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本日の公演の様子をご自宅でもご覧いただけます
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■主催／ 東アジア文化都市北九州実行委員会
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■後援／ 東京藝術大学

北九州芸術劇場 大ホール2021年 14：00～6月6日日

※モザイクアートの写真は「北九州市 時と風の博物館」に
　一般の方より投稿されたものを使用しています。

交流式典
东亚文化之都北九州2020▶21　交流典礼
동아시아 문화도시 기타큐슈 2020▶21 교류 식전 행사

2021年6月6日（星期日） 14：00～　北九州艺术剧场 大礼堂
2021년6월6일（일） 14：00～　기타큐슈 예술극장 대홀

東アジア文化都市北九州 公式 YouTube
東アジア文化都市北九州 YouTube



東アジア文化都市北九州2020▶21
　「創造都市・北九州」へ
　　～東アジアの響きあう交流を未来へ～

　東アジア文化都市北九州2020▶21では、北九州市を舞台に、東アジアをはじめとする、市民、産業界、多様なアーティストが集い、それぞ
れの創造性を最大限に引き出しながら交流・協働・融合することで、東アジア域内の相互理解をさらに深めるとともに、新たな価値を生み出し

進化させ、平和的発展に貢献することを目指します。同時に、東アジア文化都市の開催を推進力として「創造都市・北九州」の実現を図ってい

きます。

「未来」と「対話」　̶ Future & Dialog ̶
　人 は々「時代」と共に歩み続け、その「記憶」と共に人生を育んできた。過去を俯瞰し、検証し、現代を生きることにより、人 の々共有財産は

「未来」へ受け継がれる。それは、ささやかな「対話」の積み重ねからしか始まらない。

“未来”与“对话”― Future & Dialog ―
人们不断与“时代”同行，并在留下这份“记忆”的同时，孕育了人生。通过俯瞰、验证过去，并活在当下，将人们的共同财产传承给“未来”。这一切都只有从积累小

小的“对话”开始。

'미래'와 '대화'　— Future & Dialog —
사람들은 ‘시대’와 함께 걸어가며 그에 대한 '기억'과 함께 인생을 살아왔다. 과거를 객관적인 시점에서 바라보고 검증하며 현대의 삶을 통해 사람들이 공유하는 재산은 '미래'로 전승된다. 이는 

거듭되는 소소한 '대화'에서부터 시작된다.

东亚文化之都北九州2020▶21
　实现“创意城市·北九州”
　　―面向未来，促进东亚互相响应的交流—

在东亚文化之都北九州2020▶21中，以北九州市为舞台，将聚集以东亚为首的市民、产业界人士和多种多样领域的艺术家。这项活动的目的是：通过他们最大限度地发挥
各自的创造性，彼此进行交流、互动和融合，从而进一步增进东亚地区内的相互理解，产生新的价值并使其进步，为和平发展作出贡献。同时，本市希望以举办东亚文化

之都活动为推进力，谋求实现“创意城市·北九州”。

동아시아 문화도시 기타큐슈 2020▶21
　‘창조도시 기타큐슈’로
　　∼동아시아의 호응하는 교류를 미래로∼

동아시아 문화도시 기타큐슈 2020▶21에서는 기타큐슈시를 무대로 동아시아를 비롯한 시민과 산업계, 다양한 아티스트들이 모여 서로의 창의력을 극대화하면서 교류·협동·융합을 통해 동아시아 

지역 내 한층 더 깊은 상호 이해를 도모함과 동시에 새로운 가치를 창출하고 진화시켜 평화적인 발전을 위한 공헌을 목표로 합니다. 이와 함께 동아시아 문화도시 개최를 추진력으로 삼아 ‘창조도시 

기타큐슈’를 실현하고자 노력해 나가겠습니다.

東アジア文化都市北九州実行委員会会長

北九州市長

北橋 健治

文化庁長官

都倉 俊一
北九州市长  ／기타큐슈 시장

东亚文化之都北九州执行委员会会长
동아시아 문화도시 기타큐슈 실행위원회 회장

文化庁长官 ／문화청 장관

Tokura ShunichiKitahashi Kenji

　「東アジア文化都市北九州2020▶21」交流式典の開催、心よりお
祝い申し上げます。
　北九州市は古くからアジアとの交易における西の門戸として、また近
代に至ると、日本の工業化を支える港として栄え、数多くの人々が行き
交う中、多様な芸術・文化が育まれてきました。一方で、高度経済成長
期には深刻な公害に直面しましたが、市民が団結し公害を克服した経
験があります。
　今回コロナ禍により、開催に至るまでの間、関係者の皆様におかれま
しては大変な思いをされたと存じます。市民一体となり、北九州市そし
て世界のために取り組む熱い思いは、北九州市の文化を彩る特色の一
つであり、素晴らしさであります。
　北九州市では「人をつなぐ。未来をつなぐ。」をスローガンに、様々な文
化事業が行われます。中国の紹興市、敦煌市、韓国の順天市との交流
を通じ、多様な人々がつながり、北九州市が誇る文化が世界の注目を
集め、益々発展していくことを心より期待しています。

衷心祝贺「东亚文化之都北九州2020▶21」交流典礼的举办。
自古以来，北九州市就一直是日本与亚洲贸易的西大门，到了现代，更是作为支持日本工
业化的港口而得以繁荣发展，在无数的人们穿梭往来的同时，孕育了多样的艺术和文化。
另一方面，北九州市虽在经济高度成长时期，面临了严重的公害，但也拥有市民团结一致
克服公害的经验。
由于这次的新冠疫情的影响，直到举办开始这段期间，想必各位相关人士也备受艰辛。市
民们合而为一，为北九州市和为世界而尽心竭力的热情，是给北九州市文化添彩的特色之
一，也是其优秀所在。
北九州市以“与人连接。与未来连接。”为口号，开展各种文化事业。由衷期望通过与中国绍
兴市、敦煌市和韩国顺天市的交流，各种各样的人们能够联系在一起，让北九州市引以为
傲的文化引起世界的关注，并日益发展。

‘동아시아 문화도시 기타큐슈 2020▶21’ 교류 식전 행사의 개최를 진심으로 축하드립니다.

예로부터 기타큐슈시는 아시아 교역에서 서쪽의 문호로, 그리고 현대에 이르러 일본의 

산업화를 지탱하는 항구로 번성하여 수많은 사람이 왕래하는 가운데 다양한 예술과 문화가 

성장되어 왔습니다. 한편으로는 고도경제성장기에 심각한 공해에 직면하기도 하였으나, 

시민의 단결된 힘으로 공해를 극복한 경험이 있습니다.

이번 코로나 사태로 인해 개최가 성사되기까지 관계자 여러분께서는 굉장히 힘든 시간을 

보내셨으리라 생각됩니다. 시민이 하나가 되어 기타큐슈시, 그리고 전 세계를 위해 

노력하는 열정은 기타큐슈시의 문화를 빛내는 특색 중 하나이며 훌륭한 점으로 꼽을 수 

있습니다.

기타큐슈시에서는 ‘사람을 잇는다. 미래를 잇는다.’를 캐치프레이즈로 다양한 문화 사업을 

진행합니다. 중국 소흥시와 돈황시, 한국의 순천시와 교류를 통해 다양한 사람들을 

연결하고, 기타큐슈시가 자랑하는 문화가 세계의 주목을 받아 더욱더 발전해 나갈 것을 

진심으로 기대합니다.

　北九州市は、工業都市として発展する中で、企業群を中心とする文化
芸術活動が広がり、今日でも、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能など幅
広いジャンルにおいて文化活動が活発に行われています。
　また、近年では、アニメ、漫画、映画といったメディア芸術の分野でも、
北九州市の取組は非常に注目されています。
　こうした文化活動や、環境問題を通じたアジアの都市への数々の貢献
などが評価され、九州で初めて「東アジア文化都市」に選定されました。
　東アジア文化都市事業は、開催を通じて、市民のシビックプライドの醸
成や、文化観光政策の推進、都市イメージの向上を図ることを目標とし
ています。本市での東アジア文化都市の開催は、「創造都市・北九州」の
実現への契機となるものです。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、文化芸術は我々の
心に喜びや感動をもたらし、心豊かな市民生活や活力ある社会を築く原
動力であると感じています。
　会期中は、多彩な文化芸術イベントを実施するとともに、開催都市で
ある中国・紹興市、敦煌市、韓国・順天市との文化交流に取り組みます。
多くの皆様に、「東アジア文化都市北九州2020▶21」にご参加いただ
き、まちの魅力を再発見して、文化芸術の力でまちの未来を一緒に盛り
上げていきましょう。

北九州市在作为工业城市发展的过程中，以企业群体为中心的文化艺术活动不断扩大，时
至今日，在文学、音乐、美术、戏剧和传统艺能等广泛领域中也积极开展着文化活动。
另外，近年来，北九州市还致力于动画、漫画和电影等媒体艺术领域的文化活动，并受到了
广泛关注。
这些文化活动，以及北九州市在环境问题方面对亚洲城市作出的众多贡献等受到了认可，
是九州首座被选为“东亚文化之都”的城市。
东亚文化之都事业，旨在通过举办该项事业活动来培养市民的自豪感，推进文化旅游政策
措施以及提高城市形象。在本市举办东亚文化之都活动，将为实现“创意城市•北九州”创造
契机。
此外，在新型冠状肺炎疫情的影响仍在持续之中，我感受到文化艺术给我们的心灵带来喜
悦和感动，是内心丰富的市民生活和建设充满活力的社会的原动力。
在举办期间，将举行多彩的文化艺术活动，并致力于与中国绍兴市、敦煌市和韩国顺天市
等主办城市展开文化交流。
恭请各位参加“东亚文化之都北九州2020▶21”，重新发现城市的魅力，用文化艺术的力量，
一起振兴城市的未来。

기타큐슈시는 공업 도시로 발전하면서 기업군을 중심으로 폭넓은 문화예술 활동이 

이루어져 오늘날까지 문학, 음악, 미술, 연극, 전통 예능 등 다양한 장르에서 활발한 문화 

활동이 펼쳐지고 있습니다.

또한 최근에는 애니메이션, 만화, 영화 등 미디어 예술 분야에서도 기타큐슈시의 노력이 큰 

주목을 받고 있습니다.

이러한 문화 활동과 환경 문제를 바탕으로 아시아 도시를 위한 수많은 공헌 등이 높은 

평가를 받아 규슈에서는 처음으로 '동아시아 문화도시’로 선정되었습니다.

동아시아 문화도시 사업은 개최를 통해 시민들의 자부심 조성과 문화 관광 정책을 

추진하고 도시 이미지 향상을 도모하는 것이 목표입니다. 본 시에서 개최되는 동아시아 

문화도시는 ‘창조도시 기타큐슈’ 실현을 위한 계기가 될 것입니다.

아울러 신종 코로나바이러스 감염증의 영향이 계속되는 지금, 문화예술은 우리의 마음에 

기쁨과 감동을 선사하고, 풍족하고 여유로운 시민 생활과 활력있는 사회를 구축하는 

원동력이라고 생각합니다.

개최 기간에는 다채로운 문화예술 이벤트를 실시함과 동시에 개최 도시인 중국의 소흥시와 

돈황시, 한국의 순천시와 문화 교류 활성화에 힘쓸 것입니다.

많은 분들의 ‘동아시아 문화도시 기타큐슈 2020▶21’ 참여를 통해 도시의 매력을 

재발견하고, 문화예술의 힘으로 모두가 함께 도시의 미래를 북돋워 갑시다.

概要、テーマ・コンセプト ／概要、主题·理念 ／개요, 테마 컨셉 挨拶  ／致辞 ／인사
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北橋 健治

文化庁長官

都倉 俊一
北九州市长  ／기타큐슈 시장

东亚文化之都北九州执行委员会会长
동아시아 문화도시 기타큐슈 실행위원회 회장

文化庁长官 ／문화청 장관

Tokura ShunichiKitahashi Kenji

　「東アジア文化都市北九州2020▶21」交流式典の開催、心よりお
祝い申し上げます。
　北九州市は古くからアジアとの交易における西の門戸として、また近
代に至ると、日本の工業化を支える港として栄え、数多くの人々が行き
交う中、多様な芸術・文化が育まれてきました。一方で、高度経済成長
期には深刻な公害に直面しましたが、市民が団結し公害を克服した経
験があります。
　今回コロナ禍により、開催に至るまでの間、関係者の皆様におかれま
しては大変な思いをされたと存じます。市民一体となり、北九州市そし
て世界のために取り組む熱い思いは、北九州市の文化を彩る特色の一
つであり、素晴らしさであります。
　北九州市では「人をつなぐ。未来をつなぐ。」をスローガンに、様々な文
化事業が行われます。中国の紹興市、敦煌市、韓国の順天市との交流
を通じ、多様な人々がつながり、北九州市が誇る文化が世界の注目を
集め、益々発展していくことを心より期待しています。

衷心祝贺「东亚文化之都北九州2020▶21」交流典礼的举办。
自古以来，北九州市就一直是日本与亚洲贸易的西大门，到了现代，更是作为支持日本工
业化的港口而得以繁荣发展，在无数的人们穿梭往来的同时，孕育了多样的艺术和文化。
另一方面，北九州市虽在经济高度成长时期，面临了严重的公害，但也拥有市民团结一致
克服公害的经验。
由于这次的新冠疫情的影响，直到举办开始这段期间，想必各位相关人士也备受艰辛。市
民们合而为一，为北九州市和为世界而尽心竭力的热情，是给北九州市文化添彩的特色之
一，也是其优秀所在。
北九州市以“与人连接。与未来连接。”为口号，开展各种文化事业。由衷期望通过与中国绍
兴市、敦煌市和韩国顺天市的交流，各种各样的人们能够联系在一起，让北九州市引以为
傲的文化引起世界的关注，并日益发展。

‘동아시아 문화도시 기타큐슈 2020▶21’ 교류 식전 행사의 개최를 진심으로 축하드립니다.

예로부터 기타큐슈시는 아시아 교역에서 서쪽의 문호로, 그리고 현대에 이르러 일본의 

산업화를 지탱하는 항구로 번성하여 수많은 사람이 왕래하는 가운데 다양한 예술과 문화가 

성장되어 왔습니다. 한편으로는 고도경제성장기에 심각한 공해에 직면하기도 하였으나, 

시민의 단결된 힘으로 공해를 극복한 경험이 있습니다.

이번 코로나 사태로 인해 개최가 성사되기까지 관계자 여러분께서는 굉장히 힘든 시간을 

보내셨으리라 생각됩니다. 시민이 하나가 되어 기타큐슈시, 그리고 전 세계를 위해 

노력하는 열정은 기타큐슈시의 문화를 빛내는 특색 중 하나이며 훌륭한 점으로 꼽을 수 

있습니다.

기타큐슈시에서는 ‘사람을 잇는다. 미래를 잇는다.’를 캐치프레이즈로 다양한 문화 사업을 

진행합니다. 중국 소흥시와 돈황시, 한국의 순천시와 교류를 통해 다양한 사람들을 

연결하고, 기타큐슈시가 자랑하는 문화가 세계의 주목을 받아 더욱더 발전해 나갈 것을 

진심으로 기대합니다.

　北九州市は、工業都市として発展する中で、企業群を中心とする文化
芸術活動が広がり、今日でも、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能など幅
広いジャンルにおいて文化活動が活発に行われています。
　また、近年では、アニメ、漫画、映画といったメディア芸術の分野でも、
北九州市の取組は非常に注目されています。
　こうした文化活動や、環境問題を通じたアジアの都市への数々の貢献
などが評価され、九州で初めて「東アジア文化都市」に選定されました。
　東アジア文化都市事業は、開催を通じて、市民のシビックプライドの醸
成や、文化観光政策の推進、都市イメージの向上を図ることを目標とし
ています。本市での東アジア文化都市の開催は、「創造都市・北九州」の
実現への契機となるものです。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、文化芸術は我々の
心に喜びや感動をもたらし、心豊かな市民生活や活力ある社会を築く原
動力であると感じています。
　会期中は、多彩な文化芸術イベントを実施するとともに、開催都市で
ある中国・紹興市、敦煌市、韓国・順天市との文化交流に取り組みます。
多くの皆様に、「東アジア文化都市北九州2020▶21」にご参加いただ
き、まちの魅力を再発見して、文化芸術の力でまちの未来を一緒に盛り
上げていきましょう。

北九州市在作为工业城市发展的过程中，以企业群体为中心的文化艺术活动不断扩大，时
至今日，在文学、音乐、美术、戏剧和传统艺能等广泛领域中也积极开展着文化活动。
另外，近年来，北九州市还致力于动画、漫画和电影等媒体艺术领域的文化活动，并受到了
广泛关注。
这些文化活动，以及北九州市在环境问题方面对亚洲城市作出的众多贡献等受到了认可，
是九州首座被选为“东亚文化之都”的城市。
东亚文化之都事业，旨在通过举办该项事业活动来培养市民的自豪感，推进文化旅游政策
措施以及提高城市形象。在本市举办东亚文化之都活动，将为实现“创意城市•北九州”创造
契机。
此外，在新型冠状肺炎疫情的影响仍在持续之中，我感受到文化艺术给我们的心灵带来喜
悦和感动，是内心丰富的市民生活和建设充满活力的社会的原动力。
在举办期间，将举行多彩的文化艺术活动，并致力于与中国绍兴市、敦煌市和韩国顺天市
等主办城市展开文化交流。
恭请各位参加“东亚文化之都北九州2020▶21”，重新发现城市的魅力，用文化艺术的力量，
一起振兴城市的未来。

기타큐슈시는 공업 도시로 발전하면서 기업군을 중심으로 폭넓은 문화예술 활동이 

이루어져 오늘날까지 문학, 음악, 미술, 연극, 전통 예능 등 다양한 장르에서 활발한 문화 

활동이 펼쳐지고 있습니다.

