

介されたりしたのだと思うのですが、8 年たつと、だん

だん忘れられてきているのかなという気もいたします。

　日系人社会の話が出たのですけれども、今、外務省の

人間として活動しているわけですけれども、日系人、そ

れぞれの地域、国で、さまざまな歴史をたどってきてお

りまして、現地の大使館、在外公館では、非常に日系人

の社会を、三世、四世、五世という時代になってきてい

る中で、どうやって文化の継承をしながら、この人たち

と一緒にどうやって活動を展開していくかということで

いろいろ考えております。

　きょう御意見いただいたことも担当の部局にしっかり

伝えて、施策の上で反映できればというふうに考えてお

ります。

　その他、いろいろなことを申し上げたいと思うのです

けれども、非常に、今日、この報告会に出させていただ

いて、勉強させていただきまして、どうもありがとうご

ざいました。

青木：どうも、村田部長、本当にありがとうございました。

　それでは、せっかく近藤長官が全部聞いてくださった、
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途中でいなくなるかと思ったら、ちゃんといてくださっ

たので、ここで総括的に、近藤長官からきょうの報告会

についての御感想をお願いしたい。また、今後は文化庁

としてどう取り組むかというようなことについてもお話

を願いたいと思います。

近藤：改めまして、近藤でございます。

　最後までおつき合いをいただきまして、本当にありが

とうございました。

　先ほど村田部長も言われたように、8 人から 9 人でご

ざいますけれども、本当に日本の文化の多様性、そして

それぞれの奥の深さを感じたと同時に、どのような分野

であれ、本物を見せれば、言葉の壁を越え、文化の壁を

越えて共感を得るものだなということを本当に感じ、大

変、9 人の先生方の御活躍に心から感謝を申し上げ、本

当に日本文化のすばらしさと、それを体現するアーティ

ストがたくさんいらっしゃるということを誇らしく思い

ます。

　せっかく 8 年前に始めたこの事業、文化庁がやってい

るたくさんの良い施策の一つだと思いますが、特に今後、

さらに続けるどころか拡大していく価値があるかなと思

います。

　それにつけましても、同じ国民の税金をいただいて行

う事業ですから、行っていただく交流使の方々にももっ

と気持ちよく、伸び伸びとやっていただけるような、単

年度主義という大きな制約はありますけれども、その範

囲の中で、外務省や交流基金、在外の大使館とも一層

コーディネーションをよくして、かつ準備期間もなるべ

くたっぷり置いて、本当に一人一人が思う存分活躍をし

ていただけるようなシステムにしていくことが改めて大

事だということを感じました。

　それから、国内にもっと知っていただきたい、これは

もう全く私が日ごろ感じていることでございます。なか

なか、メディアはいいことは報じてくれませんが、それ

でも、我々が努力をすれば、これだけの方々が、いろい

ろな御不便もおかけしましたと思いますけれども、それ

を乗り越えて、大変すばらしい仕事をしていただいて、

これは必ずや日本の将来に、世界におけるイメージ、そ

して文化交流、やや大げさに言えば先ほどのコラボレー

ションというようなことを通じた世界平和への前進にも

つながると思います。

　日本が今、これから貢献できる分野は、第 2 次産業の

ものづくりよりは文化芸術であり、最先端技術と言われ

ておりますけれども、まさにそういう分野の最前線によ

られて活躍をいただいている方々でございますので、で

きる限りこういうプロジェクトを拡大して、そして国民

の皆さんがそれをサポートしていただけるような、そう

すれば予算増にもつながると思いますので、そういうこ

とに努力をしたいと思います。

　これは文化庁だけの仕事ではないと思います。実際に

交流していっていただいた方々、客席にもたくさん今日

は来ていただいております。それぞれ名刺に元文化交流

使と書いていただくとかも含めて、全員でこの文化交流

使のすばらしさ、さらによくなる潜在性といいましょう

か、そういったものを大いに広めることによって、この

プログラムがますますいいものになっていくように、国

全体のより強い指示を得て進めていけるようにしたいと

思っておりますので、どうぞ皆様、御協力をお願いした

いと思います。私なりに微力を尽くしたいと思います。

　今日は本当にありがとうございました。

青木：近藤長官、ありがとうございました。

　近藤長官はともかく、いろいろな大使を歴任されまし

た外交官でいらっしゃいますから、恐らくこういう交流

使といったものに対するサポート、非常にこれから積極

的にしていただけると思いますし、考えてみたら、先ほ

どからいろいろと話題になっております文化交流使とい

うものの存在を国内でも非常にちゃんと認知させるため

には、例えば NHK の特番か何かで文化交流使というよ

うな、そういう番組ができれば、もう 8 回で実績はあり

ますから、そういうものをつくってもいい時期だと思い

ますね。ここに NHK の人がいるかどうか知らないです

けれども、それをお願いしたいし、それからやはり、先

ほどちょっと失礼なことを申し上げましたけれども、国

際交流基金や、外務省や、もちろん文化庁だけではなく

て、そういう在外公館、在外的な活動をされている機関

の恩恵ももちろんたくさん受けているわけでございます

ので、そういう機関とも、まさに今、長官がおっしゃっ

たように、今後、交流使が伸びるためのいろいろなこと

をしていただきたいなと思います。

　それから、きょう、交流使の方、それぞれの御専門で、

いろいろな国で御活動をいただきました御報告、やっぱ

り昨年同様、大変興味深く私は拝聴いたしました。その

ことを心からお礼を申し上げたいと思います。

　それでは、交流使の皆様、長い時間ありがとうござい

ました。

　皆様、拍手をお願いいたします。

司会：文化交流使の先生方、青木先生、どうもありがと

うございました。

　会場の皆様、本日は大変お忙しい中、御参加いただき、

ありがとうございました。

　以上をもちまして、第 8 回文化庁「文化交流使」活動

報告会を終了いたします。
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　本日は、長時間にわたりの御清聴、まことにありがと

うございました。

　アンケートは、会場出口にて係の者にお渡しください

ませ。

　どうぞお忘れ物のないように、お気をつけてお帰りく

ださい。





第 8 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：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『菅原 ( すがわら ) 伝授 ( でんじゅ ) 手習 ( てならい ) 鑑 ( かがみ )』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

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。

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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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：アメリカ、エジプト

■活動期間：平成 22 年 11 月 3 日〜平成 23 年 3 月 3 日

■活動概要：
アメリカ；全米 10 都市を 6 週間でまわり、各地で異なる内容の活動をいたしました。まず

　拠点としているイリノイ大学で保管中の作品から今回の活動に必要とするものを選び、東

西 2 ルートに輸送の手配し、私は西ルートに同乗しました。　ルート 66 をたどりアリゾナ

州のギャラリーで、3 人展を立ち上げました。次いで LA に移動し、UCLA の International 

Institute でレクチャーと作品のプリゼンテーションをいたしました。陸上移動による西半

分の活動をおえて、NY に飛び、フィラデルフィア・アカデミー・オブ・アート、ラトガー

ス大学、コルコラン・カレッジ・オブ・アートアンドデザインの 3 大学に参りました。ラト

ガースではスライド・プリゼンテーション、コルコランでは学生を指導して学内の吹き抜け

ホールにインスタレーションを設置いたしました。NY では演劇関係者との協同制作のため、

NYTW でワークショップに入りました。日本から大倉正之助、荒井姿水、添田園子さんが合

流し、現地側との初顔合わせで 10 日間に亘り実施いたしました。移動距離 1 万キロ以上の強

行軍でしたが、将来につながる成果がありました。ひとつは RECYCLING;WASHITALES はイ

リノイ大学クラナートセンターで 2011 年 3 月リハーサル、次いで NY では Japan Festival の

傘下でパブリックプリゼンテーションをすることに決定しました。二つ目 2011 年 9 月 1 日か

ら LA COUNTY MUSEUM で 3 カ月に亘り私の個展が開催されます。9 月 17 日には Washitales

がクラナートセンターでワールドプリミエし、20，21 日に LA　COUNTY MUSEUM 内 の

THEATER で公演が決定しました。

エジプト；年末に一時帰国し、展覧会の作品とワークショップの資材輸送を済ませ、1 月

後半に現地入りいたしました。カイロの DARB　1718 での展覧会の設営と並行して、隣のビ

ルにある NAFEZA　FOUNDATION の手漉き紙工房で大型ワークショップの準備にかかりま

した。NAFEZA は私が指導した芸術家が帰国後の 2003 年に設立した中東第一号の手すき紙工

房です。紙のリサイクルからスタートし、現地の農業廃材で手漉き紙をつくり、グッズに仕

立てて販売するエコフレンドリーな工芸産業を目指しています。07 年にワークショップをし

ましたので、問題点と支援の要点を理解していました。　資機材の窮乏を補うために、ビー

ターをはじめ、日本式の紙漉き道具一式を誂え、原材料、和紙見本、アラビア語のマニュア

ルとテキストを整え万全の態勢で臨みました。　日本の紙すき田村正、上田貞子さんの 2 人

に同行願い、稲わら、バナナの葉や茎から紙をつくり製品にするまでの指導をしました。展

覧会のオープニングには 2 人のデモンストレーションを実施し、日本の技と心を披露しまし

た。その後南に移動開始し、ミニア大学、ついでアシュート大学でレクチャー、ワークショッ

プを行いました。

これらの活動は、大きな成果となり支援は現在も続いています。昨年 11 月にはアシュー

ト大学で開かれた芸術の国際会議に国際審査委員長を拝命し出かけました。そこで集まっ

た全エジプトの芸術大学のトップに知故を得、幾つかの大学からの国際会議開催と支援を要

請されています。アシュート大学では、京都工芸繊維大学との連携を深め、研究所の設立が

計画されています。NAFEZA　FOUNDATION では寄贈したビーターや日本の紙すき道具が、

NAFEZA の技術の高さのシンボルとして活用され、質が格段に向上しています。

伊部京子 (和紙造形家　京都工芸繊維大学特任教授、日本・紙アカデミー常務理事、イリノイ大学連携教授)

Washi Road around the world
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現在エジプトは体制転換の困難な時期にあります。こうした時こそ支援のニーズはより高

まるもので、11 月にはミニア大学での国際会議の企画を依頼されています。今回の派遣の成

果をさらに発展させるため、今後も支援の活動を持続してまいります。
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■活 動 国：アメリカ

■活動期間：平成 21 年 12 月 30 日〜平成 22 年 3 月 26 日  

■活動概要：
1月16日 週刊 NY 生活記者による取材受ける
1月19日 JCC 会合出席
1月13日 Japanese Children`s Society,INC にてワークショップ開催
1月14日 Japanese Children`s Society,INC にてワークショップ開催
1月15日 Japanese Children`s Society,INC にてワークショップ開催
1月16日 THE NIPPON CLUB にて実演及びワークショップ開催
1月17日 プリンストン補習校にて実演及びワークショップ開催
1月19日 131MS にてワークショップ開催
1月20日 Pace high school にて実演及びワークショップ開催　
1月21日 THE NIPPON CLUB にて実演及びワークショップ開催
1月21日〜24日 ウクライナ協会にて作品展示
1月22日 131MS にて実演及びワークショップ開催
1月24日 ウクライナ協会にてワークショップ開催
1月28日 Administrat ive Director , Noguchi Museum・Execut ive Director , As ia 

Cultural Council・Video Journalist, The New York Times・Reporter, The 

Wall Street Journal の方々と NY 総領事館にて意見交換会開催
1月29・30日 フィラデルフィア日本語補習授業校にて実演及びワークショップ開催
2月13日 共同通信社取材
2月14日 Choir Academy of Harlem にて実演及び講演開催
2月15日 The Noguchi Museum にて実演・講演・ワークショップ開催
2月13日 The Noguchi Museum にて実演・講演・ワークショップ開催
2月19日 ニュージャージー日米協会にてワークショップ開催
2月20日 コネチカット州 Greenwich Library にてワークショップ開催
2月21日 The Noguchi Museum にて実演・講演・ワークショップ開催
2月22日 Asian Cultural Council にて講演会開催
2月24日 PS 59, Beekman Hill International School にて実演・ワークショップ開催
2月24日 テレビジャパン「情熱トーク」取材
2月25日 The Japanese American Association of New York にて実演開催
3月11日 Northern Valley Regional High School at Demarest にて実演・ワークショッ

プ開催

 Northern Valley Regional High School at Old Tappan1 にて実演・ワークショッ

プ開催
3月13日 P.S. 59 Beekman Hill International School にて実演・ワークショップ開催
3月17日 NEW YORK KINOKUNIYA BOOK STORE にてワークショップ開催
3月10日 West Virginia Department of Education にて講演開催 その後州知事にも面会
3月11日  Marshall University にて実演・ワークショップ開催

久保　修 ( 切り絵画家 )

Kirié が文化交流の架け橋に



49

3月12日 Hurricane Town Elementary School にて実演・ワークショップ開催
3月12日 Center for Professional Development にて実演・ワークショップ開催
3月13日 West Virginia International School にて実演・ワークショップ開催
3月15日 テレビジャパン「情熱トーク」取材
3月16日 Scarritt-Bennett Center にて実演・ワークショップ開催

 ナッシュビル領事公邸にて、美術関係者との意見交換会開催
3月17日 The Arts Company にて実演・ワークショップ開催

 Nashville Arts MAGAZINE の取材を受ける　　5 月号掲載　
3月18日 Nashville Public Library にて実演・ワークショップ開催