또한 최근에는 애니메이션, 만화, 영화 등 미디어 예술 분야에서도 기타큐슈시의 노력이 큰 

주목을 받고 있습니다.

이러한 문화 활동과 환경 문제를 바탕으로 아시아 도시를 위한 수많은 공헌 등이 높은 

평가를 받아 규슈에서는 처음으로 '동아시아 문화도시’로 선정되었습니다.

동아시아 문화도시 사업은 개최를 통해 시민들의 자부심 조성과 문화 관광 정책을 

추진하고 도시 이미지 향상을 도모하는 것이 목표입니다. 본 시에서 개최되는 동아시아 

문화도시는 ‘창조도시 기타큐슈’ 실현을 위한 계기가 될 것입니다.

아울러 신종 코로나바이러스 감염증의 영향이 계속되는 지금, 문화예술은 우리의 마음에 

기쁨과 감동을 선사하고, 풍족하고 여유로운 시민 생활과 활력있는 사회를 구축하는 

원동력이라고 생각합니다.

개최 기간에는 다채로운 문화예술 이벤트를 실시함과 동시에 개최 도시인 중국의 소흥시와 

돈황시, 한국의 순천시와 문화 교류 활성화에 힘쓸 것입니다.

많은 분들의 ‘동아시아 문화도시 기타큐슈 2020▶21’ 참여를 통해 도시의 매력을 

재발견하고, 문화예술의 힘으로 모두가 함께 도시의 미래를 북돋워 갑시다.

概要、テーマ・コンセプト ／概要、主题·理念 ／개요, 테마 컨셉 挨拶  ／致辞 ／인사
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紹興市長

盛閲春

敦煌市長

朱建軍

順天市長
绍兴市长 ／소흥 시장 敦煌市长 ／둔황 시장 顺天市长 ／순천시장

許錫
Kyo SyakeuZhu Jian JunSheng Yue Chun

　世界の環境首都であり、持続可能な発展都市である北九州市にお
いて開催される2021年東アジア文化都市の開幕を、大韓民国を代表
して心よりお祝い申し上げます。
　大韓民国の生態首都であり、韓国において2021年東アジア文化都
市に選定された順天市の市長、許錫と申します。
　順天市は、日本の北九州市、中国の紹興市・敦煌市とともに2021年
東アジア文化都市に選定されたことを大変嬉しく思っております。また、
歴史的な縁をつなぐとともに、互いの友情を深める喜びに満ちた東アジ
アの新しい歴史の扉が開かれるものと期待に胸をふくらませております。
　今年の東アジア文化都市事業は、新型コロナウイルスという悪条件
のもと行われる文化交流であり、この点で深い意義があります。交流の
断絶が懸念される状況においても、私たちは「文化」で語り、「文化」でつ
ながることでしょう。
　「人をつなぐ。未来をつなぐ。」という北九州市のキャッチフレーズのよ
うに、国境という地理的な境界を超え、3か国4都市の市民が文化に
よって一つになることを願い、文化だけではなく観光、経済、社会などす
べての分野における積極的な交流が実現するよう、相互交流の基盤づ
くりに向け最善を尽くして参ります。
　改めて、東アジア文化都市北九州の交流式典の開催を心よりお祝
い申し上げます。文化交流を通じて、2021年が4都市の市民の心に永
く刻まれる1年になることを願っております。

我谨代表大韩民国对全球环境之都和可持续发展之城北九州举办“2021东亚文化之都”活
动年开幕式表示由衷的祝贺。
我是大韩民国生态之都——2021年“东亚文化之都”顺天市市长许锡。
顺天市与日本北九州市、中国绍兴市、敦煌市成功入选2021年“东亚文化之都”，对此我感
到非常高兴，四座城市结下历史渊源的同时增进了相互间的友谊，也非常期待这一幸事将
掀开振奋人心的东亚历史新篇章。
今年的“东亚文化之都”是在新冠疫情这一恶劣条件下开展的文化交流活动，因此更具有
重大意义。尽管存在交流中断的担忧，我们依然将以文化对话并以文化进行交流。
正如北九州的“人人携手，薪火相传”的宣传口号一样，我们希望三国四城的人民跨越国界
这条地理界线，通过文化融为一体，不仅在文化领域，还要在旅游、经济、社会等各个领域
积极交流合作，竭尽全力为相互交流奠定基础。
再次对东亚文化之都北九州活动年的开幕式表示衷心的祝贺，并希望通过文化交流，让
2021年永远铭记在四座城市人民的心中。

세계적인 환경수도이자 지속가능한 발전도시인 기타큐슈에서 개최되는 2021  

동아시아문화도시 개막전을 대한민국을 대표해서 진심으로 축하드립니다.

대한민국생태수도이자 한국을 대표하는 2021 동아시아문화도시, 순천시장 허석입니다.

순천시는 일본 기타큐슈, 중국 소흥. 돈황과 함께 2021 동아시아문화도시로 선정된 것을 

무엇보다 기쁘게 생각하고, 역사적 인연을 맺음과 동시에 상호 우의를 다지는 가슴 벅찬 

동아시아의 새로운 역사가 될 것이라 기대하고 있습니다.

올해의 동아시아문화도시 사업은 코로나19라는 악조건 속에서의 문화교류라는 점에서 큰 

의의를 지닙니다. 교류단절의 우려 속에도 우리는 문화로 말할 것이며, 문화로 소통할 

것입니다.

사람을 연결하고 미래를 연결한다는 기타큐슈의 슬로건과 같이 국경이라는 지리적 

경계선을 넘어 삼국 네 도시의 시민들이 문화로 하나 될 수 있기를 바라며, 문화 분야 뿐 

아니라 관광, 경제, 사회 등 전 분야의 적극적 교류가 이루어질 수 있도록 상호교류의 

발판을 마련하는데 최선을 다하겠습니다.

다시 한 번 동아시아문화도시 기타큐슈 개막행사 개최를 진심으로 축하드리며 문화교류를 

통해 4개 도시의 시민들 가슴속에 2021년이 길이 남는 해가 되길 기원합니다.

　1994年以来、敦煌市は相次いで日本の臼杵市、鎌倉市、並びに日光
市の3都市と友好都市関係を締結しました。近年、双方は公務員の交流
や文化旅行産業などの様々な領域において共通の認識を抱いています。
　敦煌市は北九州市とともに「2021年東アジア文化都市」に選定され
たことを大変光栄に思っております。さらなる日中友好を深めるため、貴
市が開催する「東アジア文化都市交流式典」等の関連イベントにおいて、
臼杵市、鎌倉市並びに日光市を招待いただけることを願っております。

1994年以来，敦煌市先后与日本臼杵市、镰仓市以及日光市等3座城市缔结了友好城市。近
年来，双方在互派公务员交流、文化旅游产业等多领域达成合作共识。
非常荣幸敦煌市与北九州市一同入选“2021年东亚文化之都”，希望贵市在举行“东亚文化
之都开幕式”等系列活动也能适时邀请臼杵市、镰仓市以及日光市出席参加，进一步增进
日中友谊。

1994년 이래, 중국의 돈황은 일본과 잇따라 우스키, 가마쿠라, 닛코 등 3개 도시와 자매 

도시 를 체결 하였습니다. 최근 몇 년 동안 쌍방은 공무원 교류, 문화관광산업 등 여러 

다양한 분야에서 공통된 인식을 갖고 있습니다.

돈황과 기타큐슈가 함께 2021년 ’동아시아 문화도시’로 선정 된 것을 큰 영광으로 

생각합니다.  ’동아시아 문화도시 개막전’ 등 관련 행사에도 우스키, 가마쿠라, 닛코를 

초청하여 중일 우의를 더욱 증진시킬 수 있기를 바랍니다.

　皆様こんにちは。 紹興市人民政府市長、盛閲春と申します。 まずは紹興市人民政府を代表して、「東アジア文化都市・北九州2020▶21」の開幕を
心よりお祝い申し上げます。 そして、北九州市が紹興市の発展に寄せた顧慮と支持に誠に感謝申し上げます。
　「東アジア文化都市」の構築は、中日韓首脳会談の合意事項を実現するための重要な取り組みであり、東アジアにおける文化と観光の革新、提携を
促す場でもあります。昨年12月、紹興市は幸運にも中国の敦煌市、日本の北九州市、及び韓国の順天市とともに2021「東アジア文化都市」に選定され
ました。これは4都市共同の栄誉であり、さらに互いの友情を深める良いチャンスでもあります。紹興市は「壁のない博物館」と呼ばれ、その地域文化と
歴史的遺産は中華民族の文化の至宝です。「東アジア文化都市」に美しい「紹興の景色」を添えられるように、私たちは都市の文化体制の再構築に
努めております。同時に、私たちは人類運命共同体の理念のもとに、より寛容で開放的な姿勢で各種の国際的な文化事業に主体かつ真摯に参加し、
「東アジア文化都市」の魅力を広く伝え、各都市間の交流や、市民の間の友情を促進するように努めて参ります。
　北九州市と我々紹興市の間には多くの共通点があります。両者とも地理的条件に恵まれ、生態環境は美しく、深い歴史を持っています。さらに製造業
に強い都市であり、特に都市建設や環境整備において、「北九州モデル」は国際的に評価されていて、国連より環境モデル都市に選定されたこともあり
ます。北九州市は人々が憧れる美しい都市だと言えます。目下、新型コロナウイルスの影響で互いに訪問することが叶わず、とても残念です。感染状況
の収束後、実際に貴市を訪問し、北九州市ならではの魅力を自分の目で確かめたいと思います。同時に、「東アジア文化都市」の皆様に紹興市へお越し
いただき、会稽山や鑑湖などの自然風景をお楽しみいただくよう歓迎いたします。互いに友情を深め、さらなる発展を目指しましょう。
　最後に、「東アジア文化都市・北九州2020▶21」の成功を願い、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。ありがとうございました。

大家好！ 我是绍兴市人民政府市长盛阅春。首先，我谨代表绍兴市人民政府，向2021“东亚文化之都•
日本北九州活动年”的顺利开幕，表示热烈的祝贺！ 向北九州市给予绍兴发展的关心支持，表示衷
心的感谢！
建设“东亚文化之都”，是落实中日韩三国领导人会议共识的重要举措，也是促进东亚文化及旅游创
新合作的品牌载体。去年12月份，绍兴有幸与中国的敦煌市、日本的北九州市、韩国的顺天市当选为
2021“东亚文化之都”，这既是四座城市共同的荣耀，更为彼此深化友好交流提供了契机。绍兴被誉为
“没有围墙的博物馆”，地域文化和历史传承是中华民族的文化瑰宝。我们将加快重塑城市文化体系，
为“东亚文化之都”增添靓丽的“绍兴风景”。同时，我们将秉持人类命运共同体的理念，以更加开放包
容的姿态，认真承办参与各类跨国文化活动，广泛传播“东亚文化之都”魅力，持续增进各城市之间的
交流、人民之间的友谊。
据我了解，北九州与我们绍兴有着很多相似之处。地理位置优越，生态环境优美，历史底蕴深厚，都是
制造业强市。特别是城市建设、环境治理“北九州模式”在国际上享有盛誉，曾被联合国评为全球环境
治理典型城市。可以说，北九州是一座令人神往的美丽城市。当前受新冠肺炎疫情影响，大家不能交
流互访，实在是一件非常遗憾的事情。热切期待疫情消散之时，实地造访贵市，亲身领略北九州的独
特魅力！我们也由衷欢迎，各位“东亚文化之都”的同仁来绍兴走走看看，饱览稽山鉴水胜景，畅叙友
情、共谋发展！
最后，预祝2021“东亚文化之都•日本北九州活动年”取得圆满成功！ 祝大家工作顺利、身体健康、心
想事成！ 谢谢！

여러분 안녕하세요. 소흥시 인민정부시장의 성열춘이라 합니다. 먼저, 소흥시 인민정부를 대표해서 

2021년 ‘동아시아 문화도시 일본 키타큐슈 개막식’을 진심으로 축하 드립니다. 키타큐슈시로부터 

소흥발전에의 관심과 지지에 진심으로 감사드립니다.

‘동아시아 문화도시’의 구축은 한중일 3개국의 장관회의 합의를 실현하기위한 중요한 수단이며 

동아시아의 문화와 관광의 혁신 협력을 촉진하는 교류수단이기도 합니다. 작년12월에는 소흥은 

행운으로 중국의 돈황시와 일본의 키타큐슈시, 한국의 순천시와 함께 2021년 ‘동아시아 문화도시’로 

선정되었는데 이것은 4도시에게 다같은 영예로운 일이며 상호우호와 교류를 깊이 다져가는 기회가 

됩니다. 소흥은 ‘벽이 없는 박물관’이라 불리워지며 지역문화와 역사적 유산은 중화민족의 

보물입니다. 우리들은 도시문화체계의 재구축을 가속시켜 ‘동아시아 문화도시’에 아름다운 ‘소흥의 

풍경’을 덧붙이겠습니다. 동시에 우리들은 인류의 운명 공동체라는 이념을 가지고 보다 개방적이고 

포용적인 자세로 국경을 넘어 다양한 문화활동 추진의 주최,참가하여 ‘동아시아 문화도시’의 매력을 

널리 알리고 각 도시들간의 교류, 사람들의 우정을 지속적으로 고양시킵니다.

제가 알기로는 키타큐슈는 저희 소흥과 닮은 점이 많이 있습니다. 지리적 위치가 너무 좋고, 아름다운 

생태환경, 깊은 역사를 가지고 있으며 제조업이 강한 도시입니다. 특히 도시 발전으로는 환경대책의 

‘키타큐슈 모델’은 국제적으로 높이 평가되어 유엔에서부터 지구환경 Governance의 모델도시로 

선정된 일이 있습니다. 키타큐슈는 매력적인 아름다운 도시라 말할 수 있겠죠. 지금은 신종 코로나 

바이러스 감염증의 영향으로 서로간의 교류나 방문을 할 수 없는 일이 너무나 유감스럽습니다. 

코로나가 종식되면 직접 귀도시를 방문하여 키타큐슈의 매력을 직접 눈으로 확인하고 싶습니다. 또, 

‘동아시아 문화도시’의 여러분이 소흥시를 방문하여 길산과 건수의 아름다운 풍경을 만끽하고 함께 

우정과 발전을 이야기하는 것을 진심으로 환영합니다.

마지막으로 2021년 ‘동아시아 문화도시 일본 키타큐슈’의 성공을 기원합니다. 여러분의 건투와 

행운을 빕니다. 감사합니다.
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紹興市長

盛閲春

敦煌市長

朱建軍

順天市長
绍兴市长 ／소흥 시장 敦煌市长 ／둔황 시장 顺天市长 ／순천시장

許錫
Kyo SyakeuZhu Jian JunSheng Yue Chun

　世界の環境首都であり、持続可能な発展都市である北九州市にお
いて開催される2021年東アジア文化都市の開幕を、大韓民国を代表
して心よりお祝い申し上げます。
　大韓民国の生態首都であり、韓国において2021年東アジア文化都
市に選定された順天市の市長、許錫と申します。
　順天市は、日本の北九州市、中国の紹興市・敦煌市とともに2021年
東アジア文化都市に選定されたことを大変嬉しく思っております。また、
歴史的な縁をつなぐとともに、互いの友情を深める喜びに満ちた東アジ
アの新しい歴史の扉が開かれるものと期待に胸をふくらませております。
　今年の東アジア文化都市事業は、新型コロナウイルスという悪条件
のもと行われる文化交流であり、この点で深い意義があります。交流の
断絶が懸念される状況においても、私たちは「文化」で語り、「文化」でつ
ながることでしょう。
　「人をつなぐ。未来をつなぐ。」という北九州市のキャッチフレーズのよ
うに、国境という地理的な境界を超え、3か国4都市の市民が文化に
よって一つになることを願い、文化だけではなく観光、経済、社会などす
べての分野における積極的な交流が実現するよう、相互交流の基盤づ
くりに向け最善を尽くして参ります。
　改めて、東アジア文化都市北九州の交流式典の開催を心よりお祝
い申し上げます。文化交流を通じて、2021年が4都市の市民の心に永
く刻まれる1年になることを願っております。

我谨代表大韩民国对全球环境之都和可持续发展之城北九州举办“2021东亚文化之都”活
动年开幕式表示由衷的祝贺。
我是大韩民国生态之都——2021年“东亚文化之都”顺天市市长许锡。
顺天市与日本北九州市、中国绍兴市、敦煌市成功入选2021年“东亚文化之都”，对此我感
到非常高兴，四座城市结下历史渊源的同时增进了相互间的友谊，也非常期待这一幸事将
掀开振奋人心的东亚历史新篇章。
今年的“东亚文化之都”是在新冠疫情这一恶劣条件下开展的文化交流活动，因此更具有
重大意义。尽管存在交流中断的担忧，我们依然将以文化对话并以文化进行交流。
正如北九州的“人人携手，薪火相传”的宣传口号一样，我们希望三国四城的人民跨越国界
这条地理界线，通过文化融为一体，不仅在文化领域，还要在旅游、经济、社会等各个领域
积极交流合作，竭尽全力为相互交流奠定基础。
再次对东亚文化之都北九州活动年的开幕式表示衷心的祝贺，并希望通过文化交流，让
2021年永远铭记在四座城市人民的心中。

세계적인 환경수도이자 지속가능한 발전도시인 기타큐슈에서 개최되는 2021  

동아시아문화도시 개막전을 대한민국을 대표해서 진심으로 축하드립니다.