 3 月 27 日開催のナッシュビル桜祭りのポスターへ作品画像提供
3月20日 Bryn Mawr College にて実演・ワークショップ開催
3月22日 Pratt Institute にて実演・講演開催・テレビジャパンによる取材
3月23日 NY 総領事館開催「Visit Japan Year 2010」にて講演・作品展示
3月24日 NY 総領事館依頼にて「遣米使節団ニューヨーク訪問 150 周年」記念ロゴ制作依

頼を受ける
4月22・24日 テレビジャパン「情熱トーク」北米全土にて放送される

　12月30日に渡米、3月26日までの間ニューヨークを拠点に切り絵を通して日本を伝える
文化交流使活動を行った。驚くほどの他人種文化が持つ混沌としたエネルギーがひしめき合っ
ているからだろうか、オリジナリティーを発揮する力があるのには多々驚かされた。
　マンハッタンを拠点に遠い所ではウエストバージニア州やテネシー州などにも出かけ、ワー
クショップやレクチャーなどを行った。出会った多くの子供から大人まで学校や図書館、美術
館、ギャラリーなどで切り絵という日本独自のアートの世界を紹介した。デッサンから作品に
仕上げるまですべて手作業。作品は日本の四季を通して細かな観察とデッサンから生まれる。
イメージをあたためながら膨らませ、作品に仕上げていく過程の話に日本文化を織りまぜなが
らレクチャーした。
　ワークショップでは、切り絵制作に関する道具はすべて持参し、絵柄は富士山などの日本に
関連する図案を切り絵で仕上げてもらいながら日本の四季を通じて暮らしや文化を伝えた。「人
が手間ひまかけて丹念に作ったものには、大量生産にはない味がある」「つくる喜びを感じた」
「日本の文化に触れることができた」といった声が多く寄せられ、又同じ様な内容の手紙が多
く届いたのには感動した。
　何処に行っても驚くことは、とても器用にアートナイフを使いこなす姿だった。それは、未
知の物に対する興味から価値観に変わり一生懸命になることから生まれる集中力だと思えた。
　現地校以外の日本語補習校や日本語や日本文化に興味があるアメリカ人の大人達も参加した。
　アメリカ国籍を持っている子供達の日本人の親から、多くの連絡が入り「子供達に日本文化
を教えてほしい」との要望が聞かれた。
　帰国前に、文化交流使としての私の活動を知ったフィラデルフィアのドレクセル大学の教授
より連絡が入ったが、スケジュール的に不可能だったが、同年10月大学側からの招聘により
3週間滞在しアート及びデザイン課の学生達に切り絵を伝え、一緒に作品も制作し展示もした。
また同大学内のギャラリーにおいては私の作品32点も2ヶ月に渡り展示した。また11月3
日に開催されたレクチャー＆レセプション及び作品展示には、近郊の町からも多くの市民が来



50

場し盛況の内に終了した。
　文化活動を行うことの重要さを、現地の方々との交流を通じて再認識することができた。
　文化芸術は自国の誇りだと思うと同時に、今回の文化交流使としての活動は草の根の文化交
流だった。

Kirié が文化交流の架け橋に　つづき
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West Virginia International School にて
実演・ワークショップ開催

遣米使節団 150 周年記念ロゴを制作

Choir Academy of Harlem にて
実演及び講演開催

Bryn Mawr College にて
実演・ワークショップ開催

NEW YORK KINOKUNIYA BOOK STORE にて
ワークショップ開催

フィラデルフィア日本語補習授業校にて
現地高校生及び日本文化に興味を持っている学生達へワークショップ開催
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■活 動 国：ヴェトナム、タイ、シンガポール、マレーシア

■活動期間：平成 22 年 9 月 9 日〜平成 22 年 11 月 14 日

■活動概要：
平成 22 年度文化交流使として、平成 22 年 9 月 9 日より 11 月 14 日までの 70 日間、ヴェトナム・

タイ・シンガポール・マレーシアにおいて、いけばなの紹介・宣揚を行いました。今回の文化

交流使派遣は、在ホーチミン日本領事館からの「ヴェトナムでのいけばな紹介の要請」がベー

スとなって行われたもので、したがってヴェトナムを活動の中心として合わせて近隣諸国での

活動を行いました。活動内容は広く一般を参加対象者とすることとし、ただ日本文化のいけば

なを「見る」だけではなく、自らが「する」ものとして実感していただくために、デモンスト

レーションの後に体験講習をセットするなどの工夫をしました。結果、70 日間でデモンスト

レーション 23 回・講習会 29 回・花展覧 3 回・献華 1 回の活動を行いました。実施に際しては

在外大使館・総領事館・国際交流基金の協力を頂戴いたしました。活動の概況等は以下のとお

りです。

■活動の概況：
　デモストレーション・講習会の実施を主軸に、1 回 90 分、立花 2 作・生花 3 作・自由花 3 作

を基本におこないました。観客との間が一方通行になることを極力避けるために、問いかけな

どの観客とのやり取り・また時には花材を選ばせるなど観客が参加している実感を得られるよ

うに、現地担当者の意見を取り入れながら柔軟に対処するように努めました。一方で、単なる

「いけばなショー」に終わらないように、いけばなの理念については、各国のフラワーディス

プレー状況と比較をしながら、しっかりと伝えることをこころがけました。また、デモ終了後

に観客数名による体験講習を実施、その手直しの様子を観客全員で見るという形態を採用しま

した。デモ実施の場所に関しては、大ホール・会館・ライブラリー・大使館・学校のエントラ

ンスホール・デパートなど様々な場所が用意されていたため、その状況に応じて、観客に対し

て最大限の効果が発揮できるよう配慮しました。バンコク・マレーシアでは、デパート 1 階・

巨大ショッピングモールのエントランスホールでデモを 1 日複数回行い同時に作品展示会場も

併設しました。デモ・講習会においては、京都の四季をスライドショーで上映し、なかなか東

南アジアに住んでいては実感できない季節の移りを見てもらい、いけばなの理解に大切な要素

である「季節感」を少しでも感じてもらえるようにしたところ参加者の好評を得ました。デモ・

講習会で使用した道具類はすべて池坊華道会で用意し日本から送り、花材は、すべて現地のも

のを使用しました。日程は、以下のとおりです。

＜ヴェトナム＞
・	ホーチミン市　9月9日〜13日・10月30日〜11月2日
・	ハノイ市　9月14日〜20日・11月3日〜11月13日
　ヴェトナムでの最後の活動として、当地の学問の聖地とされる文廟に献華を実施しました。
ハノイ大学日本語学科宮崎氏の協力を頂戴し、学生約25名も民族衣装アオザイを着て参
加していただいたことによって、ヴェトナムと日本の文化交流のコラボレーションという
形の行事となりました。

佐々木康人 （華道家）

日本の心を花で伝えて
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＜タイ＞
・バンコク　9月21日〜10月7日
＜シンガポール＞
・シンガポール　10月8日〜24日
＜マレーシア＞
・クアラルンプール　10月25日〜29日