대한민국생태수도이자 한국을 대표하는 2021 동아시아문화도시, 순천시장 허석입니다.

순천시는 일본 기타큐슈, 중국 소흥. 돈황과 함께 2021 동아시아문화도시로 선정된 것을 

무엇보다 기쁘게 생각하고, 역사적 인연을 맺음과 동시에 상호 우의를 다지는 가슴 벅찬 

동아시아의 새로운 역사가 될 것이라 기대하고 있습니다.

올해의 동아시아문화도시 사업은 코로나19라는 악조건 속에서의 문화교류라는 점에서 큰 

의의를 지닙니다. 교류단절의 우려 속에도 우리는 문화로 말할 것이며, 문화로 소통할 

것입니다.

사람을 연결하고 미래를 연결한다는 기타큐슈의 슬로건과 같이 국경이라는 지리적 

경계선을 넘어 삼국 네 도시의 시민들이 문화로 하나 될 수 있기를 바라며, 문화 분야 뿐 

아니라 관광, 경제, 사회 등 전 분야의 적극적 교류가 이루어질 수 있도록 상호교류의 

발판을 마련하는데 최선을 다하겠습니다.

다시 한 번 동아시아문화도시 기타큐슈 개막행사 개최를 진심으로 축하드리며 문화교류를 

통해 4개 도시의 시민들 가슴속에 2021년이 길이 남는 해가 되길 기원합니다.

　1994年以来、敦煌市は相次いで日本の臼杵市、鎌倉市、並びに日光
市の3都市と友好都市関係を締結しました。近年、双方は公務員の交流
や文化旅行産業などの様々な領域において共通の認識を抱いています。
　敦煌市は北九州市とともに「2021年東アジア文化都市」に選定され
たことを大変光栄に思っております。さらなる日中友好を深めるため、貴
市が開催する「東アジア文化都市交流式典」等の関連イベントにおいて、
臼杵市、鎌倉市並びに日光市を招待いただけることを願っております。

1994年以来，敦煌市先后与日本臼杵市、镰仓市以及日光市等3座城市缔结了友好城市。近
年来，双方在互派公务员交流、文化旅游产业等多领域达成合作共识。
非常荣幸敦煌市与北九州市一同入选“2021年东亚文化之都”，希望贵市在举行“东亚文化
之都开幕式”等系列活动也能适时邀请臼杵市、镰仓市以及日光市出席参加，进一步增进
日中友谊。

1994년 이래, 중국의 돈황은 일본과 잇따라 우스키, 가마쿠라, 닛코 등 3개 도시와 자매 

도시 를 체결 하였습니다. 최근 몇 년 동안 쌍방은 공무원 교류, 문화관광산업 등 여러 

다양한 분야에서 공통된 인식을 갖고 있습니다.

돈황과 기타큐슈가 함께 2021년 ’동아시아 문화도시’로 선정 된 것을 큰 영광으로 

생각합니다.  ’동아시아 문화도시 개막전’ 등 관련 행사에도 우스키, 가마쿠라, 닛코를 

초청하여 중일 우의를 더욱 증진시킬 수 있기를 바랍니다.

　皆様こんにちは。 紹興市人民政府市長、盛閲春と申します。 まずは紹興市人民政府を代表して、「東アジア文化都市・北九州2020▶21」の開幕を
心よりお祝い申し上げます。 そして、北九州市が紹興市の発展に寄せた顧慮と支持に誠に感謝申し上げます。
　「東アジア文化都市」の構築は、中日韓首脳会談の合意事項を実現するための重要な取り組みであり、東アジアにおける文化と観光の革新、提携を
促す場でもあります。昨年12月、紹興市は幸運にも中国の敦煌市、日本の北九州市、及び韓国の順天市とともに2021「東アジア文化都市」に選定され
ました。これは4都市共同の栄誉であり、さらに互いの友情を深める良いチャンスでもあります。紹興市は「壁のない博物館」と呼ばれ、その地域文化と
歴史的遺産は中華民族の文化の至宝です。「東アジア文化都市」に美しい「紹興の景色」を添えられるように、私たちは都市の文化体制の再構築に
努めております。同時に、私たちは人類運命共同体の理念のもとに、より寛容で開放的な姿勢で各種の国際的な文化事業に主体かつ真摯に参加し、
「東アジア文化都市」の魅力を広く伝え、各都市間の交流や、市民の間の友情を促進するように努めて参ります。
　北九州市と我々紹興市の間には多くの共通点があります。両者とも地理的条件に恵まれ、生態環境は美しく、深い歴史を持っています。さらに製造業
に強い都市であり、特に都市建設や環境整備において、「北九州モデル」は国際的に評価されていて、国連より環境モデル都市に選定されたこともあり
ます。北九州市は人々が憧れる美しい都市だと言えます。目下、新型コロナウイルスの影響で互いに訪問することが叶わず、とても残念です。感染状況
の収束後、実際に貴市を訪問し、北九州市ならではの魅力を自分の目で確かめたいと思います。同時に、「東アジア文化都市」の皆様に紹興市へお越し
いただき、会稽山や鑑湖などの自然風景をお楽しみいただくよう歓迎いたします。互いに友情を深め、さらなる発展を目指しましょう。
　最後に、「東アジア文化都市・北九州2020▶21」の成功を願い、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。ありがとうございました。

大家好！ 我是绍兴市人民政府市长盛阅春。首先，我谨代表绍兴市人民政府，向2021“东亚文化之都•
日本北九州活动年”的顺利开幕，表示热烈的祝贺！ 向北九州市给予绍兴发展的关心支持，表示衷
心的感谢！
建设“东亚文化之都”，是落实中日韩三国领导人会议共识的重要举措，也是促进东亚文化及旅游创
新合作的品牌载体。去年12月份，绍兴有幸与中国的敦煌市、日本的北九州市、韩国的顺天市当选为
2021“东亚文化之都”，这既是四座城市共同的荣耀，更为彼此深化友好交流提供了契机。绍兴被誉为
“没有围墙的博物馆”，地域文化和历史传承是中华民族的文化瑰宝。我们将加快重塑城市文化体系，
为“东亚文化之都”增添靓丽的“绍兴风景”。同时，我们将秉持人类命运共同体的理念，以更加开放包
容的姿态，认真承办参与各类跨国文化活动，广泛传播“东亚文化之都”魅力，持续增进各城市之间的
交流、人民之间的友谊。
据我了解，北九州与我们绍兴有着很多相似之处。地理位置优越，生态环境优美，历史底蕴深厚，都是
制造业强市。特别是城市建设、环境治理“北九州模式”在国际上享有盛誉，曾被联合国评为全球环境
治理典型城市。可以说，北九州是一座令人神往的美丽城市。当前受新冠肺炎疫情影响，大家不能交
流互访，实在是一件非常遗憾的事情。热切期待疫情消散之时，实地造访贵市，亲身领略北九州的独
特魅力！我们也由衷欢迎，各位“东亚文化之都”的同仁来绍兴走走看看，饱览稽山鉴水胜景，畅叙友
情、共谋发展！
最后，预祝2021“东亚文化之都•日本北九州活动年”取得圆满成功！ 祝大家工作顺利、身体健康、心
想事成！ 谢谢！

여러분 안녕하세요. 소흥시 인민정부시장의 성열춘이라 합니다. 먼저, 소흥시 인민정부를 대표해서 

2021년 ‘동아시아 문화도시 일본 키타큐슈 개막식’을 진심으로 축하 드립니다. 키타큐슈시로부터 

소흥발전에의 관심과 지지에 진심으로 감사드립니다.

‘동아시아 문화도시’의 구축은 한중일 3개국의 장관회의 합의를 실현하기위한 중요한 수단이며 

동아시아의 문화와 관광의 혁신 협력을 촉진하는 교류수단이기도 합니다. 작년12월에는 소흥은 

행운으로 중국의 돈황시와 일본의 키타큐슈시, 한국의 순천시와 함께 2021년 ‘동아시아 문화도시’로 

선정되었는데 이것은 4도시에게 다같은 영예로운 일이며 상호우호와 교류를 깊이 다져가는 기회가 

됩니다. 소흥은 ‘벽이 없는 박물관’이라 불리워지며 지역문화와 역사적 유산은 중화민족의 

보물입니다. 우리들은 도시문화체계의 재구축을 가속시켜 ‘동아시아 문화도시’에 아름다운 ‘소흥의 

풍경’을 덧붙이겠습니다. 동시에 우리들은 인류의 운명 공동체라는 이념을 가지고 보다 개방적이고 

포용적인 자세로 국경을 넘어 다양한 문화활동 추진의 주최,참가하여 ‘동아시아 문화도시’의 매력을 

널리 알리고 각 도시들간의 교류, 사람들의 우정을 지속적으로 고양시킵니다.

제가 알기로는 키타큐슈는 저희 소흥과 닮은 점이 많이 있습니다. 지리적 위치가 너무 좋고, 아름다운 

생태환경, 깊은 역사를 가지고 있으며 제조업이 강한 도시입니다. 특히 도시 발전으로는 환경대책의 

‘키타큐슈 모델’은 국제적으로 높이 평가되어 유엔에서부터 지구환경 Governance의 모델도시로 

선정된 일이 있습니다. 키타큐슈는 매력적인 아름다운 도시라 말할 수 있겠죠. 지금은 신종 코로나 

바이러스 감염증의 영향으로 서로간의 교류나 방문을 할 수 없는 일이 너무나 유감스럽습니다. 

코로나가 종식되면 직접 귀도시를 방문하여 키타큐슈의 매력을 직접 눈으로 확인하고 싶습니다. 또, 

‘동아시아 문화도시’의 여러분이 소흥시를 방문하여 길산과 건수의 아름다운 풍경을 만끽하고 함께 

우정과 발전을 이야기하는 것을 진심으로 환영합니다.

마지막으로 2021년 ‘동아시아 문화도시 일본 키타큐슈’의 성공을 기원합니다. 여러분의 건투와 

행운을 빕니다. 감사합니다.

東京

紹興市

敦煌市

順天市
北九州市

ソウル

北京
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北九州市は、九州の玄関口に位置し、関門海峡を挟んで本州と
接し、大陸にも近いという地理的特性により、古くから陸上・海
上交通の要衝として発展してきました。大陸や首都圏などから
人や情報が流れ込み、地域の文化と交わる「文化先進地」とし
て栄えた歴史を持つ都市です。

●ものづくりの街
1901年の官営八幡製鐵所の操業開始以来、鉄鋼・機械・化学
などの重化学工業を中心に発展を遂げ、日本の産業近代化や
高度経済成長を支えてきました。近年は、ロボットや自動車、情
報通信、サービス産業など多くの産業が集積し、今日において
も高い技術力を誇る「ものづくりの街」として発展しています。

●SDGs先進都市
急激な工業発展の過程で公害に苦しみ、市民と企業、行政が
協働して、克服した経験を持ちます。1980年代以降は、アジア
諸都市との環境技術の国際協力や都市間連携・交流の実績を
積み重ねてきました。こうした取組みが認められ、2011年には
OECDから「グリーン成長都市」、さらに2018年には、OECDの
「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」として、アジアで唯一
選定されました。

北九州市位于九州的大门，隔着关门海峡毗邻本州，与亚洲大陆也近在咫尺。由于其地理
特性，自古以来作为陆地、海洋交通的要冲而得到发展。人和信息从亚洲大陆和首都圈等
流进本市，与本地的文化混合，形成了“文化先进地”，是一个有着繁荣历史的城市。

◆制造业的城市
本市自1901年官营八幡制铁所（炼钢厂）投产后，以钢铁、机械和化学等重化学工业为中
心迅速发展，成为日本产业现代化和经济高度增长的支柱。近年来，本市聚积了机器人、汽
车、信息通信和服务行业等众多的产业，时至今日，仍然作为拥有高超技术能力的“制造业
的城市”不断发展。

◆SDGs先进城市
在工业迅速发展的过程中，本市拥有受尽“公害”的苦难，并在市民、企业和行政携手合作
下，克服“公害”的经验。到了1980年代以后，与亚洲各城市之间进行了环境技术的国际合
作，积累了城市间合作、交流的经验。这些活动获得世人的认可，2011年荣膺OECD（经济
合作与发展组织）授予“绿色增长城市”的称号。此外，在2018年又被OECD评选为亚洲唯
一的“推进SDGs（可持续发展目标）的世界模范城市”。

기타큐슈시는 규슈의 관문으로서 간몬 해협을 사이에 두고 혼슈와 인접해 있으며 대륙과도 가까운 

지리적 특성상 예로부터 육상과 해상 교통의 요충지로서 발전해 왔습니다. 대륙과 수도권 등지에서 

사람과 정보가 흘러들어와 지역의 문화와 어우러진 '문화 선진 지역’으로 번성했던 역사를 지닌 

도시입니다.

◆ 제조업의 도시

1901년, 관영 야하타제철소가 조업을 개시한 이후 철강·기계·화학 등 중화학 공업을 중심으로 

발전을 이루었으며 일본의 산업 근대화와 고도 경제 성장을 지탱해 왔습니다. 최근에는 로봇과 

자동차, 정보 통신, 서비스 산업 등 수많은 산업이 모여들어 오늘날에도 높은 기술력을 자랑하는 

'제조업의 도시'로 발전하고 있습니다.

◆ SDGs 선진도시

급격한 공업 발전 과정에서 공해로 겪었던 고통을 시민과 기업, 행정이 협력하여 극복한 경험이 

있습니다. 1980년대 이후에는 아시아 여러 도시와 환경 기술에 관한 국제 협력, 도시 간 연계와 

교류 실적을 쌓아 왔습니다. 이러한 노력을 인정받아 2011년에는 OECD에서 ‘그린 성장 도시’로, 

또한 2018년에는 아시아에서 유일하게 OECD의 'SDGs 추진을 위한 세계 모델 도시'로 

선정되었습니다.

紹興市は浙江省の中北部、杭州湾の南岸に位置し、春秋時代
に越国の都が置かれたこともある江南地方の著名な古都です。
中国で最初に認定された歴史文化都市の1つでもあります。

●文豪魯迅の生誕地「名士の郷」
近代文学の文豪魯迅の生誕地であり、旧居や魯迅が学んだ私
塾「三味茶屋」のほか、魯迅の作品に登場した咸亨酒店、塔子
橋、土谷祠、長慶寺など、当時の様子をそのまま現在に伝えてい
ます。魯迅のほかにも数々の名士を輩出し、「名士の郷」と称さ
れています。

●紹興酒の産地
2500年前から作られている中国を代表するお酒「紹興酒」が
有名です。紹興酒は黄酒や老酒とも言われ、浙江省紹興市の
鑑湖の湧水を使って、製造後3年以上の貯蔵熟成期間を経て
製品化した黄酒のことをいいます。同様の製法で作られた黄酒
や老酒であっても、紹興市で作られたもの以外は紹興酒と呼ぶ
ことはできません。

绍兴市位于浙江省中北部、杭州湾南岸，春秋时期为越国都城，是江南地区著名的古都。也
是中国首批入选的历史文化名城之一。

◆文豪鲁迅的出生地“名士之乡”
作为现代文学的文豪鲁迅的出生地，不仅保留了鲁迅故居和鲁迅曾求学的私塾“三味书
屋”，出现在鲁迅作品中的咸亨酒店、塔子桥、土谷祠、长庆寺等，也都以当时的原貌呈现在
世人面前。除鲁迅外，亦有众多名士辈出，被誉为“名士之乡”。

◆绍兴酒的产地
“绍兴酒”有2500多年的历史，作为代表中国的酒，为人熟知。绍兴酒也被称为黄酒或老
酒，指的是使用浙江省绍兴市鉴湖湖水酿造后，经过3年以上的贮存陈酿期后制成的黄酒。
即使是用相同方法酿造的黄酒和老酒，除绍兴市生产的以外，都不能称为绍兴酒。

소흥시는 저장성 중북부의 항저우만의 남쪽 해안에 위치한 곳으로 춘추 시대, 월국 (越国) 의 
도읍이 자리했던 쟝난 지방의 유명한 옛 도읍지입니다. 중국에서는 처음으로 인증을 받은 역사 문화 

도시 중 하나이기도 합니다.