以上の日程で文化交流使として、いけばなの普及活動をした中で実感した点を項目として付
記します。

1）世代により多様に受け止められる「日本文化」
2）		求められる交流使の活動フィールドの拡がり

日本の心を花で伝えて

マレーシア　ショッピングモールでのデモ、いけばな展示

婦人文化会館参加者への指導の様

バンコク伊勢丹でのデモ

ハノイ文廟にて献花
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■活 動 国：韓国

■活動期間：平成 22 年 9 月 30 日〜平成 22 年 10 月 31 日

■活動概要：
　2005 年からスタートさせた私の韓国語落語。それ以後、日韓両国の多くの方々のお蔭で、

毎年、韓国での公演を続けている。そして、誠に光栄なことに、2010 年度の文化交流使に選

ばれ、10 月、釜山、ソウル、済州を拠点に 1 ヶ月間で全 20 公演をさせて頂いた。始めた当初

は全く想像もできなかったことである。コツコツと継続してきたことが、少しずつ実を結んで

いる。しかしこれは、私一人ではどうすることもできない。落語を演じている時は舞台上に私

だけだが、開演までにはたくさんの人たちの力が必要である。今回はそのことを改めて痛感した。

　これまで同様、日本語科のある大学校を中心に公演を行った。いつも苦労するのが、落語の

舞台、高座の設営である。学校にあるテーブルなどを使い、上から赤い毛氈を掛け、手作りの

高座作り。聴衆の全員が、座布団を含めた私の姿を見ることができなければ、落語の世界に入

れない。必要な高さは 120cm。面積も畳 2 枚分くらいなければ十分な動きが取れない。実際

にやってみせると、韓国人は「なるほど」と理解してくれる。今回は大使館や総領事館のお蔭

で、多くの会場で楽に高座が作れた。これには大変感謝している。

　用意した韓国語落語は「時うどん」「犬の目」「いらち俥」の三つ。20 公演の中で、これら

をまんべんなく演じることができた。特に「いらち俥」は一番最近に覚えたネタで、正直、公

演当初はしっくりこないことが多かったが、後半になるとすっかり体に染み込んだ。今までは

一週間しか滞在できなかったのだが、一ヶ月という長期間だからこそ、ネタを自分のものにす

ることができる。

　今回、印象に残っている公演先を挙げるなら、釜山日本人学校と慶州ナザレ園である。釜山

日本人学校では、小学生から中学生まで、少ない人数だが家族的な雰囲気で頑張っている子供

たちを見た。異国の地で生活しているが故、日本人なのに馴染みの薄い日本の文化「落語」で

大いに楽しんでもらえて、私も嬉しかった。そして、慶州ナザレ園に住んでいる 20 数名の日

本人のおばあちゃんたちと話した時、「韓国語落語を始めて良かった」と思えた。韓国語落語

をしていなかったら、おばあちゃんたちとも出会えていない。しかし、彼女たちが「韓国語落

語」を聴いて笑っているのを見て、嬉しいのだが、少し複雑な気持ちにもなった。戦争や歴史

に翻弄され、故郷・日本と決別せざるを得なかった彼女たちと接し、二年前に他界した祖母の

ことを想った。韓国に住み続けていても、おばあちゃんたちの心の中には「日本」がある。今

度は日本語の落語を聴かせてあげたい。

　ソウルには二週間滞在したのだが、その間、あちこち歩いて、頭の中に地図ができたのも収

穫の一つである。ソウルに旅行に来た韓国人から道を聞かれたこともあった。

　今回は公演のための滞在ではなく、初めて韓国で「生活した」と実感している。ルーツの韓

国がさらに身近になった。

　文化交流使として韓国に一ヶ月滞在し、「落語家になって本当に幸せだな」と改めて思えた。

落語のお蔭で自分が少しでも人の役に立てる。

　日韓両国の関係者、そして、日本の誇るべき文化「落語」に感謝している。

　今回の経験を生かして、さらに前進していきたい。

笑福亭銀瓶 （落語家）

一ヶ月の韓国滞在〜文化交流使を終えて〜
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ナザレ園

プサン・東義大学

釜山日本人学校

昌原大学校



56

■活 動 国：イスラエル、イギリス

■活動期間：平成 22 年 12 月 3 日〜平成 23 年 1 月 17 日

■活動概要：
　ぼくの活動は両国とも「伝統木版画技法のワークショップ」を中心に、「技法の実演」、そし

てその技法を使った「自作についての講演」を行った。

　イスラエルでのこの活動は、実はヘブライ大学の東アジア学科の要請で始まっている。この

大学は総合大学で、この東アジア学科のカリキュラムにもふつうは実技という科目はない。そ

こで、ぼくはここでは、隣のベツァレル美術アカデミーと 2 校合同のプログラムを提案、ジョ

イントプログラムとして実施させてもらったのだった。そのほうがお互いに刺激も受けながら、

仕事もスムースに進むのではないかと思ったのである。結果としてそれで良かったと思ったが、

ワークショップでベツァレル美術アカデミーの学生はともかく、ヘブライ大学の学生が全員、

最後まで一生懸命、作品に取り組んだ事実は、ぼくにはたいへん印象に残った。

　ハイファのティコティン日本美術館では、一般人が対象であった。中には版画家も数人いた

が、ハイファ市美術館の館長も受講者の一人として参加、一日も休まず最後まで奮闘された。

もちろん、他の受講者も全員、熱心に作品に取り組んだ。

　「ワークショップ」はそれぞれ 5 日間、伝統木版画の技法を使って、浮世絵の複製をつくる

のではなく、受講者に自分の作品をつくらせた。版木には桜の木の代わりにシナベニアを使用、

そのシナベニアを初め、和紙、そして竹の皮など、必要な材料は日本から発送したものである。

竹の皮と竹串とで絵の具を溶く小筆 ( 溶き棒 ) も全員に作ってもらったが、現地で手に入る材

料を使ってバレンなどの必要な道具の制作も一部試みた。

　それにしても、とりわけ、エルサレムで和紙についての知識が乏しかったのは意外だった。

エルサレムに限らず、和紙をときどき外国人が英語でライスペーパーと言っているのを耳にす

るが、それは和紙は藁（稲）からつくられていると理解している、ということを意味している。

イスラエルでは多くの受講者がそう答えたので、「日本人はライスは食べるが、ライスで和紙

はつくらない。」とぼくはその大きな誤解を正さなければならなかった。和紙が木の皮、主に

楮の皮でつくられている、ということがあまり良く知られていなかったということだが、以前、

誰かが間違って記述したことが、どこかで一般化し今に伝わっているのかも知れない。

　ロンドンメトロポリタン大学でもイスラエルと同様のことを実施した。しかし、ワークショッ

プについては、ここでは受講者全員が版画専攻の学生、それも大学院学生、研究生、客員研究

員だったので、仕事はよりスムースに進行した。和紙に対する知識もごく一部を除いて十分に

あった。しかし、日本の水性絵の具を使った木版画の技法は初めての経験だったので、ワーク

ショップや技法の実演ではいつも興味津々、ノートをしながらも熱心に受講した。

　「技法の実演」では日本から持参した広重の古い復刻の版木を使って、実演をし、説明をした。

その中でも、和紙に描いた下絵を直接版木に貼って、その後、下絵が良く見えるように和紙の

上層部を剥がすという伝統木版画独特の技法や、一文字ボカシの技法などには両国の受講者と

もことさら感動を受けた様子であった。

　「自作についての講演」では伝統木版画の技法を使った作品をスライドで見せながら話した

が、この日本に古くから伝わる技法が、現代、写真製版によるスクリーンプリントの技法と併

用して活用されていることにたいへん興味が示され、特にロンドンでは多くの質問を受けた。

野田哲也 （版画家）

イスラエルとイギリスでの活動を終えて
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その意味では、自作について話したことはワークショップを実施したことと共に良かったと思

う。つまり、伝統木版画の技法の紹介だけだったら、日本文化の古い印象だけを残したのでは

ないかとも思われるが、自作を紹介することによって、また、ワークショップで自分の作品を

つくらせることによって、現代の日本の文化についても、少しでも伝えることが出来たのでは

ないかと思っている。また、自作の、日常を主題にした作品からは、日本の生活、習慣なども

ある程度理解してもらうことができたのではないかと思った。

　版の利用はひとつのものを多数つくるという目的で生まれている。江戸時代、庶民に鑑賞用

の絵を提供するためにつくられたのが浮世絵版画であったが、我が国の恵まれた自然環境や風

土がそれをまた可能にし、数々の技法を生んだことも確かである。しかし、現在、ひとつのも

のを多数つくるのに、それはボタンひとつで一瞬のうちに出来る時代となっている。そこで、

ぼくは各ワークショップ最後の日に、なぜこのような時代にこのワークショップを受講し、何

日もかけて木版画の制作に挑んだのか、という質問をした。多く受講生が、自分の手で自分の

作品をつくりたい、人間的なことをしたいという回答をしたが、ぼくはこの回答に人間が生き

ていく中で、根源的にもっているひとつの欲求が理解でき

たような気がした。そういえば、合理性を追い求めてきた

結果、最近、話題になっているのが環境問題のこと。この

観点からも水性絵の具を使った日本の伝統木版画技法が今

また少しずつ見直されているように思った。　

イスラエルとイギリスでの活動を終えて

ロンドンメトロポリタン大学ヘブライ大学

ティコティン日本美術館
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■活 動 国：カナダ

■活動期間：平成 22 年 11 月 12 日〜平成 22 年 12 月 18 日

■活動概要：
クリスマス間近、氷点下のモントリオールを拠点にトロント、バンクーバー、オタワとカナ

ダ主要都市 4 カ所で、講演と自作アニメーションの上映、展覧会を行った。

また 2 年前からカナダ国立映画制作庁 (NFB) との共同制作をしているアニメーション『マイ

ブリッジの糸』の音楽、音響の制作も行った。カナダの音響に関するアーティスト、また同ス

タジオ内のカナダを代表するアニメーション作家たちとも交流をした。カナダ国立映画制作庁

は 70 年の歴史を誇る国営の機関で、ドキュメンタリーと短編アニメーションにおいて、これ

まで常に世界で高い評価を受けている。もともと NFB は、ヨーロッパを中心に作家を招き、ワー

クショップなどを通じて自国の映像文化を熟成してきた歴史がある。今回日本人としては初め

ての共同制作で、アニメーション制作の専門家のプロデューサーや監督たちとの交流は、日加

のアニメーション文化にとって大きな成果で、またその第一歩を踏み出すことができた。

またモントリールにある国立のフィルムアーカイブであるシネマテーク・ケベコワーズは、

カナダ作品を中心に、フィルムだけではなく、アニメーションの原画、撮影素材も収集保存を

している。毎年年末にモントリオール・アニメーションサミットと題して近年の世界の優秀

作を集め、数名の海外ゲストを招いて国際アニメーション映画祭を開催している。今回第 9 回

の特別ゲストとして、「Koji Yamamura Une métaphysique des rêves（山村浩二 形而上学的

な夢）」と題したアニメーション原画の展示と回顧上映、マスタークラスを開催した。展示は

2011 年 2 月 6 日まで続いた。原画展のオープニングには、ジャック・ドルゥーアン、ポール・

ドリエセン、ミシェル・クルノワイエ、マルティン・シャトラン、シーラ・アビニさんら沢山

の NFB のディレクターが来場。オープニングのスピーチで「自分が 15 才の時ジャック・ドルゥー

アンの『心象風景』を見ていなかったら、アニメーションを作っていなかったかもしれない。

NFB でいま制作をしていて、ここモントリオールで個展を開いているのは大変感慨深い。」そ

んなことを作家本人の前で話した。

他にもトロント・リール・アジアン国際映画祭での回顧上映、マスタークラスは朝からの講

演にも関わらず満席で、熱心な質問も続き、大成功のうちに終わった。

バンクーバーのエミリー・カー芸術大学での上映と、講演も盛況だった。講演後、サイン

を求める学生と Q ＆ A の続きで質問を続ける学生に囲まれ、1 時間ほど舞台の下で話し込んだ。

この講演をコーディネートしてくれたマーティン・ローズ教授によるとこれほど多くの学生が

集まったのは初めてだそうだ。100 パーセントに近い回収となったアンケートからも学生達が

大きく興味を抱いたことを感じることができた。

オタワ日本大使館での回顧上映と講演も盛況となり、アニメーション関係者に限らず日本文

化に興味のある幅広い観客が来場した。

シネマテーク・ケベコワーズでの講演に参加していた学生から熱心なお誘いをうけ、滞在の

最後に、コンコーディア大学で急遽講義をすることになった。大学は休暇に入っており、また

前日の告知にも関わらず、教室は満員で質問も途切れる事なく続き、気がつけば 3 時間以上が

たち、ここでも充実した講義となった。

帰国後、シネマテーク・ケベコワーズのアニメーションのキュレーターである Marco de 

山村浩二 （アニメーション作家）

アニメーション芸術の日加交流
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アニメーション芸術の日加交流

Boris 氏からメールで、「私は同僚とあなたの仕事と 12 月のあなたの滞在について話をしまし

た。あなたのモントリオールの滞在は、カナダの芸術とアニメーション文化にプラスの影響を

持ったことに疑問の余地はない。」とのコメントをいただき、この滞在が双方にとり有意義な

ものだったと再認識することができた。

トロント・リール・アジアン国際映画祭での講演

モントリオールのシネマテーク・ケベコワーズでの
展覧会、映画祭のオープニング・スピーチ

バンクーバー、エミリー・カー芸術大学での講演
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■活 動 国：フランス、フィンランド、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、アメリカ、中国、