◆ 문호 로신 (루쉰) 의 탄생지 ‘명사의 고향’

근대 문학의 문호 로신의 탄생지이며, 고택과 로신이 다녔던 학교 ‘산웨이수우(삼미서옥)’ 외에도 

로신의 작품에 등장한 셴헝 주점, 타쯔차오, 투구츠, 창칭쓰 등 당시의 모습 그대로 현재에도 남아 

있습니다. 로신 외에도 수많은 명사를 배출하여 '명사의 고향’으로 일컬어집니다.

◆ 소흥주의 산지

2500년 전부터 만들어온 중국을 대표하는 술 '소흥주 (사오싱주)’ 가 유명합니다. 소흥주는 황주 

(黃酒) 또는 노주 (老酒) 라고도 불리며 저장성 소흥시에 있는 젠후의 용수를 사용하며 제조 후에는 
3년이 넘는 저장 숙성 기간을 거쳐 제품화한 황주를 말합니다. 같은 제조법으로 만들어진 황주와 

노주라 할지라도 소흥시에서 만들어지지 않으면 소흥주라고 부를 수 없습니다.

北九州市 紹興市
都市紹介  ／举办城市介绍 ／개최 도시 소개

人口： 93万人 面積： 491km2
人口： 93万人 面积： 491km2

인구： 93万人 면적： 491km2

人口： 448万人 面積： 8,327km2
人口： 448万人 面积： 8,327km2

인구： 448万人 면적： 8,327km2

順天市
北九州市 绍兴市 顺天市
기타큐슈시 소흥시 순천시

敦煌市は中国北西部甘粛省に属し、かつてシルクロードの分岐
点としてヨーロッパへ繋がる唯一の道として栄えました。世界遺
産に登録された莫高窟のほか、張掖丹霞地貌（ちょうえきたん・か
ち・ぼう）といった、自然豊かな見どころを有する都市です。

●世界遺産「莫高窟」
鳴沙山東麓の絶壁上にある莫高窟は「千仏洞」とも呼ばれる仏
像の石窟で、前秦（366年頃）から、千年にわたって掘り続けら
れ、現在では大小492の石窟に彩色塑像と壁画が保存される
仏教芸術の聖地です。

●広大な自然保護区
敦煌市は国家級自然保護区を2つ、省級地質遺跡自然保護区
を1つ有しており、その大きさは7,880km2で全市の面積の
25％にものぼっています。

敦煌市隶属于中国西北地区的甘肃省，曾作为丝绸之路的节点、连接欧洲的唯一要道而繁
荣发展。除了被列为世界遗产的莫高窟，还拥有张掖丹霞地貌等富饶的自然资源，是一座
值得一看的城市。

◆世界遗产“莫高窟”
莫高窟是位于鸣沙山东麓的绝壁上的佛像石窟，又称“千佛洞”。自前秦（公元366年左右）
起，经历了长达千年的开凿。在现存的492个大小不等的石窟内保存着彩塑和壁画，是佛
教艺术的圣地。

◆广阔的自然保护区
敦煌市有2个国家级自然保护区和1个省级地质遗址自然保护区，面积达7,880㎢，占全市
面积的25%。

돈황시는 중국 북서부 간쑤성에 속해 있으며 한때 실크로드의 분기점을 담당하며 유럽으로 

연결되는 유일한 길로 번성했습니다. 세계유산에 등록된 막고굴 외에도 장예 단샤 지형 등 자연의 

풍성한 볼거리를 갖춘 도시입니다.

◆ 세계유산 '막고굴'

밍사산 동쪽 기슭의 절벽에 있는 막고굴은 '천불동'이라고도 불리는 불상 석굴로 전진(366년경) 

시대부터 천년에 걸쳐 지속적인 발굴을 통해 현재는 크고 작은 492개의 석굴에 채색 소상(塑像)과 

벽화가 보존된 불교 예술의 성지입니다.

◆ 광대한 자연보호 구역

돈황시는 국가급 자연보호 구역 2개, 성(省)급 지질 유적 자연보호 구역 1개를 보유하고 있으며, 그 

규모는 7,880㎢로 시 전체 면적의 25%에 이릅니다.

順天市は、大韓民国の南端の全羅南道東部圏に位置する都市
です。文化や観光、教育など様々な分野で高く評価されている
都市です。

●「文化都市」順天
ユネスコ世界文化遺産の仙岩寺（ソナムサ）やユネスコ世界文化
遺産暫定リストに登録されている楽安邑城（ナガンウプソン）、松
廣寺（ソングァンサ）などの歴史・文化資源だけでなく、様々な種
類の文化財を保有する都市です。また、順天湾国際交響楽祭、
順天湾世界動物映画祭といった国際文化行事や公演など、街
中に文化芸術が花開く都市です。

●「エコロジー都市」順天
順天市は、ラムサール条約湿地都市に認定されました。また大
韓民国第1号国家庭園に指定された順天湾国家庭園や2020
年のユネスコ世界自然遺産登録を控えている順天湾湿地があ
ります。市全域が生物圏保存地域に登録され、平和と幸運を象
徴するナベヅル1000羽以上が飛来し、国内外において名実共
にエコロジー都市の地位を確立している都市です。

顺天市是一座位于大韩民国南端的全罗南道东部圈的城市。是一座在文化、旅游和教育等
各个领域都得到了高度评价的城市。

◆“文化城市”顺天
这里有列入联合国教科文组织世界文化遗产的仙岩寺，以及列入联合国教科文组织世界
文化遗产预备名单的乐安邑城、松广寺等历史文化资源，同时也是有着各种各样文物的城
市。顺天市还举办各种国际文化活动和公演，如顺天湾国际交响乐节、顺天湾世界动物电
影节等，是一座街中绽放着文化艺术之花的城市。

◆“生态城市”顺天
顺天市是一座获国际重要湿地城市认证的城市。本市还拥有大韩民国中第一个获得国家
园林认证的顺天湾国家园林，以及预定将在2020年获联合国教科文组织世界自然遗产登
记的顺天湾湿地。此外，本市整个区域获登记为生物圈保存地区，每年有1000多只象征着
和平和幸运的白头鹤飞到这里，在国内外已名符其实地确立了生态城市的地位。

순천시는 대한민국 남쪽 지방의 전라남도 동부권에 위치한 도시입니다. 문화와 관광, 교육 등 

다양한 분야에서 높은 평가를 받는 도시입니다.

◆ '문화도시' 순천

유네스코 세계문화유산의 선암사와 유네스코 세계문화유산 잠정목록에 등록되어 있는 낙안읍성, 

송광사 등 역사와 문화 자원뿐만 아니라 다양한 종류의 문화재를 보유하고 있는 도시입니다. 또한 

순천만 국제 교향악축제, 순천만 세계 동물영화제 등 국제 문화 행사와 공연 등 온 거리에 

문화예술이 꽃피는 도시입니다.

◆ ‘생태도시’ 순천

순천시는 럼셀 습지도시로 선정되었습니다. 또한 대한민국 제1호 국가정원에 지정된 순천만 

국가정원이나 2020년 유네스코 세계자연유산 등록을 앞둔 순천만 습지가 있습니다. 시 전역이 

생물권 보전지역으로 등록되어 있으며 평화와 행운을 상징하는 1,000마리가 넘는 흑두루미가 

날아오는 국내외의 명실상부한 생태도시로서 자리매김한 도시입니다.

敦煌市

人口： 20万人 面積： 31,200km2
人口： 20万人 面积： 31,200km2

인구： 20万人 면적： 31,200km2

人口： 28万人 面積： 910km2
人口： 28万人 面积： 910km2

인구： 28万人 면적： 910km2

敦煌市
돈황시
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北九州市は、九州の玄関口に位置し、関門海峡を挟んで本州と
接し、大陸にも近いという地理的特性により、古くから陸上・海
上交通の要衝として発展してきました。大陸や首都圏などから
人や情報が流れ込み、地域の文化と交わる「文化先進地」とし
て栄えた歴史を持つ都市です。

●ものづくりの街
1901年の官営八幡製鐵所の操業開始以来、鉄鋼・機械・化学
などの重化学工業を中心に発展を遂げ、日本の産業近代化や
高度経済成長を支えてきました。近年は、ロボットや自動車、情
報通信、サービス産業など多くの産業が集積し、今日において
も高い技術力を誇る「ものづくりの街」として発展しています。

●SDGs先進都市
急激な工業発展の過程で公害に苦しみ、市民と企業、行政が
協働して、克服した経験を持ちます。1980年代以降は、アジア
諸都市との環境技術の国際協力や都市間連携・交流の実績を
積み重ねてきました。こうした取組みが認められ、2011年には
OECDから「グリーン成長都市」、さらに2018年には、OECDの
「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」として、アジアで唯一
選定されました。

北九州市位于九州的大门，隔着关门海峡毗邻本州，与亚洲大陆也近在咫尺。由于其地理
特性，自古以来作为陆地、海洋交通的要冲而得到发展。人和信息从亚洲大陆和首都圈等
流进本市，与本地的文化混合，形成了“文化先进地”，是一个有着繁荣历史的城市。

◆制造业的城市
本市自1901年官营八幡制铁所（炼钢厂）投产后，以钢铁、机械和化学等重化学工业为中
心迅速发展，成为日本产业现代化和经济高度增长的支柱。近年来，本市聚积了机器人、汽
车、信息通信和服务行业等众多的产业，时至今日，仍然作为拥有高超技术能力的“制造业
的城市”不断发展。

◆SDGs先进城市
在工业迅速发展的过程中，本市拥有受尽“公害”的苦难，并在市民、企业和行政携手合作
下，克服“公害”的经验。到了1980年代以后，与亚洲各城市之间进行了环境技术的国际合
作，积累了城市间合作、交流的经验。这些活动获得世人的认可，2011年荣膺OECD（经济
合作与发展组织）授予“绿色增长城市”的称号。此外，在2018年又被OECD评选为亚洲唯
一的“推进SDGs（可持续发展目标）的世界模范城市”。

기타큐슈시는 규슈의 관문으로서 간몬 해협을 사이에 두고 혼슈와 인접해 있으며 대륙과도 가까운 

지리적 특성상 예로부터 육상과 해상 교통의 요충지로서 발전해 왔습니다. 대륙과 수도권 등지에서 

사람과 정보가 흘러들어와 지역의 문화와 어우러진 '문화 선진 지역’으로 번성했던 역사를 지닌 

도시입니다.

◆ 제조업의 도시

1901년, 관영 야하타제철소가 조업을 개시한 이후 철강·기계·화학 등 중화학 공업을 중심으로 

발전을 이루었으며 일본의 산업 근대화와 고도 경제 성장을 지탱해 왔습니다. 최근에는 로봇과 

자동차, 정보 통신, 서비스 산업 등 수많은 산업이 모여들어 오늘날에도 높은 기술력을 자랑하는 

'제조업의 도시'로 발전하고 있습니다.

◆ SDGs 선진도시

급격한 공업 발전 과정에서 공해로 겪었던 고통을 시민과 기업, 행정이 협력하여 극복한 경험이 

있습니다. 1980년대 이후에는 아시아 여러 도시와 환경 기술에 관한 국제 협력, 도시 간 연계와 

교류 실적을 쌓아 왔습니다. 이러한 노력을 인정받아 2011년에는 OECD에서 ‘그린 성장 도시’로, 

또한 2018년에는 아시아에서 유일하게 OECD의 'SDGs 추진을 위한 세계 모델 도시'로 

선정되었습니다.

紹興市は浙江省の中北部、杭州湾の南岸に位置し、春秋時代
に越国の都が置かれたこともある江南地方の著名な古都です。
中国で最初に認定された歴史文化都市の1つでもあります。

●文豪魯迅の生誕地「名士の郷」
近代文学の文豪魯迅の生誕地であり、旧居や魯迅が学んだ私
塾「三味茶屋」のほか、魯迅の作品に登場した咸亨酒店、塔子
橋、土谷祠、長慶寺など、当時の様子をそのまま現在に伝えてい
ます。魯迅のほかにも数々の名士を輩出し、「名士の郷」と称さ
れています。

●紹興酒の産地
2500年前から作られている中国を代表するお酒「紹興酒」が
有名です。紹興酒は黄酒や老酒とも言われ、浙江省紹興市の
鑑湖の湧水を使って、製造後3年以上の貯蔵熟成期間を経て
製品化した黄酒のことをいいます。同様の製法で作られた黄酒
や老酒であっても、紹興市で作られたもの以外は紹興酒と呼ぶ
ことはできません。

绍兴市位于浙江省中北部、杭州湾南岸，春秋时期为越国都城，是江南地区著名的古都。也
是中国首批入选的历史文化名城之一。

◆文豪鲁迅的出生地“名士之乡”
作为现代文学的文豪鲁迅的出生地，不仅保留了鲁迅故居和鲁迅曾求学的私塾“三味书
屋”，出现在鲁迅作品中的咸亨酒店、塔子桥、土谷祠、长庆寺等，也都以当时的原貌呈现在
世人面前。除鲁迅外，亦有众多名士辈出，被誉为“名士之乡”。

◆绍兴酒的产地
“绍兴酒”有2500多年的历史，作为代表中国的酒，为人熟知。绍兴酒也被称为黄酒或老
酒，指的是使用浙江省绍兴市鉴湖湖水酿造后，经过3年以上的贮存陈酿期后制成的黄酒。
即使是用相同方法酿造的黄酒和老酒，除绍兴市生产的以外，都不能称为绍兴酒。

소흥시는 저장성 중북부의 항저우만의 남쪽 해안에 위치한 곳으로 춘추 시대, 월국 (越国) 의 
도읍이 자리했던 쟝난 지방의 유명한 옛 도읍지입니다. 중국에서는 처음으로 인증을 받은 역사 문화 

도시 중 하나이기도 합니다.

◆ 문호 로신 (루쉰) 의 탄생지 ‘명사의 고향’

근대 문학의 문호 로신의 탄생지이며, 고택과 로신이 다녔던 학교 ‘산웨이수우(삼미서옥)’ 외에도 

로신의 작품에 등장한 셴헝 주점, 타쯔차오, 투구츠, 창칭쓰 등 당시의 모습 그대로 현재에도 남아 

있습니다. 로신 외에도 수많은 명사를 배출하여 '명사의 고향’으로 일컬어집니다.

◆ 소흥주의 산지

2500년 전부터 만들어온 중국을 대표하는 술 '소흥주 (사오싱주)’ 가 유명합니다. 소흥주는 황주 

(黃酒) 또는 노주 (老酒) 라고도 불리며 저장성 소흥시에 있는 젠후의 용수를 사용하며 제조 후에는 
3년이 넘는 저장 숙성 기간을 거쳐 제품화한 황주를 말합니다. 같은 제조법으로 만들어진 황주와 

노주라 할지라도 소흥시에서 만들어지지 않으면 소흥주라고 부를 수 없습니다.

北九州市 紹興市
都市紹介  ／举办城市介绍 ／개최 도시 소개

人口： 93万人 面積： 491km2
人口： 93万人 面积： 491km2

인구： 93万人 면적： 491km2

人口： 448万人 面積： 8,327km2
人口： 448万人 面积： 8,327km2

인구： 448万人 면적： 8,327km2

順天市
北九州市 绍兴市 顺天市
기타큐슈시 소흥시 순천시

敦煌市は中国北西部甘粛省に属し、かつてシルクロードの分岐
点としてヨーロッパへ繋がる唯一の道として栄えました。世界遺
産に登録された莫高窟のほか、張掖丹霞地貌（ちょうえきたん・か
ち・ぼう）といった、自然豊かな見どころを有する都市です。

●世界遺産「莫高窟」
鳴沙山東麓の絶壁上にある莫高窟は「千仏洞」とも呼ばれる仏
像の石窟で、前秦（366年頃）から、千年にわたって掘り続けら
れ、現在では大小492の石窟に彩色塑像と壁画が保存される
仏教芸術の聖地です。

●広大な自然保護区
敦煌市は国家級自然保護区を2つ、省級地質遺跡自然保護区
を1つ有しており、その大きさは7,880km2で全市の面積の
25％にものぼっています。

敦煌市隶属于中国西北地区的甘肃省，曾作为丝绸之路的节点、连接欧洲的唯一要道而繁
荣发展。除了被列为世界遗产的莫高窟，还拥有张掖丹霞地貌等富饶的自然资源，是一座
值得一看的城市。

◆世界遗产“莫高窟”
莫高窟是位于鸣沙山东麓的绝壁上的佛像石窟，又称“千佛洞”。自前秦（公元366年左右）
起，经历了长达千年的开凿。在现存的492个大小不等的石窟内保存着彩塑和壁画，是佛
教艺术的圣地。

◆广阔的自然保护区
敦煌市有2个国家级自然保护区和1个省级地质遗址自然保护区，面积达7,880㎢，占全市
面积的25%。

돈황시는 중국 북서부 간쑤성에 속해 있으며 한때 실크로드의 분기점을 담당하며 유럽으로 

연결되는 유일한 길로 번성했습니다. 세계유산에 등록된 막고굴 외에도 장예 단샤 지형 등 자연의 

풍성한 볼거리를 갖춘 도시입니다.