バーレーン

■活動期間：平成 21 年 9 月 28 日〜平成 22 年 3 月 23 日

■活動概要：
この文化交流使に任命された時、すぐに河合隼雄元長官の顔が頭に浮かんだ。 私が寺を出

てまもなく上野の岩崎邸に文化庁の職員を一同に集められ、私ども志野流は香道の紹介をさせ

て頂いた。色々とお話させて頂いたが、よっぽどの思いがあってそのような場を設けられたの

だろう。河合氏の熱意の籠った表情と何故だか無表情の文化庁の皆さんの顔が対照的だった事

を今更ながら思い出した。それから数年、この任を授かったのは世界に無二の香り文化、「香道」

の素晴らしさを各国に広め伝え、そして日本と外国との架け橋になりなさいとの事と考え、責

任重大で簡単にとはいかないだろうが今回受けさせて頂く事にした。さて出発まで時間は短く、

半年日本を離れるため全国にある教場の整理、ありとあらゆる準備で大事なビザの発給が間に

合わないまま期日が迫り飛び立つ事になる。活動の中心はパリだが、出発前に日本からアパー

トを借りる事が難しく、結局到着後数週間掛けて借りられた。私生活は兎も角、文化活動の方

は 6 ヶ月間休みなく行った。今回毎日のように気付かされたのは海外ではどこの国に行っても

老若男女問わず「文化」と言うものを大事に思い、それに携わる人々には畏敬の念を持って接

してくれるということである。また残念な事にそれに相対するように日本人の文化度の低さと

いうものも嫌という程味わった。この度の文化庁からの海外派遣の任を終え、我武者羅になっ

て世界中を飛び回り香道を伝えてきたことを数ヶ月が経ちようやく冷静に振り返る事ができた。

そう、そもそもの文化庁からの私への依頼というものが、日本の香り文化「香道」を是非とも

世界の皆様に披露し、そこを起点として日本文化強いて言えば日本という国自体の理解を深め

てもらおうという、とてもとても責任重き任務と理解していたのが。右も左も分からない外国

の地で「暮らす」ことでも精一杯の文化交流使に文化庁から届くメールは「報告書を早く出す

ように」。活動国で偶然一緒になった他の派遣使の方との一言目は「文化庁、冷たいよな…お

互い身体に気を付けて頑張って活動しよう」だった。ところで、パリと言えば香り、香水がよ

く思い出されるが、フランス人だけが香りに興味を持っているというのは思い違いであること

に気付かされた。フィンランド、ルクセンブルク、ドイツ、中国、そして中東のバーレーンに

おいても香りは身近な存在として彼らの生活を豊かにさせていた。講座では香道における専門

用語を各国語に訳す事に苦心した。各講座 1 時間足らずの打ち合わせで本番を迎えるので、参

加者の表情を見ながら進めていった。全ての活動において、正確に正しいものを伝える事にこ

だわったが、やはり外国の地という環境下では 1 人でできる事には限界があり譲らなければな

らない場面がどうしても出てきた。それも含め今後はその場その場に適した、本質は変えずに

良い意味での表現方法の変化も必要かも知れない。半年間という短い期間ではあったが、現地

の多くの方々に香道という日本独自の香り文化を紹介できたのみならず、これを媒体として禅

の考えや日本の歴史、また和歌や書と日本人の精神性や文学までも広く伝える事ができた。異

国の文化、しかも香りと言う目に見えない物にも関わらず、その国、その人一人一人から感じ

取れる表情、反応には感心した。また交流という意味では日本以外の各国の政府から民間レベ

ルまでの自国に対する文化への関心の高さ、また大切にし、敬う気持ちがある事を身に染みて

蜂谷宗苾（香道志野流二十一代目家元継承者）

文化度
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感じることができて良かった。逆に海外に出た事により日本人全体の文化度の低さを痛感した

次第である。御蔭様で今回の滞在中に多くの方に香道を知って頂き、また香道を通して日本文

化の精神性を広く伝えられたと思っている。今回の文化庁の活動が種を蒔く事にあたるのであ

れば、今後は継続的に水を与え続け、そして 10 年後 20 年後に素晴らしい花を咲かせる事が大

事である。それができた時にはじめてこの文化庁海外派遣制度の意味が出てくる。その時はこ

の制度がどうなっているか、文化庁に働いている方々が何をされているかは分からないが、私

は死ぬまでこの活動を続けていく。それにしても精神力が強くなった。そしてこの日本が世界

に誇る香道という文化を誰の力も借りずに自分の力で守り継承していこうと心に強く、強く

誓った。最後に心血注いで 6 ヶ月間の活動を支えてくれた文化庁と各国在外公館の皆様、そし

て各国の友人たちに感謝の気持ちをお伝えして報告とさせて頂く。

2010 年 3 月 4 日 バーレーン2010 年 1 月 23 日 ドイツ ( ケルン )

2010 年 1 月 14 日 フランス ( パリ )
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■活 動 国：ブラジル、韓国

■活動期間：平成 22 年 2 月 5 日〜平成 22 年 3 月 23 日

■活動概要：
　今回の文化庁のこの事業の為に選ばせて戴きました地球上でもお互いに最も遠いエリアに位

置する二つの国、ブラジルと韓国の実状についての報告をさせて頂きます。

　文化交流使の制度が、通常行って参りました演奏旅行としての海外公演と大きく異なる点は、

こちらのパフォーマンスを一方的に現地の方々に鑑賞をして頂くだけでは無く、こちらからも

現地の状況の定点観測が出来るという事が先ず揚げられると思います。滞在期間は両国共に、

ほんの数週間ではありましたが（ブラジルでは期間中にソロ・リサイタルを 1 回、現地の邦楽

家の方々との合同コンサートを 4 回、ワークショップを 4 回、レクチャー・デモンストレーショ

ンを 2 回の計 10 回のパフォーマンスを実施いたしました）、極力現地の方々と接する機会を持

ち、プライベートな時間帯の中での現地の皆様の本音を聞き出す事に努めました。

　今回の滞在地はブラジルのサン・パウロが中心であったのですが、一説では現在日系人の人

口は全土で 150 万人近くになっていると云う話を聞かされました。この様に海外で最も大きな

日系社会が営まれているのであれば、さぞや日本の様々な文化も盛んに活動を繰り広げられて

いる事だろうと思いきや、実態はなかなか想像通りには運んでいない様でした。

　2008 年にブラジルでは日本移民百周年の事業が盛大に催され、私もこの時に演奏で伺った

事が今回の御縁に繋がったと思うのですが、この移民の歴史の中での日系人社会の成り立ちを

注視する事となりました。現地には勿論邦楽を志す方達による組織があり、過去数十年に渡り

活動を続けて来られました。しかし幹部の方々はかなり高齢化をされていて、現代のパソコン

の世界からは想像が不可能なほどに母国からの情報が届かない環境の中で永年、会を守って来

られた実態があったのです。

　この守勢に廻る立場がややもすると会の形を保守的にし、また保守の内部での分裂を生んだ

のかも知れません。更に将来的に不安となるのは、特に日系ではない現地の若い会員の方々が、

この旧態依然とした運営を守る事が邦楽を学ぶ事であると誤解をしてしまう事です。今後この

会の運営形態は大幅に改善される必要があるでしょう。

　日本の文化は単に精神論としてのみ伝えるのではなく、時としてロジカルに説明することも

等しく大切であると思います。空港のすぐ側で航路の真下にある日本式家屋という環境の中で

も、音圧の小さな尺八の古典曲のソロを子供を含めた聴衆が水を打った様に静かに耳を傾けら

れる様な国民性ですから、彼等の中に日本の文化が更に浸透して行く事は容易に想像が出来ま

す。素より世界で最大の日系人社会を抱え、地球の反対側に位置するこの国は、未来に於いて

も日本文化の重要な発信地である事を疑う余地は無い筈ですから。

　その後に前述のブラジルとは極端に状況の異なる国、韓国を訪れました。この国を自ら希望

した当初の理由は尺八演奏家としての音楽的なものでした。これは持論なのですが、尺八古典

本曲（虚無僧の音楽）の内、特に東北系のものには朝鮮半島の感性の影響が大きく見られると

考えています。今までの韓国での演奏上の経験からもこの考え方には確信を持っております。

　この様に近い感覚を持っている民族でも、その時間と時代に対する感じ方は全く違うものが

あります。例えば彼等にとって最も大切な歌に「ハノベンニョン」と呼ばれる曲があるのです

三橋貴風 （尺八演奏家）

求められる現地での受け入れ体制の改良
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が、これを漢字では「恨五百年」と書きます。一説には秀吉の朝鮮出兵に対しての恨みの歌で

あるとも言われています。とにかく “ 水に流す ” という考え方は世界中、日本国内以外では通

用しません。

　同じ時期に日本が国家併合を試みた対象国として台湾もありましたが、こちらでは現在、日

本のナツメロや民謡、更に演歌等を尺八で楽しそうに吹いている人達のグループが活発に活動

を続けています。一方韓国内では周知の通りに日本文化が根絶されて来た時代がありました。

けれども現在、ソウル市内ではちょっとした日本ブーム（日本風居酒屋等々）が起こっていま

す。今回は計 8 回のパフォーマンスを行いましたが、その対象者の殆どが若い世代の方々でし

た。現地での継承者が存在しない代わりに、若い方々を根気を持って啓蒙して行く事が必要で

あると思います。

　今後可能であれば、会計年度を超越して、より現地に浸透をして活動できる若い専門家を派

遣することも平行して行う可きなのではないでしょうか？

　より効率的に文化交流活動を勧める為には、現地でその活動を享受する立場の方々を国家が

長期的な計画で支える方法論を実践して行く事が、文化交流を更に無駄無く行ってゆく上で必

要で不可欠であると考えて居ります。

「サンパウロ邦楽会」の新年会に参加 国際交流基金に於けるワークショップ第二回目
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派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国 / 在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（12 名）

みうら　なおゆき

三浦　尚之 音楽プロデューサー 米国 H15.7.20 ～ 9.1

たなか　  ちせこ

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

わたなべ　よういち

渡辺　洋一 和太鼓奏者 米国 H15.8.15 ～ 9.6

おさない　みえこ

小山内　美江子 脚本家 カンボジア H15.8.20 ～ 9.24

うめばやし　しげる

梅林　茂 作曲家 イタリア H15.8.27 ～ 11.8

くにもと　たけはる＊

国本　武春 * 浪曲師 米国 H15.9.12 ～ H16.8.10

ばろんよしもと

バロン吉元 漫画家 スウェーデン H15.9.22 ～ 11.21

みたに　おん＊

三谷　　温 * ピアニスト クロアチア H15.9.27 ～ H16.5.14

しょうふくてい　かくしょう＊

笑福亭　鶴笑 * 落語家 タイ H15.12.1 ～ H16.1.15

こみや　たかやす＊

小宮　孝泰 * 俳優 英国 H16.1.16 ～ 5.11

ひらの　けいいちろう＊

平野　啓一郎 * 作家 フランス H16.2.28 ～ H17.2.27

よもた　いぬひこ＊

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

現地滞在者型
（4 名）

高岡　美知子 * 答礼人形研究家 米国 H16.3.1 ～ H17.2.28

松本　直み * 舞台照明研究家 フィリピン H16.3.1 ～ H17.2.28

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

ローチャン由理子 * 画家 インド H16.3.1 ～ H17.2.28

派遣種類 氏　名 / 団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（5 組）

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

ケント・ナガノ 指揮者 米国 H15.10.30 品川区立立会小学校

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

クリスティアン・アル
ミンク

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

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

文化庁文化交流使一覧　（平成23年3月現在）
【平成15年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

* 印は、次年度も引き続き活動
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派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国 / 在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（5 名）

きたむら　しょうさい

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

すぎもと　ひろし

杉本　洋 日本画家 カナダ H16.9.1 ～ 11.30

はしぐち　じょうじに *

橋口　譲二 写真家 ドイツ H16.12.13 ～
H17.12.12

いのうえ　ひろこ *

井上　廣子 造形作家 オーストリア H17.1.10 ～ H18.1.9

みやた

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

派遣種類 氏　名 / 団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（6 組）

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

エムパイヤ・ブラス 金管五重奏 米国 H16.6.14 神戸市立港島小学校

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

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

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

【平成16年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

* 印は、次年度も引き続き活動

派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国 / 在住国 委嘱期間備考

海外派遣型
（5 名）

かわむら　はるひさ

河村　晴久 能楽師 米国 H17.4.14 ～ 5.25

むらい　けん

村井　健 演劇評論家 ロシア H17.5.3 ～ 6.9

かんだ　さんよう＊

神田　山陽 * 講談師 イタリア H17.9.1 ～ H18.8.31

ひらた

平田　オリザ 劇作家・演出家 カナダ、米国 H18.1.3 ～ 3.31

いくお　みつはし＊

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

現地滞在者型
（2 名）

すぎ　ようこ

杉　葉子 女優 米国 H17.5.2 ～ 10.31

ほんな　てつじ＊

本名　徹次 指揮者 ベトナム H17.11.17 ～
H18.11.16

派遣種類 氏　名 / 団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（5 組）

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

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

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

10 人のミラクル・トランペッター
／ TEN　OF　THE　BEST

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

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

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

【平成17年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

* 印は、次年度も引き続き活動
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派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国 / 在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（9 名）