◆ 세계유산 '막고굴'

밍사산 동쪽 기슭의 절벽에 있는 막고굴은 '천불동'이라고도 불리는 불상 석굴로 전진(366년경) 

시대부터 천년에 걸쳐 지속적인 발굴을 통해 현재는 크고 작은 492개의 석굴에 채색 소상(塑像)과 

벽화가 보존된 불교 예술의 성지입니다.

◆ 광대한 자연보호 구역

돈황시는 국가급 자연보호 구역 2개, 성(省)급 지질 유적 자연보호 구역 1개를 보유하고 있으며, 그 

규모는 7,880㎢로 시 전체 면적의 25%에 이릅니다.

順天市は、大韓民国の南端の全羅南道東部圏に位置する都市
です。文化や観光、教育など様々な分野で高く評価されている
都市です。

●「文化都市」順天
ユネスコ世界文化遺産の仙岩寺（ソナムサ）やユネスコ世界文化
遺産暫定リストに登録されている楽安邑城（ナガンウプソン）、松
廣寺（ソングァンサ）などの歴史・文化資源だけでなく、様々な種
類の文化財を保有する都市です。また、順天湾国際交響楽祭、
順天湾世界動物映画祭といった国際文化行事や公演など、街
中に文化芸術が花開く都市です。

●「エコロジー都市」順天
順天市は、ラムサール条約湿地都市に認定されました。また大
韓民国第1号国家庭園に指定された順天湾国家庭園や2020
年のユネスコ世界自然遺産登録を控えている順天湾湿地があ
ります。市全域が生物圏保存地域に登録され、平和と幸運を象
徴するナベヅル1000羽以上が飛来し、国内外において名実共
にエコロジー都市の地位を確立している都市です。

顺天市是一座位于大韩民国南端的全罗南道东部圈的城市。是一座在文化、旅游和教育等
各个领域都得到了高度评价的城市。

◆“文化城市”顺天
这里有列入联合国教科文组织世界文化遗产的仙岩寺，以及列入联合国教科文组织世界
文化遗产预备名单的乐安邑城、松广寺等历史文化资源，同时也是有着各种各样文物的城
市。顺天市还举办各种国际文化活动和公演，如顺天湾国际交响乐节、顺天湾世界动物电
影节等，是一座街中绽放着文化艺术之花的城市。

◆“生态城市”顺天
顺天市是一座获国际重要湿地城市认证的城市。本市还拥有大韩民国中第一个获得国家
园林认证的顺天湾国家园林，以及预定将在2020年获联合国教科文组织世界自然遗产登
记的顺天湾湿地。此外，本市整个区域获登记为生物圈保存地区，每年有1000多只象征着
和平和幸运的白头鹤飞到这里，在国内外已名符其实地确立了生态城市的地位。

순천시는 대한민국 남쪽 지방의 전라남도 동부권에 위치한 도시입니다. 문화와 관광, 교육 등 

다양한 분야에서 높은 평가를 받는 도시입니다.

◆ '문화도시' 순천

유네스코 세계문화유산의 선암사와 유네스코 세계문화유산 잠정목록에 등록되어 있는 낙안읍성, 

송광사 등 역사와 문화 자원뿐만 아니라 다양한 종류의 문화재를 보유하고 있는 도시입니다. 또한 

순천만 국제 교향악축제, 순천만 세계 동물영화제 등 국제 문화 행사와 공연 등 온 거리에 

문화예술이 꽃피는 도시입니다.

◆ ‘생태도시’ 순천

순천시는 럼셀 습지도시로 선정되었습니다. 또한 대한민국 제1호 국가정원에 지정된 순천만 

국가정원이나 2020년 유네스코 세계자연유산 등록을 앞둔 순천만 습지가 있습니다. 시 전역이 

생물권 보전지역으로 등록되어 있으며 평화와 행운을 상징하는 1,000마리가 넘는 흑두루미가 

날아오는 국내외의 명실상부한 생태도시로서 자리매김한 도시입니다.

敦煌市

人口： 20万人 面積： 31,200km2
人口： 20万人 面积： 31,200km2

인구： 20万人 면적： 31,200km2

人口： 28万人 面積： 910km2
人口： 28万人 面积： 910km2

인구： 28万人 면적： 910km2

敦煌市
돈황시
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オープニング公演 ／开幕公演 ／오프닝 공연

独唱 「小さな空」、「翼」
作詞・作曲： 武満 徹　／作词作曲： ／ 작사·작곡:　Takemitsu Toru
「翼」ピアノ編曲： 永野 栄子 ／ “翼”钢琴编曲 ／ "날개" 피아노 편곡　Nagano Eiko

［出演］ 大西 ゆか（ソプラノ）／参加演出・女高音 ／출연・소프라노 　Onishi Yuka

 永野 栄子（ピアノ）／参加演出・钢琴 ／출연・피아노　Nagano Eiko

主催者挨拶 ／主办方致辞 ／주최자 인사

文化庁長官 都倉 俊一 ／文化厅长官 ／문화청 장관　Tokura Shunichi

日中韓交流事業開始宣言 ／日中韩交流事业开始宣言 ／한중일 교류 사업 개시 선언
東アジア文化都市北九州実行委員会会長 ／东亚文化之都北九州执行委员会会长 ／동아시아 문화도시 기타큐슈 실행위원회 회장

北九州市長 北橋 健治 ／北九州市长 ／기타큐슈 시장　Kitahashi Kenji Onishi Yuka Nagano Eiko

開催都市挨拶 ／主办城市致辞 ／개최 도시 인사
紹興市長 盛 閲 春 ／绍兴市长 ／소흥 시장　Sheng Yue Chun

敦煌市長 朱 建 軍 ／敦煌市长 ／돈황 시장　Zhu Jian Jun

順天市長 許 錫 ／顺天市长 ／순천 시장　Kyo Syakeu

文化交流公演 ／文化交流公演 ／문화교류 공연

北九州市 ／北九州市 ／기타큐슈시

 新作日本舞踊「門司春秋」
 ［出演］ 藤間 蘭黄（日本舞踊家）／导演・日本舞踊家  ／연출・일본 무용가 　Fujima Ranko

  山村 友五郎（上方舞・日本舞踊家）／上方舞、日本舞踊家 ／가미가타마이·일본 무용가

   Yamamura Tomogoro

  長唄囃子青年楽団清響会 ／长呗囃子青年乐团 清响会 ／나가우타 하야시 청년악단 세이쿄카이

［総合プロデューサー］ 柴田 英杞 　／总制作人 ／종합 프로듀서　Shibata Eiko

紹興市　／绍兴市 ／소흥시

 芸能団による公演  ／艺术团体的公演 ／예능단 공연

敦煌市　／敦煌市 ／돈황시

 芸能団による公演  ／艺术团体的公演 ／예능단 공연

順天市　／顺天市 ／순천시

 ① グッTIME　② ジン・ユリム流 立ち踊り小鼓
 ③ ヘグム（奚琴）とギターのための3つの断想「雪だるま」第3楽章
 ④［エピローグ］パングッとキルノリ

 ［出演］ 全羅南道立国楽団 ／演出・全罗南道道立国乐团 ／출연・전남도립국악단

式典次第 ／典礼安排 ／식전 순서

北九州市出身。東京藝術大学・大学院修了。
文化庁派遣芸術家在外研修員としてローマに留学。飯
塚新人音楽コンクール大賞受賞。北九州市民文化奨励
賞受賞。二期会『ダフネ』でデビュー後、『仮面舞踏会』オ
スカル役をはじめ様々なオペラに出演。コンサートでは
東京交響楽団や九州交響楽団との「第九」などのソプラ
ノソリストを務める。「題名のない音楽会21」にも出演。
二期会会員。北九州文化大使。

生于北九州市。东京艺术大学研究生院毕业。
作为文化厅派遣艺术家在外研修员，曾留学罗马。荣获饭冢新人音乐比赛大
奖。荣获北九州市民文化奖励奖。在声乐家团体二期会的《达芙妮》中首次亮
相，饰演过《假面舞会》中的奥斯卡，参与了各种歌剧演出。
此外，也参加音乐会演出，担任东京交响乐团和九州交响乐团的《第九》等的
女高音独唱。还参与了《无题音乐会21》的演出。二期会会员。北九州文化大
使。

기타큐슈시 출신. 도쿄예술대학 및 대학원 수료.
문화청 파견예술가 재외연수원 자격으로 로마에 유학. 이즈카신인음악콩쿠르 대상 
수상. 기타큐슈 시민문화 장려상 수상. 니키카이의 『다프네』로 데뷔 후 『가면무도회』
에서 오스칼 역을 비롯한 다양한 오페라에 출연.
콘서트에서는 도쿄교향악단과 규슈교향악단과의 ‘제9번’ 등에서 소프라노 
솔리스트를 맡는다. ‘제목 없는 음악회(Untitled Concert) 21'에도 출연. 니키카이 
회원. 기타큐슈 문화대사.

大西 ゆか

桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学卒業。
モスクワ音楽院大学院へ留学。全日本学生音楽コンクー
ル第1位、日本音楽コンクール入選、文部大臣奨励賞な
ど数多く受賞。チャイコフスキーコンクールにてセミファ
イナリスト。 現在自身のpiano schoolにおいて、後進の
指導に情熱を注いでいる。これまで福岡教育大学、筑紫
女学園大学、福岡女子短期大学、エリザベト音楽大学非
常勤講師を務める。

高中就读于桐朋女子高等学校音乐科，后毕业于桐朋学园大学。
留学莫斯科柴可夫斯基音乐学院就读研究生。为全日本学生音乐比赛第1
名、曾入选日本音乐大赛，荣获文部大臣奖励奖等众多奖项，且入围柴可夫
斯基大赛半决赛。
目前，在自己的钢琴学校，倾注热情于教导年轻一代。至今在福冈教育大学、
筑紫女学园大学、福冈女子短期大学和伊丽莎白音乐大学担任兼职讲师。

도호여자고등학교 음악과 진학 후 도호가쿠엔대학 졸업.
모스크바음악원 대학원에 유학. 전일본학생음악콩쿠르 1위, 일본음악콩쿠르 입선, 
문부대신 장려상 등 다수 수상. 차이코프스키콩쿠르에서 준결승 진출.
현재 자신의 피아노 스쿨에서 후배 양성에 열정을 쏟고 있다.  지금까지 
후쿠오카교육대학 ,  치쿠시  조가쿠엔  대학 ,  후쿠오카여자단기대학 ,  
엘리자베스음악대학 비상근강사를 역임.

永野 栄子

ソプラノ
女高音 
소프라노

ピアノ
钢琴 
피아노

オープニング公演・独唱 ／开幕公演、独唱 ／오프닝 공연·독창

独唱 「小さな空」、「翼」　作詞・作曲： 武満徹
「翼」ピアノ編曲： 永野 栄子

交流式典のテーマである「未来」と「対話」に相応しい、2曲を披露します。 
美しい歌声で交流式典のオープニングを飾ります。

独唱 《小天空》 《翼》

为各位呈献2首契合交流典礼主题“未来与对话”的歌曲。优美的歌声将点缀
交流典礼开幕式。

노래 '작은 하늘’, ‘날개’
作词作曲：  Takemitsu Toru
“翼”钢琴编曲 :  Nagano Eiko

작사·작곡:  Takemitsu Toru
"날개" 피아노 편곡 :  Nagano Eiko

교류 식전 행사의 테마인 '미래와 대화'에 어울리는 두 곡을 선보입니다. 아름다운 
노랫소리로 교류 식전 행사의 오프닝을 장식합니다.

演目紹介 ／演出节目介绍 ／공연 소개

プロフィール ／简介 ／프로필

©YOSHI KATO

新作品日本舞踊《门司春秋》
신작 일본 무용 ‘모지슌주’

① 谐音GOOD TIME ／굿TIME

② Jin Yu-Rim（陈儒林音译）立春小鼓 ／진유림류 입춤소고

③ 为奚琴和吉他准备的三种联想《雪人》第三乐章 ／해금과 기타를 위한 세 개의 단상 ‘눈사람’ 3악장

④ [压轴戏] 跳神和秧歌 ／[에필로그] 판굿과 길놀이

 も　　じ 　しゅんじゅう

独唱《小天空》《翼》
독창 '작은 하늘', '날개'
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オープニング公演 ／开幕公演 ／오프닝 공연

独唱 「小さな空」、「翼」
作詞・作曲： 武満 徹　／作词作曲： ／ 작사·작곡:　Takemitsu Toru
「翼」ピアノ編曲： 永野 栄子 ／ “翼”钢琴编曲 ／ "날개" 피아노 편곡　Nagano Eiko

［出演］ 大西 ゆか（ソプラノ）／参加演出・女高音 ／출연・소프라노 　Onishi Yuka

 永野 栄子（ピアノ）／参加演出・钢琴 ／출연・피아노　Nagano Eiko

主催者挨拶 ／主办方致辞 ／주최자 인사

文化庁長官 都倉 俊一 ／文化厅长官 ／문화청 장관　Tokura Shunichi

日中韓交流事業開始宣言 ／日中韩交流事业开始宣言 ／한중일 교류 사업 개시 선언
東アジア文化都市北九州実行委員会会長 ／东亚文化之都北九州执行委员会会长 ／동아시아 문화도시 기타큐슈 실행위원회 회장

北九州市長 北橋 健治 ／北九州市长 ／기타큐슈 시장　Kitahashi Kenji Onishi Yuka Nagano Eiko

開催都市挨拶 ／主办城市致辞 ／개최 도시 인사
紹興市長 盛 閲 春 ／绍兴市长 ／소흥 시장　Sheng Yue Chun

敦煌市長 朱 建 軍 ／敦煌市长 ／돈황 시장　Zhu Jian Jun

順天市長 許 錫 ／顺天市长 ／순천 시장　Kyo Syakeu

文化交流公演 ／文化交流公演 ／문화교류 공연

北九州市 ／北九州市 ／기타큐슈시

 新作日本舞踊「門司春秋」
 ［出演］ 藤間 蘭黄（日本舞踊家）／导演・日本舞踊家  ／연출・일본 무용가 　Fujima Ranko

  山村 友五郎（上方舞・日本舞踊家）／上方舞、日本舞踊家 ／가미가타마이·일본 무용가

   Yamamura Tomogoro

  長唄囃子青年楽団清響会 ／长呗囃子青年乐团 清响会 ／나가우타 하야시 청년악단 세이쿄카이

［総合プロデューサー］ 柴田 英杞 　／总制作人 ／종합 프로듀서　Shibata Eiko

紹興市　／绍兴市 ／소흥시

 芸能団による公演  ／艺术团体的公演 ／예능단 공연

敦煌市　／敦煌市 ／돈황시

 芸能団による公演  ／艺术团体的公演 ／예능단 공연

順天市　／顺天市 ／순천시

 ① グッTIME　② ジン・ユリム流 立ち踊り小鼓
 ③ ヘグム（奚琴）とギターのための3つの断想「雪だるま」第3楽章
 ④［エピローグ］パングッとキルノリ

 ［出演］ 全羅南道立国楽団 ／演出・全罗南道道立国乐团 ／출연・전남도립국악단

式典次第 ／典礼安排 ／식전 순서

北九州市出身。東京藝術大学・大学院修了。
文化庁派遣芸術家在外研修員としてローマに留学。飯
塚新人音楽コンクール大賞受賞。北九州市民文化奨励
賞受賞。二期会『ダフネ』でデビュー後、『仮面舞踏会』オ
スカル役をはじめ様々なオペラに出演。コンサートでは
東京交響楽団や九州交響楽団との「第九」などのソプラ
ノソリストを務める。「題名のない音楽会21」にも出演。
二期会会員。北九州文化大使。

生于北九州市。东京艺术大学研究生院毕业。
作为文化厅派遣艺术家在外研修员，曾留学罗马。荣获饭冢新人音乐比赛大
奖。荣获北九州市民文化奖励奖。在声乐家团体二期会的《达芙妮》中首次亮
相，饰演过《假面舞会》中的奥斯卡，参与了各种歌剧演出。
此外，也参加音乐会演出，担任东京交响乐团和九州交响乐团的《第九》等的
女高音独唱。还参与了《无题音乐会21》的演出。二期会会员。北九州文化大
使。

기타큐슈시 출신. 도쿄예술대학 및 대학원 수료.
문화청 파견예술가 재외연수원 자격으로 로마에 유학. 이즈카신인음악콩쿠르 대상 
수상. 기타큐슈 시민문화 장려상 수상. 니키카이의 『다프네』로 데뷔 후 『가면무도회』
에서 오스칼 역을 비롯한 다양한 오페라에 출연.
콘서트에서는 도쿄교향악단과 규슈교향악단과의 ‘제9번’ 등에서 소프라노 
솔리스트를 맡는다. ‘제목 없는 음악회(Untitled Concert) 21'에도 출연. 니키카이 
회원. 기타큐슈 문화대사.