てらうちなおこ

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

げんだえつお

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

かわいしゅんこう

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

かつみともこ *

勝美　巴湖 日本舞踊家 英国 H18.12.26 ～
H19.7.15

さかてようじ *

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

かつらこはるだんじ

桂　小春團治 落語家 米国 H19.2.6 ～ 3.10

とよざわとみすけ

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

てらいさかえ *

寺井　栄
能楽師

（能楽観世流シテ方） オーストラリア H19.3.5 ～ 5.30

こばやしちず *

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

現地滞在者型
(1 名）

おおつぼこうせん *

大坪　光泉 華道家 中国 H18.9.15 ～ H19.9.14

派遣種類 氏　名 / 団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（9 組）

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

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

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

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

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

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

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

ツェンド・
バットチョローン

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

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

【平成18年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

* 印は、次年度も引き続き活動
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派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国 / 在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（9 名）

たてまつ　わへい

立松　和平 作家 中国 H19.4.27 ～ 5.26

みうら　ゆうけい

三浦　友馨 華道家 中国 H19.8.1 ～ 9.28

なか　ぼくねん

名嘉　睦稔 画家 韓国、フランス、
スペイン H19.8.30 ～ 11.13

ほんま　ひろし＊

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

なかむら　すすむ

中村　享 盆栽作家 カナダ H19.9.5 ～ 10.6

えんだ　ひでき＊

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

ゆやま　あずま

湯山　東 画家 フランス、チェコ、
ドイツ H19.11.2 ～ 12.19

かつら　かいし＊

桂　かい枝＊ 落語家 米国 H20.3.31 ～ 10.1

たちばな　うもん＊

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

派遣種類 氏　名 / 団体名 プロフィール 在住国 委嘱期間 活動場所

来日芸術家型
（7 組）

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

ファジル・サイ ピアニスト トルコ H19.7.11 渋谷区立小学校

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

小学校

チェコ少年少女合唱団 合唱 チェコ H19.7.30 北九州市立穴生
中学校

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

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

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

中札内文化創造センター

【平成19年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

* 印は、次年度も引き続き活動
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派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国 / 在住国
（予定含む）

委嘱期間
（予定含む） 備考

海外派遣型
（8 名）

しまだ　まさひこ

島田　雅彦 作家 米国、韓国 H20.7.1 ～ H21.3.31

せん　そうおく＊

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

うめわか　なおひこ

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

こばやし　ちず

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

なかがわ　まもる

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

ときわず　もじべえ

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

ふくだえいか　ちえこあらた

福田　栄香（千栄子改め）
じうたそうきょくえんそうか

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

すだ　けんじ＊

須田　賢司 木工芸作家 ニュージーランド H21.3.22 ～ 5.4

現地滞在者型
（2 名）

うえの　こうしゅうざん＊

上野　宏秀山 尺八奏者 シンガポール H21.2.1 ～ 4.30

ふみこ＊

ブーイ　文子 茶道家 タイ、インド H21.2.1 ～ 4.30

派遣種類 団体名 分野 活動国 委嘱期間
（予定含む） 備考

短期指名型
（5 組）

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

狂言公演

舞踊集団菊の会 舞踊（邦舞） ブラジル H20.9.16、9.25

だいかぐらきょくげいきょうかい

太神楽曲芸協会 太神楽曲芸 カンボジア H20.12.3

おんでこざ

鬼太鼓座 和太鼓 ブラジル H20.12.16

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

【平成20年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

* 印は、次年度も引き続き活動
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派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国 / 在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（10 名）

ありの　よしと

有野　芳人 将棋棋士 中国 H21.5.27 ～ 8.9

あおき　しんいち

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

きせ　しんじん

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

つるが　わかさのじょう

鶴賀　若狭掾
重要無形文化財「新内節浄
瑠璃」（各個認定）保持者

英国、アイルランド、
オランダ、ベルギー H21.9.14 ～ 10.29

たけもと　ちとせだゆう

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

はちや　そうひつ

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

H21.9.30 ～ H22.3.24

ぶせき　すいこう

武関　翠篁 竹工芸家 ドイツ H21.10.11 ～ 11.17

いべ　きょうこ

伊部　京子 和紙造形家 米国、エジプト H21.11.3 ～ H22.3.3

くぼ　しゅう

久保　修 切り絵画家 米国 H21.12.30 ～
H22.3.26

みつはし　きふう

三橋　貴風 尺八演奏家 韓国、ブラジル H22.2.5 ～ 3.23

現地滞在者型
（1 名）

さわさき　たくま

澤崎　琢磨 和太鼓奏者 パラグアイ、
ブラジル H21.8.1 ～ 10.31

派遣種類 団体名 分野 活動国 委嘱期間
（予定含む） 備考

短期指名型
（5 組）

NPO 法人　
和文化交流普及協会

伝統芸能（獅子舞、
津軽三味線、和太鼓等）ウルグアイ H21.9.7、8

猿楽會 狂言 オーストリア H21.10.13

社団法人　
落語芸術協会 落語 カンボジア H21.11.25

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

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

【平成21年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

* 印は、次年度も引き続き活動
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派遣種類 氏　名 プロフィール 派遣国 / 在住国 委嘱期間 備考

海外派遣型
（12 名）

まゆずみ

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

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

ふじま　まえ

藤間　万惠 * 日本舞踊家 中国 H22.9.4 ～ H237.16

ささき　やすひと

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

みのわ　としやす

蓑輪　敏泰 和太鼓奏者 メキシコ H22.9.20 ～ 10.26

しょうふくてい　ぎんぺい

笑福亭　銀瓶 落語家 韓国 H22.9.30 ～ 10.31

やすだ　やすとし

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

H22.11.15 ～
H23.2.28

やまむら　こうじ

山村　浩二 アニメーション作家 カナダ H22.11.12 ～ 12.19

のだ　てつや

野田　哲也 版画家 イスラエル、英国 H22.12.3 ～ H23.1.17

やまうち　けんじ

山内　健司 俳優 フランス、スイス、
ベルギー H23.1 ～ H23.3

さわた　かつなり

澤田　勝成 津軽三味線 中国 H23.2.20 ～ 3.20

つむら　れいじろう *

津村　禮次郎 能楽師 ロシア、ハンガリー H23.2.24 ～ 4.9

派遣種類 団体名 分野 活動国 委嘱期間
（予定含む） 備考

短期指名型
（4 組）

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

財団法人日本余暇文化
振興会 津軽三味線 メキシコ H22.10.23

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

11.1、11.2
金春流能ドイツ巡回
公演実行委員会 能 ドイツ H23.1.20、1.28

【平成22年度　文化庁文化交流使一覧】 （派遣順）

* 印は、次年度も引き続き活動