大西 ゆか

桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学卒業。
モスクワ音楽院大学院へ留学。全日本学生音楽コンクー
ル第1位、日本音楽コンクール入選、文部大臣奨励賞な
ど数多く受賞。チャイコフスキーコンクールにてセミファ
イナリスト。 現在自身のpiano schoolにおいて、後進の
指導に情熱を注いでいる。これまで福岡教育大学、筑紫
女学園大学、福岡女子短期大学、エリザベト音楽大学非
常勤講師を務める。

高中就读于桐朋女子高等学校音乐科，后毕业于桐朋学园大学。
留学莫斯科柴可夫斯基音乐学院就读研究生。为全日本学生音乐比赛第1
名、曾入选日本音乐大赛，荣获文部大臣奖励奖等众多奖项，且入围柴可夫
斯基大赛半决赛。
目前，在自己的钢琴学校，倾注热情于教导年轻一代。至今在福冈教育大学、
筑紫女学园大学、福冈女子短期大学和伊丽莎白音乐大学担任兼职讲师。

도호여자고등학교 음악과 진학 후 도호가쿠엔대학 졸업.
모스크바음악원 대학원에 유학. 전일본학생음악콩쿠르 1위, 일본음악콩쿠르 입선, 
문부대신 장려상 등 다수 수상. 차이코프스키콩쿠르에서 준결승 진출.
현재 자신의 피아노 스쿨에서 후배 양성에 열정을 쏟고 있다.  지금까지 
후쿠오카교육대학 ,  치쿠시  조가쿠엔  대학 ,  후쿠오카여자단기대학 ,  
엘리자베스음악대학 비상근강사를 역임.

永野 栄子

ソプラノ
女高音 
소프라노

ピアノ
钢琴 
피아노

オープニング公演・独唱 ／开幕公演、独唱 ／오프닝 공연·독창

独唱 「小さな空」、「翼」　作詞・作曲： 武満徹
「翼」ピアノ編曲： 永野 栄子

交流式典のテーマである「未来」と「対話」に相応しい、2曲を披露します。 
美しい歌声で交流式典のオープニングを飾ります。

独唱 《小天空》 《翼》

为各位呈献2首契合交流典礼主题“未来与对话”的歌曲。优美的歌声将点缀
交流典礼开幕式。

노래 '작은 하늘’, ‘날개’
作词作曲：  Takemitsu Toru
“翼”钢琴编曲 :  Nagano Eiko

작사·작곡:  Takemitsu Toru
"날개" 피아노 편곡 :  Nagano Eiko

교류 식전 행사의 테마인 '미래와 대화'에 어울리는 두 곡을 선보입니다. 아름다운 
노랫소리로 교류 식전 행사의 오프닝을 장식합니다.

演目紹介 ／演出节目介绍 ／공연 소개

プロフィール ／简介 ／프로필

©YOSHI KATO

新作品日本舞踊《门司春秋》
신작 일본 무용 ‘모지슌주’

① 谐音GOOD TIME ／굿TIME

② Jin Yu-Rim（陈儒林音译）立春小鼓 ／진유림류 입춤소고

③ 为奚琴和吉他准备的三种联想《雪人》第三乐章 ／해금과 기타를 위한 세 개의 단상 ‘눈사람’ 3악장

④ [压轴戏] 跳神和秧歌 ／[에필로그] 판굿과 길놀이

 も　　じ 　しゅんじゅう

独唱《小天空》《翼》
독창 '작은 하늘', '날개'
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□演出解说

孙悟空三打白骨精

该剧取材于古典名著《西游记》第二十七回“尸魔三戏唐三藏，

圣僧恨逐美猴王”等章节。讲述唐僧师徒四人去西天取经途

中，孙悟空除灭白骨精的故事。

千年尸魔白骨精，贪婪成性，为食唐僧之肉，三次变化，

施诱惑计、离间计迷惑唐僧。孙悟空识破白骨精伎俩，三次

棒打妖魔。唐僧肉眼凡胎，误认悟空打死人命，怒将悟空逐

回花果山，结果落入白骨精魔爪之中。

孙悟空闻得八戒所报，不计前嫌，毅然重下花果山，智灭

群妖，救出唐僧。师徒同心同德重登西行之路。

□연출 해설

손오공의 백골부인과 세번의 싸움

이 극은 고전명작 ‘서유기’의 제27장, ‘백골부인이 세번이

나 삼장법사를 속인다. 삼정법사는 손오공을 추방한 것을

후회한다.’ 란 내용을 소재로 하고 있다.

불경을 구하기 위해 서역으로 가는 도중, 손오공이 백골부

인을 퇴치한다는 삼장법사와 그 제자 4명의 이야기이다.

천년요괴인 백골부인은 삼장법사의 살을 먹기 위해 3번이

나 변신하여 일행을 속이려고 했다. 손오공은 요괴의 함정

을 알아 차리고 3번 다 물리쳤다. 삼장법사는 손오공이 죄

없는 사람을 죽였다고 잘못 알고 화과산으로 추방해 버린

다.

손오공이 없어지게 되자 삼장법사는 잡혀가버린다. 저팔

계로부 터 그 일을 듣고는 일단, 추방받은 원망은 접어두

고, 과감하게 화과산을 뛰어 나가서, 지혜를 모아 요괴의

집단을 물리치고 삼장법사를 구해 내었다. 스승과 제자들

은 다시 마음을 하나로 뭉쳐서 서쪽으로 여행을 계속했다.

□公演解説

孫悟空、三度白骨夫人と戦う

この劇は、古典名作「西遊記」の第２７章、「白骨夫人が三度も唐僧を騙す、唐僧は悟空を追放したことを後悔する」の内容に基づいてい

る。お経を求めるために西方へ向かう途中、孫悟空が白骨夫人を退治するという、唐僧とその弟子たち４人の物語である。

千年妖怪の白骨夫人は唐僧の肉を食べるため、３度も変身し、一行を騙そうとする。 孫悟空は妖怪のこの罠を見抜き、３度とも倒した。

唐僧は孫悟空が無実の人を殺害したと勘違いし、花果山に追放してしまう。

孫悟空が不在となり、唐僧は捕らえられてしまう。猪八戒からそれを聞き、かつての追放の恨みを気にせず、思い切って花果山を飛び出し、

知恵を絞って妖怪の集団を倒し、唐僧を救い出した。師匠と弟子たちは、再び心を一つにして西への旅を続けた。

紹興市 /绍兴市/소흥시



□演出解说

丝路花雨简介

甘肃是华夏文明的重要发祥地，古丝绸之路横亘全境，自古就是丝绸之路

黄金路段和枢纽地带。在这片土地上，特色鲜明的丝路文化、敦煌文化、黄河

文化、伏羲文化、多民族文化相互吐纳、交融发展。丰厚的历史文化积淀，孕

育和滋润着色彩斑斓的民族民间艺术。得天独厚的文化资源，为当代艺术家

提供了不竭的创作源泉。 取材敦煌壁画的中国经典舞剧《丝路花雨》，讲述

的是古丝绸之路上，善良淳朴的中国父女为救助外国商人，所发生的亲人悲

欢离合，友人生死相助、患难与共的感人故事…… 它以别具一格的艺术风格，

将瑰丽多彩的敦煌壁画搬上舞台，艺术形象地再现了敦煌文化的博大精深和

古丝绸之路繁荣昌盛的辉煌景象。

自1979年首演以来，经两次改版，名噪海内外。被称为：“二十世纪华人

舞蹈经典作品”、“中国舞剧史上里程碑”、“中国舞剧之最”、“中国民族舞剧的

典范”、“东方的《天鹅湖》”。历经四十几载，先后访问过朝鲜、法国、意大利、

西班牙、土耳其、日本、泰国、拉脱维亚、荷兰、比利时、罗马尼亚、南斯拉夫、

斯洛伐克、斯洛文尼亚、前苏联、俄罗斯、西班牙、土耳其、美国、英国、德国、

韩国、新加坡、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦及港澳台等40多个国家和地区，

演出达2880余场，观众达450多万人次。在中国舞蹈史上产生了极其深远的

影响，在中国和世界舞坛上，享有较高的美誉和盛名。

□연출 해설

실크로드의 꽃비

간쑤성은 중국문명의 중요한 발상지이며 고대 실크로드는 전지역으로 널

리 퍼졌다. 또, 예부터 실크로드의 황금길과 중추지대로 되어 있다. 이 넓은

토지에서 특색있고 선명한 실크로드문화, 돈황문화, 황하문화, 복희문화, 다

민족문화가 서로 조화를 이루며 존재하며 발전하고 있다. 게다가 풍부한 역

사문화가 축적되어 있고 다양한 민족 민간 예술을 키워서 윤택해져 있다. 

특히, 축복받은 문화자원은 현대의 예술가에게 끊임없는 창작의 소재를 부

여하고 있다. 돈황벽화를 제재로 한 중국의 고전 무용극 <실크로드의 꽃비

>는 고대 실크로드를 무대로 선량하고 순박한 중국인의 아버지와 딸이 외국

의 상인 을 구하기 위해서 일어난 부녀지간이 비극적으로 헤어지게 되는데

친구와 생사를 같이 하는 등, 역경을 함께하는 감동적인 이야기이다. 화려하

고 다채로운 돈황의 벽화를 그대로 무대에 옮겨 놓은 독특한 예술 스타일로

돈황문화의 풍요로움과 실크로드의 번영과 그 빛나는 광경을 예술적으로 재

현했다.

1979년의 처음으로 공연한 이래, 두번에 걸쳐 개정되었는데 국내외에도

알려지거나 해서 한번에 유명해졌다. <20세기 화인 무용 고전 작품>,<중

국 무극 사상의 도표>, <중극무극의 최정상>, <중국민족무극의 모범>, 

<동방의 ‘백조의 호수’>라 불리워질 정도였다. 40여년에 걸쳐 조선, 프랑

스, 이탈리아, 스페인, 터어키, 일본, 태국, 라트비야, 네델란드, 벨기에, 루

마니아, 유고슬라비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 이전의 소련, 러시아, 미국, 

영국, 독일, 한국, 싱가폴, 키르기스탄, 카자흐스탄 및 홍콩, 마카오, 대만등

의 40이상의 나라와 지역에서 2880번 이상의 공연이 이루어졌다. 관객동원

수는 450만명을 넘어 중국 무용 역사상 지극히 큰 영향을 주었다. 중국과 세

계의 무용업계에서도 크나큰 명예와 평판을 얻고 있다. 

□公演解説

シルクロードの花吹雪

甘粛省は中国文明の重要な発祥地であり、古代シルクロードは全域に広がっている。また、昔からシルクロードの黄金道と中枢地帯になっ

ている。この広い土地で、特色鮮明なシルクロード文化、敦煌文化、黄河文化、伏羲文化等、多民族文化が互いに調和を取り合いながら

存在し、発展している。更に、豊かな歴史文化が蓄積し、色とりどりの民族民間芸術を育み、潤している。特に恵まれた文化資源は、現代

の芸術家に絶えずの創作の源を与えている。敦煌壁画を題材にした中国の古典舞踊劇＜シルクロードの花吹雪＞は、古代シルクロードを

舞台に、善良で純朴な中国人の父と娘が外国の商人を助けるために起こった、家族の喜びと悲しみ、友人との助け合い等、苦難を共にする

感動的な物語である。華麗で多彩な敦煌の壁画をそのまま舞台に移し、独特の芸術スタイルで、敦煌文化の豊かさとシルクロードの繁栄と

その輝かしい光景を芸術的に再現した。

1979年の初演以来、２回にわたって改版され、国内外にも知れわたり、一世風靡した。＜二十世紀華人舞踊古典作品＞、＜中国舞

劇史上の道標＞、＜中国舞劇の最上級＞、＜中国民族舞劇の模範＞、＜東方の「白鳥の湖」＞と称されるほどであった。四十数年にわ

たって、朝鮮、フランス、イタリア、スペイン、トルコ、日本、タイ、ラトビア、オランダ、ベルギー、ルーマニア、ユーゴスラビア、スロバキア、スロベニア、

前ソビエト、ロシア、アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国、シンガポール、キルギスタン、カザフスタン及び香港、マカオ、台湾等の４０以上の国と地

域で、２８８０回以上の公演が行われた。来場者数は４５０万人を超え、中国舞踊史上で、極めて深い影響を与えた。中国と世界の

舞踊業界でも高い名誉と評判を得ている。

敦煌市 /敦煌市/돈황시



「春秋」とは年月、歳月のこと。日本遺産である関門海峡周辺の地域資源と門司地区を題材に太古の昔から今につながるエピソードを
綴った新作を披露します。舞台美術には、北九州市の伝統工芸である「小倉織」を使用し、北九州市の自然豊かな風景を表現します。

新作日本舞踊 「門司春秋」

撮影： 篠山紀信 撮影： 篠山紀信

□ 道立国楽団のご紹介
全羅南道立国楽団は、全羅南道の伝統的な「歌」「舞」「楽」の継承・発展を目指し、1986年8月9日に設立された。こども国楽団を含め、パンソリ（唱楽）・
舞踊・器楽・サムル（打楽器類）など、約140名の団員が韓国の音楽の素晴らしさを伝えるために活動しており、特に、全羅南道立国楽団は、多くの芸能
保有者、伝授助教、履修者などを擁し、韓国で最も優れた技術を有する国楽団に数えられている。また、国内主要都市をはじめとして、世界各国での巡
回公演など2,900回以上の公演を通じて、韓国の優れた伝統芸能を広く伝える文化使節団の役割を果たしている。

□ 公演解説
① グッTIME_構成：ソン・ビョングァン／サムル部、ユン・セリン（口音）
グッtimeは、「複数の人が集まり、愉快に遊ぶ賑やかな時間」と「良い時間」という2つの意味をかけた作品である。「トボルリム」－「ホンバク」－「グッド
ンサルプリ」－「6拍フィモリ」で構成されており、演奏者も観客も楽しく賑やかに一体となり、「良い時間」になることを願って作られた。

② ジン・ユリム流 立ち踊り小鼓／舞踊部・器楽部
伝統的な基本の所作を踏みつつも、構成においては特別な形式を持たず、内なる興に合わせて自由自在に踊る。ジン・ユリム独自の所作によって構成
された立ち踊りは、安定感がありながらも、センスあふれる手踊りと小鼓踊りが自在に調和し、いっそうの面白みを添えている。

③ ヘグム（奚琴）とギターのための3つの断想「雪だるま」第3楽章　作曲：リュ・ヒョンソン／器楽部　カン・アラ、シン・ジョンミン
雪だるま（副題：ヘグムで詩を書く）は、ヘグムとギターという、この2つのこぢんまりとした構成によって織りなす繊細なイメージを3つの断想として構
成した作品。物静かで美しいギターの旋律と、物哀しく深みのあるヘグムの音色が調和し、現代音楽と伝統音楽が素晴らしいアンサンブルとして再構
成されている。ギターとヘグムの出会いによって生まれた楽曲であり、出会いの大切さと哀しさを感性的に描き出している。

④ ［エピローグ］パングッとキルノリ／舞踊部、サムル部
専門的な芸術家によって演じられる歌・舞・楽パフォーマンスを最高レベルに引き上げた作品で、ブポノリ、チェサンソルチャンゴノリ、チェサンソゴノリ
といった一人で舞う曲をはじめとして、農楽のパングッとキルノリを楽しく組み合わせている。

□道立国乐团简介
全罗南道道立国乐团是为了继承和发扬南道的传统歌舞乐而于1986年8月9
日成立的。包括儿童国乐团在内，是在唱乐、舞蹈、器乐、四物游戏（鼓、长鼓、
大锣、小锣演奏）等领域由140多名团员组成的团队，广泛宣传韩国音乐的优
秀性，尤其是全罗南道道立国乐团拥有众多艺人、传授助教、进修者等，是国
内最具实力的国乐团。另外，包括国内主要城市等，在世界各国举办了多达超
过2900场的巡回演出，发挥了宣传韩国优秀传统艺术的文化使节团的作用。

□演出解说
①萨满舞（神祭） （谐音GOOD TIME）构成

　宋炳宽（音译）/四物部，尹世麟（音译）（九音）

萨满舞是一款包含“众人聚在一起热闹愉快地玩耍的时间”和“美好的时光”两
个含义的作品。该剧由“巫夫舞”-“魂拍”-“驱邪舞”-“六拍快板”组成，无论是演
奏者还是观众，都充满了欢乐和热闹，是希望能其能成为“美好的时光”而被创
作出来的。

②Jin Yu-Rim（陈儒林音译） 立春小鼓/舞蹈部、器乐部；
虽然有传统的基本舞姿，但在舞蹈结构上不拘泥于特别的形式，随着内心的兴
致自由地跳动的舞蹈。以陈儒林特有的舞姿编排而成的立春小鼓舞，稳重又帅
气的徒手舞和小鼓舞的自然搭配，更增添了几分意兴。

③为奚琴和吉他准备的三种联想《雪人》第三乐章
　作曲　柳亨善（音译）/器乐部姜雅拉（音译）、申正民（音译）

雪人（副标题用奚琴写诗）是奚琴和吉他，这两个简朴的构成所营造出的细腻
形象，也是由三种联想组成的作品，吉他平静优美的旋律与奚琴哀婉深沉的音
色相得益彰，是现代音乐与传统音乐重生为精彩的组合式音乐。吉他与奚琴相
遇后产生的弹奏，感性地表现出相逢的珍贵与依恋之情。

④[压轴戏]跳神和秧歌/舞蹈部，四物部
将专业人才的歌舞乐表演戏剧化的作品，包括帽子舞、彩裳长鼓独舞、彩裳小
鼓戏等个人游戏在内，将传统说唱的农乐中的跳神和秧歌表现得淋漓尽致。

□ 도립국악단 소개글
전남도립국악단은 남도의 전통 가·무·악(歌·舞·樂)을 계승, 발전시키기 위해 1986년 8월 
9일 창단되었다. 어린이국악단을 포함하여 창악·무용·기악·사물 등 140여명의 단원들이 
우리 음악의 우수성을 널리 알리고 있으며, 특히 전남도립국악단은 예능보유자, 전수조교, 
이수자 등을 다수 보유한 국내 최고의 기량을 갖춘 국악단으로 손꼽힌다. 또한 국내 주요 
도시를 비롯하여 세계 각국 순회공연 등 2,900여회 이상의 공연을 통해 우리나라의 
훌륭한 전통 예술을 널리 알리는 문화사절단의 역할을 해오고 있다. 

□ 공연해설
① 굿TIME_구성 : 송병관 / 사물부, 윤세린(구음)
굿time은 ‘여러 사람이 모여 떠들썩하고 신명나게 노는 시간’과 ‘좋은시간’이란 두 
가지의 의미를 지니고 있는 작품이다. 터벌림-혼박-굿동살풀이-6박휘모리로 구성되어 
있으며, 연주자도 관객도 모두 즐겁고 떠들썩하게 한데 어우러져 ‘좋은 시간’이 되기를 
소망하며 만들었다.
② 진유림류 입춤소고 / 무용부, 기악부
전통의 기본 춤사위를 지니지만 구성에 있어서 특별한 형식 없이 내재적인 흥에 맞춰 
자유자재로 추는 춤이다. 진유림의 특유의 춤사위로 짜여진 입춤은 묵직하면서도 
멋스러운 맨손춤과 소고춤의 자연스런 조화가 한층 더 흥을 돋아준다. 

③ 해금과 기타를 위한 세 개의 단상 ‘눈사람’ 3악장
작곡 : 류형선 / 기악부 강아라, 신정민

눈사람(부제:해금으로 시(時) 쓰기)은 해금과 기타, 이 둘의 단촐한 구성이 빚어내는 
섬세한 이미지를 세 개의 단상으로 구성한 작품으로, 기타의 잔잔하고 아름다운 선율과 
해금의 애절하고 깊은 음색이 어우러져 현대음악과 전통음악이 멋진 앙상블로 
재탄생했다. 기타와 해금이 만나 빚은 연주로 만남의 소중함과 애틋함을 감성적으로 
담아내었다.

④ [에필로그]판굿과 길놀이 / 무용부, 사물부
전문적인 재인들이 펼치는 가무악 퍼포먼스를 극화시킨 작품으로, 부포놀이·
채상설장고놀이·채상소고놀이 등 개인놀이를 비롯하여 농악놀이의 판굿과 길놀이를 
신명나게 펼친 작품이다.

順天市 ／顺天市 ／순천시

Fujima Ranko Yamamura Tomogoro

曽祖母 藤間勘八、祖母 藤子（人間国宝）、母 蘭景と続く日
本舞踊の家の後継者。家に伝わる古典作品の継承とともに
創作作品も発表。海外公演も数多く、昨秋の自作公演を5ヶ
国語字幕付きで配信するなど精力的に日本舞踊を発信中。
文化庁文化交流使。芸術選奨文部科学大臣賞。日本藝術院
賞。紫綬褒章。

是继曾祖母 藤间勘八、祖母 藤子（人间国宝）、母亲 兰景之后，日本舞踊家族的
后继者。在继承家族传承的古典作品的同时，也发表创作作品。在海外进行过多
次公演，且将去年秋季的自创公演以5种语言的字幕形式发表，通过诸如此类方
式大力传播日本舞踊。日本文化厅文化交流大使。艺术选奖文部科学大臣奖。日
本艺术院奖。紫绶褒章。

증조모 후지마 간파치, 조모 후지코(인간문화재), 어머니 란케이를 잇는 일본 무용 가문의 
후계자. 가문에 전해지는 고전 작품의 계승과 더불어 창작 작품도 발표. 다수의 해외 
공연도 개최하고 있으며, 지난해 가을에는 자작공연을 5개국 언어로 자막을 넣어 
인터넷에 올리는 등 열정적으로 일본무용을 알리고 있다. 문화청 문화교류대사. 예술선장 
문부과학대신상. 일본예술원상. 자수포장.

藤間 蘭黄

上方舞山村流六世宗家。流祖・友五郎よりの上方歌
舞伎舞踊と京阪神で発展した座敷舞（地唄舞）とい
う二つの流れを大切に伝統の維持継承に力を注ぐ
と共に、舞踊家として日本芸術院賞を受賞するなど
高く評価を得ている。令和2年、紫綬褒章受章・大阪
市市民表彰受賞。

上方舞山村流六世宗家。为保护流派始祖友五郎创始的上方歌舞伎舞
踊和在京都大阪神户发展的座敷舞（地呗舞）这两个流派，倾力维持和
继承传统，同时，作为舞踊家，荣获日本艺术院奖等，受到了高度评价。
2020年，荣获紫绶褒章和大阪市市民表彰。

가미가타마이 야마무라류 6세 종가. 유파 창시자였던 도모고로의 가미가타 
가부키 무용과 교토, 오사카, 고베에서 발전한 자시키마이(지우타마이)라는 두 
유파를 소중히 하고 전통의 유지와 계승에 주력함과 동시에 무용가로서 
일본예술원상을 수상하는 등 높은 평가를 받고 있다. 2020년 자수포장 수상, 
오사카시 시민표창 수상.

山村 友五郎

日本舞踊家
日本舞踊家 
일본 무용가

上方舞・日本舞踊家
上方舞、日本舞踊家 
가미가타마이·일본 무용가

北九州市 ／北九州市 ／기타큐슈시

[作・演出・振付] 藤間蘭黄
[作曲] 杵屋小三郎：坂口あまね  (長唄囃子青年楽団清響会、東京芸術大学音楽学部邦楽科卒)
[舞台美術素材監修] 築城則子  (遊生染織工房主宰）

“春秋”是指年月、岁月。该新作品以日本遗产关门海峡周边地区资源以及门司地区为题材，描绘了串联远古与现代的故事。舞台美术使用北九州市的传统工艺“小仓

织”，向各位展现北九州市自然富饶的景色。

新作品日本舞踊《门司春秋》

[创作/导演/编舞] Fujima Ranko
[作曲] Kineya Kosaburo ：Sakaguchi Amane (长呗囃子青年乐团清响会，东京艺术大学音乐学部邦乐科毕业)
[舞台美术素材监修] Tsuiki Noriko (游生染织工房主理人）

‘슌주(春秋)’란 연월, 세월을 의미합니다. 일본 유산인 간몬 해협 주변의 지역 자원과 모지 지구를 주제로 태고 때부터 현재로 이어지는 에피소드를 담은 신작을 선보입니다. 무대 

미술에는 기타큐슈시의 전통 공예인 '고쿠라오리’를 사용하여 기타큐슈시의 풍요로운 자연 풍경을 표현합니다.

신작 일본 무용 ‘모지슌주’

[제작·연출·안무]  Fujima Ranko
[작곡] Kineya Kosaburo ：Sakaguchi Amane (나가우타 하야시 청년악단 세이쿄카이, 도쿄예술대학 음악학부 일본전통음악과 졸업)
[무대 미술 소재 감수]  Tsuiki Noriko (유우염직공방 주재)

も じ し ゅ ん じ ゅ う
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「春秋」とは年月、歳月のこと。日本遺産である関門海峡周辺の地域資源と門司地区を題材に太古の昔から今につながるエピソードを
綴った新作を披露します。舞台美術には、北九州市の伝統工芸である「小倉織」を使用し、北九州市の自然豊かな風景を表現します。

新作日本舞踊 「門司春秋」

撮影： 篠山紀信 撮影： 篠山紀信

□ 道立国楽団のご紹介
全羅南道立国楽団は、全羅南道の伝統的な「歌」「舞」「楽」の継承・発展を目指し、1986年8月9日に設立された。こども国楽団を含め、パンソリ（唱楽）・
舞踊・器楽・サムル（打楽器類）など、約140名の団員が韓国の音楽の素晴らしさを伝えるために活動しており、特に、全羅南道立国楽団は、多くの芸能
保有者、伝授助教、履修者などを擁し、韓国で最も優れた技術を有する国楽団に数えられている。また、国内主要都市をはじめとして、世界各国での巡
回公演など2,900回以上の公演を通じて、韓国の優れた伝統芸能を広く伝える文化使節団の役割を果たしている。

□ 公演解説
① グッTIME_構成：ソン・ビョングァン／サムル部、ユン・セリン（口音）
グッtimeは、「複数の人が集まり、愉快に遊ぶ賑やかな時間」と「良い時間」という2つの意味をかけた作品である。「トボルリム」－「ホンバク」－「グッド
ンサルプリ」－「6拍フィモリ」で構成されており、演奏者も観客も楽しく賑やかに一体となり、「良い時間」になることを願って作られた。

② ジン・ユリム流 立ち踊り小鼓／舞踊部・器楽部
伝統的な基本の所作を踏みつつも、構成においては特別な形式を持たず、内なる興に合わせて自由自在に踊る。ジン・ユリム独自の所作によって構成
された立ち踊りは、安定感がありながらも、センスあふれる手踊りと小鼓踊りが自在に調和し、いっそうの面白みを添えている。

③ ヘグム（奚琴）とギターのための3つの断想「雪だるま」第3楽章　作曲：リュ・ヒョンソン／器楽部　カン・アラ、シン・ジョンミン
雪だるま（副題：ヘグムで詩を書く）は、ヘグムとギターという、この2つのこぢんまりとした構成によって織りなす繊細なイメージを3つの断想として構
成した作品。物静かで美しいギターの旋律と、物哀しく深みのあるヘグムの音色が調和し、現代音楽と伝統音楽が素晴らしいアンサンブルとして再構
成されている。ギターとヘグムの出会いによって生まれた楽曲であり、出会いの大切さと哀しさを感性的に描き出している。

④ ［エピローグ］パングッとキルノリ／舞踊部、サムル部
専門的な芸術家によって演じられる歌・舞・楽パフォーマンスを最高レベルに引き上げた作品で、ブポノリ、チェサンソルチャンゴノリ、チェサンソゴノリ
といった一人で舞う曲をはじめとして、農楽のパングッとキルノリを楽しく組み合わせている。

□道立国乐团简介
全罗南道道立国乐团是为了继承和发扬南道的传统歌舞乐而于1986年8月9
日成立的。包括儿童国乐团在内，是在唱乐、舞蹈、器乐、四物游戏（鼓、长鼓、
大锣、小锣演奏）等领域由140多名团员组成的团队，广泛宣传韩国音乐的优
秀性，尤其是全罗南道道立国乐团拥有众多艺人、传授助教、进修者等，是国
内最具实力的国乐团。另外，包括国内主要城市等，在世界各国举办了多达超
过2900场的巡回演出，发挥了宣传韩国优秀传统艺术的文化使节团的作用。

□演出解说
①萨满舞（神祭） （谐音GOOD TIME）构成

　宋炳宽（音译）/四物部，尹世麟（音译）（九音）

萨满舞是一款包含“众人聚在一起热闹愉快地玩耍的时间”和“美好的时光”两
个含义的作品。该剧由“巫夫舞”-“魂拍”-“驱邪舞”-“六拍快板”组成，无论是演
奏者还是观众，都充满了欢乐和热闹，是希望能其能成为“美好的时光”而被创
作出来的。

②Jin Yu-Rim（陈儒林音译） 立春小鼓/舞蹈部、器乐部；
虽然有传统的基本舞姿，但在舞蹈结构上不拘泥于特别的形式，随着内心的兴
致自由地跳动的舞蹈。以陈儒林特有的舞姿编排而成的立春小鼓舞，稳重又帅
气的徒手舞和小鼓舞的自然搭配，更增添了几分意兴。

③为奚琴和吉他准备的三种联想《雪人》第三乐章
　作曲　柳亨善（音译）/器乐部姜雅拉（音译）、申正民（音译）

雪人（副标题用奚琴写诗）是奚琴和吉他，这两个简朴的构成所营造出的细腻
形象，也是由三种联想组成的作品，吉他平静优美的旋律与奚琴哀婉深沉的音
色相得益彰，是现代音乐与传统音乐重生为精彩的组合式音乐。吉他与奚琴相
遇后产生的弹奏，感性地表现出相逢的珍贵与依恋之情。

④[压轴戏]跳神和秧歌/舞蹈部，四物部
将专业人才的歌舞乐表演戏剧化的作品，包括帽子舞、彩裳长鼓独舞、彩裳小
鼓戏等个人游戏在内，将传统说唱的农乐中的跳神和秧歌表现得淋漓尽致。

□ 도립국악단 소개글
전남도립국악단은 남도의 전통 가·무·악(歌·舞·樂)을 계승, 발전시키기 위해 1986년 8월 
9일 창단되었다. 어린이국악단을 포함하여 창악·무용·기악·사물 등 140여명의 단원들이 
우리 음악의 우수성을 널리 알리고 있으며, 특히 전남도립국악단은 예능보유자, 전수조교, 
이수자 등을 다수 보유한 국내 최고의 기량을 갖춘 국악단으로 손꼽힌다. 또한 국내 주요 
도시를 비롯하여 세계 각국 순회공연 등 2,900여회 이상의 공연을 통해 우리나라의 
훌륭한 전통 예술을 널리 알리는 문화사절단의 역할을 해오고 있다. 

□ 공연해설
① 굿TIME_구성 : 송병관 / 사물부, 윤세린(구음)
굿time은 ‘여러 사람이 모여 떠들썩하고 신명나게 노는 시간’과 ‘좋은시간’이란 두 
가지의 의미를 지니고 있는 작품이다. 터벌림-혼박-굿동살풀이-6박휘모리로 구성되어 
있으며, 연주자도 관객도 모두 즐겁고 떠들썩하게 한데 어우러져 ‘좋은 시간’이 되기를 
소망하며 만들었다.
② 진유림류 입춤소고 / 무용부, 기악부
전통의 기본 춤사위를 지니지만 구성에 있어서 특별한 형식 없이 내재적인 흥에 맞춰 
자유자재로 추는 춤이다. 진유림의 특유의 춤사위로 짜여진 입춤은 묵직하면서도 
멋스러운 맨손춤과 소고춤의 자연스런 조화가 한층 더 흥을 돋아준다. 

③ 해금과 기타를 위한 세 개의 단상 ‘눈사람’ 3악장
작곡 : 류형선 / 기악부 강아라, 신정민

눈사람(부제:해금으로 시(時) 쓰기)은 해금과 기타, 이 둘의 단촐한 구성이 빚어내는 
섬세한 이미지를 세 개의 단상으로 구성한 작품으로, 기타의 잔잔하고 아름다운 선율과 
해금의 애절하고 깊은 음색이 어우러져 현대음악과 전통음악이 멋진 앙상블로 
재탄생했다. 기타와 해금이 만나 빚은 연주로 만남의 소중함과 애틋함을 감성적으로 
담아내었다.

④ [에필로그]판굿과 길놀이 / 무용부, 사물부
전문적인 재인들이 펼치는 가무악 퍼포먼스를 극화시킨 작품으로, 부포놀이·
채상설장고놀이·채상소고놀이 등 개인놀이를 비롯하여 농악놀이의 판굿과 길놀이를 
신명나게 펼친 작품이다.

順天市 ／顺天市 ／순천시

Fujima Ranko Yamamura Tomogoro

曽祖母 藤間勘八、祖母 藤子（人間国宝）、母 蘭景と続く日
本舞踊の家の後継者。家に伝わる古典作品の継承とともに
創作作品も発表。海外公演も数多く、昨秋の自作公演を5ヶ
国語字幕付きで配信するなど精力的に日本舞踊を発信中。
文化庁文化交流使。芸術選奨文部科学大臣賞。日本藝術院
賞。紫綬褒章。

是继曾祖母 藤间勘八、祖母 藤子（人间国宝）、母亲 兰景之后，日本舞踊家族的
后继者。在继承家族传承的古典作品的同时，也发表创作作品。在海外进行过多
次公演，且将去年秋季的自创公演以5种语言的字幕形式发表，通过诸如此类方
式大力传播日本舞踊。日本文化厅文化交流大使。艺术选奖文部科学大臣奖。日
本艺术院奖。紫绶褒章。

증조모 후지마 간파치, 조모 후지코(인간문화재), 어머니 란케이를 잇는 일본 무용 가문의 
후계자. 가문에 전해지는 고전 작품의 계승과 더불어 창작 작품도 발표. 다수의 해외 
공연도 개최하고 있으며, 지난해 가을에는 자작공연을 5개국 언어로 자막을 넣어 
인터넷에 올리는 등 열정적으로 일본무용을 알리고 있다. 문화청 문화교류대사. 예술선장 
문부과학대신상. 일본예술원상. 자수포장.

藤間 蘭黄

上方舞山村流六世宗家。流祖・友五郎よりの上方歌
舞伎舞踊と京阪神で発展した座敷舞（地唄舞）とい
う二つの流れを大切に伝統の維持継承に力を注ぐ
と共に、舞踊家として日本芸術院賞を受賞するなど
高く評価を得ている。令和2年、紫綬褒章受章・大阪
市市民表彰受賞。

上方舞山村流六世宗家。为保护流派始祖友五郎创始的上方歌舞伎舞
踊和在京都大阪神户发展的座敷舞（地呗舞）这两个流派，倾力维持和
继承传统，同时，作为舞踊家，荣获日本艺术院奖等，受到了高度评价。
2020年，荣获紫绶褒章和大阪市市民表彰。

가미가타마이 야마무라류 6세 종가. 유파 창시자였던 도모고로의 가미가타 
가부키 무용과 교토, 오사카, 고베에서 발전한 자시키마이(지우타마이)라는 두 
유파를 소중히 하고 전통의 유지와 계승에 주력함과 동시에 무용가로서 
일본예술원상을 수상하는 등 높은 평가를 받고 있다. 2020년 자수포장 수상, 
오사카시 시민표창 수상.

山村 友五郎

日本舞踊家
日本舞踊家 
일본 무용가

上方舞・日本舞踊家
上方舞、日本舞踊家 
가미가타마이·일본 무용가

北九州市 ／北九州市 ／기타큐슈시

[作・演出・振付] 藤間蘭黄
[作曲] 杵屋小三郎：坂口あまね  (長唄囃子青年楽団清響会、東京芸術大学音楽学部邦楽科卒)
[舞台美術素材監修] 築城則子  (遊生染織工房主宰）

“春秋”是指年月、岁月。该新作品以日本遗产关门海峡周边地区资源以及门司地区为题材，描绘了串联远古与现代的故事。舞台美术使用北九州市的传统工艺“小仓

织”，向各位展现北九州市自然富饶的景色。

新作品日本舞踊《门司春秋》

[创作/导演/编舞] Fujima Ranko
[作曲] Kineya Kosaburo ：Sakaguchi Amane (长呗囃子青年乐团清响会，东京艺术大学音乐学部邦乐科毕业)
[舞台美术素材监修] Tsuiki Noriko (游生染织工房主理人）

‘슌주(春秋)’란 연월, 세월을 의미합니다. 일본 유산인 간몬 해협 주변의 지역 자원과 모지 지구를 주제로 태고 때부터 현재로 이어지는 에피소드를 담은 신작을 선보입니다. 무대 

미술에는 기타큐슈시의 전통 공예인 '고쿠라오리’를 사용하여 기타큐슈시의 풍요로운 자연 풍경을 표현합니다.

신작 일본 무용 ‘모지슌주’

[제작·연출·안무]  Fujima Ranko
[작곡] Kineya Kosaburo ：Sakaguchi Amane (나가우타 하야시 청년악단 세이쿄카이, 도쿄예술대학 음악학부 일본전통음악과 졸업)
[무대 미술 소재 감수]  Tsuiki Noriko (유우염직공방 주재)

も じ し ゅ ん じ ゅ う

9



都築 明斗
Tsuzuki Akito

前川 雄司
Maekawa Yuji

坂口 あまね
Sakaguchi Amane

村治 将之助
Muraji Shonosuke

西垣 秀彦
Nishigaki Hidehiko

岩本 留理子
Iwamoto Ruriko

岩本 富士子
Iwamoto Fujiko

長尾 基史
Nagao Motofumi

中島 一樹
Nakajima Ikki

安倍 帆香
Abe Honoka

高木 瑞記
Takagi Mizuki

堅田 新十郎
Katada Shinjuro

小倉織 「波」小倉織 「松」

味見 優
Ajimi Yu

唄／呗／노래 三味線／三味线／샤미센

恩田 和実
Onda Masami

望月 左太晃郎
Mochizuki Satamitsuro

囃子／囃子／하야시 (반주)

囃子・指導
囃子·指导
하야시 (반주) · 지도

長唄囃子青年楽団 清響会
日本の伝統芸能を守り育てる為に、流派を越えて長唄の未来を担う将来性のある青年達で結成（東京藝術大学音楽学部邦楽科出身
が中心）。清響会発起人の指導・監修のもと、質の高い演奏を目指し日々 修練を重ね、各地の演奏会に出演。

长呗囃子青年乐团 清响会
由一群有前途的青年组成，为保护和培育日本传统表演艺术，他们跨越流派，并
将担负起长呗的未来（主要来自东京艺术大学音乐学部邦乐科）。在清响会发起
人的指导和监修下，为达到高品质的演奏，每天不断练习，并在各地参与演奏会
的演出。

나가우타 하야시 청년악단 세이쿄카이
일본의 전통 예능을 지키고 키워나갈 목적으로 유파를 초월하여 나가우타(샤미센과 함께 

부르는 노래)의 미래를 짊어질 장래가 촉망받는 청년들로 결성(도쿄예술대학 음악학부 

일본전통음악과 출신들이 중심). 세이쿄카이 발기인의 지도와 감독 아래, 수준 높은 연주를 

목표로 매일같이 연습을 거듭하며 각 지역의 연주회에 출연.

（
※
1
）
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北九州市生まれ。染織家。日本工芸会正会員。「遊生（ゆう）染織工房」主宰。1974年に染織を始め、1984年小倉織を復元・再生。
1994年小倉縮（ちぢみ）を復元。1995年遊生染織工房設立。2005年北九州市民文化賞、2012年福岡県文化賞・創造部門、2015年
第一回菊池寛実賞など受賞多数。

藤間蘭黄先生創作の舞台「門司春秋」とイメージを共有するテキスタイルとして、小倉織を使っていただき光栄です。
「波」は、関門の風と波打つ海原の勢いを藍色の濃淡に託しました。「松」は、海沿いや街道の松並木の幹の強さと枝葉の
しなやかさを茶色と緑で、見守ってきた時間を白地にグレイの線で表現しました。過去、現在、未来と遥かに繰り返される
波動と、変遷を見守る時空間を縞が表します。

"生于北九州市。染织家。日本工艺会正会员。“游生染织工房”主理人。
1974年开始染织，1984年复原并再生了小仓织。
1994年复原小仓缩。1995年设立游生染织工房。获得2005年北九州市
民文化奖、2012年福冈县文化奖创造类奖，及2015年第一届菊池宽实
奖等众多奖项。"

"作为与藤间兰黄老师创作的舞台艺术—《门司春秋》形象共享
的纺织品，小仓织被用于《门司春秋》之中，我对此感到荣幸。
“波”，将关门的风和波涛汹涌的大海之势寄托于蓝色的浓淡之
中。“松”，用茶色和绿色表现沿海或街道上成排松树树干的强劲
以及枝叶的柔韧，而白底灰线则表现了守护至今的时间。条纹表
现了过去、现在、未来，还有遥远的不断重复的波动，和守护变迁
的时空。"

"기타큐슈시 출생. 염직공예가. 일본공예회 정회원. ‘유우염직공방’ 주재. 1974년에 
염직을 시작하여 1984년 전통 직물인 고쿠라오리를 복원 및 재생.
1994년 전통 직물인 고쿠라치지미를 복원. 1995년 유우염직공방 설립. 2005년 
기타큐슈 시민문화상, 2012년 후쿠오카현 문화상·창조 부문, 2015년 제1회 기쿠치 
히로미상 등 다수 수상."

"후지마 란코 선생님의 창작 무대  ‘모지슌주’ 와 이미지를 공유하는 텍스타일로 

고쿠라오리를 채택해 주셔서 영광으로 생각합니다.

‘파도(波)’는 간몬의 바람과 물결치는 드넓은 바다의 기운을 남색 농담으로 

표현했습니다. ‘소나무(松)’ 는 해안가나 길거리에서 볼 수 있는 소나무 가로수 

줄기의 강인함, 가지와 잎에서 느껴지는 부드러움을 갈색과 녹색으로, 묵묵히 

지켜온 시간을 흰색 바탕에 회색 선으로 나타낸 작품입니다. 과거, 현재, 미래로 

아득히 반복되는 파동(波動)과 변천을 지켜보는 시공간을 줄무늬에 담았습니다."

Tsuiki Noriko

築城 則子

遊生染織工房 主宰
游生染织工房 主理人 
유우염직공방 주재

舞台美術素材監修 ／舞台美术素材监修 ／무대 미술 소재 감수
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Onda Masami

望月 左太晃郎
Mochizuki Satamitsuro

囃子／囃子／하야시 (반주)

囃子・指導
囃子·指导
하야시 (반주) · 지도

長唄囃子青年楽団 清響会
日本の伝統芸能を守り育てる為に、流派を越えて長唄の未来を担う将来性のある青年達で結成（東京藝術大学音楽学部邦楽科出身
が中心）。清響会発起人の指導・監修のもと、質の高い演奏を目指し日々 修練を重ね、各地の演奏会に出演。

长呗囃子青年乐团 清响会
由一群有前途的青年组成，为保护和培育日本传统表演艺术，他们跨越流派，并
将担负起长呗的未来（主要来自东京艺术大学音乐学部邦乐科）。在清响会发起
人的指导和监修下，为达到高品质的演奏，每天不断练习，并在各地参与演奏会
的演出。

나가우타 하야시 청년악단 세이쿄카이
일본의 전통 예능을 지키고 키워나갈 목적으로 유파를 초월하여 나가우타(샤미센과 함께 

부르는 노래)의 미래를 짊어질 장래가 촉망받는 청년들로 결성(도쿄예술대학 음악학부 

일본전통음악과 출신들이 중심). 세이쿄카이 발기인의 지도와 감독 아래, 수준 높은 연주를 

목표로 매일같이 연습을 거듭하며 각 지역의 연주회에 출연.

（
※
1
）
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）
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「
手
繰
り
」が
訛
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

北九州市生まれ。染織家。日本工芸会正会員。「遊生（ゆう）染織工房」主宰。1974年に染織を始め、1984年小倉織を復元・再生。
1994年小倉縮（ちぢみ）を復元。1995年遊生染織工房設立。2005年北九州市民文化賞、2012年福岡県文化賞・創造部門、2015年
第一回菊池寛実賞など受賞多数。

藤間蘭黄先生創作の舞台「門司春秋」とイメージを共有するテキスタイルとして、小倉織を使っていただき光栄です。
「波」は、関門の風と波打つ海原の勢いを藍色の濃淡に託しました。「松」は、海沿いや街道の松並木の幹の強さと枝葉の
しなやかさを茶色と緑で、見守ってきた時間を白地にグレイの線で表現しました。過去、現在、未来と遥かに繰り返される
波動と、変遷を見守る時空間を縞が表します。

"生于北九州市。染织家。日本工艺会正会员。“游生染织工房”主理人。
1974年开始染织，1984年复原并再生了小仓织。
1994年复原小仓缩。1995年设立游生染织工房。获得2005年北九州市
民文化奖、2012年福冈县文化奖创造类奖，及2015年第一届菊池宽实
奖等众多奖项。"

"作为与藤间兰黄老师创作的舞台艺术—《门司春秋》形象共享
的纺织品，小仓织被用于《门司春秋》之中，我对此感到荣幸。
“波”，将关门的风和波涛汹涌的大海之势寄托于蓝色的浓淡之
中。“松”，用茶色和绿色表现沿海或街道上成排松树树干的强劲
以及枝叶的柔韧，而白底灰线则表现了守护至今的时间。条纹表
现了过去、现在、未来，还有遥远的不断重复的波动，和守护变迁
的时空。"

"기타큐슈시 출생. 염직공예가. 일본공예회 정회원. ‘유우염직공방’ 주재. 1974년에 
염직을 시작하여 1984년 전통 직물인 고쿠라오리를 복원 및 재생.
1994년 전통 직물인 고쿠라치지미를 복원. 1995년 유우염직공방 설립. 2005년 
기타큐슈 시민문화상, 2012년 후쿠오카현 문화상·창조 부문, 2015년 제1회 기쿠치 
히로미상 등 다수 수상."

"후지마 란코 선생님의 창작 무대  ‘모지슌주’ 와 이미지를 공유하는 텍스타일로 

고쿠라오리를 채택해 주셔서 영광으로 생각합니다.

‘파도(波)’는 간몬의 바람과 물결치는 드넓은 바다의 기운을 남색 농담으로 

표현했습니다. ‘소나무(松)’ 는 해안가나 길거리에서 볼 수 있는 소나무 가로수 

줄기의 강인함, 가지와 잎에서 느껴지는 부드러움을 갈색과 녹색으로, 묵묵히 

지켜온 시간을 흰색 바탕에 회색 선으로 나타낸 작품입니다. 과거, 현재, 미래로 

아득히 반복되는 파동(波動)과 변천을 지켜보는 시공간을 줄무늬에 담았습니다."

Tsuiki Noriko

築城 則子

遊生染織工房 主宰
游生染织工房 主理人 
유우염직공방 주재

舞台美術素材監修 ／舞台美术素材监修 ／무대 미술 소재 감수
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今後のイベント情報

● 東アジア文化都市北九州2020▶21開催記念 「第76期 本因坊戦 第4局」
 開催時期 2021年6月10日（木）～11日（金）
 会　　場 アートホテル小倉ニュータガワ
 開催内容 囲碁界最高峰のタイトル戦である「本因坊戦」。8年ぶりの本市開催。

● 未来につなぐ東アジア伝統芸能の饗宴
 開催時期 2021年8月29日（日）
 会　　場 北九州芸術劇場 大ホール
 開催内容 日中韓の伝統楽器の演奏や、
  日本舞踊家と市民参加者等による新曲の創作舞踊など、
  伝統芸能に親しめるステージ。

● 小倉城 薪能2021
 開催時期 2021年10月2日（土）
 会　　場 小倉城天守閣前広場
 開催内容 小倉城を背景に、幻想的な雰囲気の中で
  日本古来の伝統芸能である能を披露。

● 日本文化体験ウエルカムプログラム
 開催時期 2021年 秋頃
 会　　場 小倉城、小倉城庭園 等
 開催内容 日本文化を体験できる
  プログラム（茶道や華道など）を実施します。

● 書と文芸
 開催時期 2021年8月27日（金）～9月12日（日）
 会　　場 北九州市立美術館 分館
 開催内容 東アジアに共通する「漢字」をテーマに、
  日中韓の書家等による展覧会。

● 東アジア文学会議
 開催時期 2021年9月20日（月・祝）
 会　　場 北九州国際会議場
 開催内容 日中韓の文学者が集うシンポジウムや
  講演、朗読劇等を開催。

● アートシネマ
 開催時期 2021年10月頃
 会　　場 小倉昭和館、長崎街道木屋瀬宿記念館ほか
 開催内容 本市ゆかりの作家の小説を原作とする映画
  の上映や、作品に関係する作家や監督など
  をゲストに迎えてのトークを実施。

● 第6回 北九州国際漫画大賞
 開催時期 2021年6月～12月（予定）
 開催内容 ジュニア部門から一般部門まで広く作品を募集する
  4コマ漫画の国際コンテスト。

● 2021日中韓新人MANGA選手権
 開催時期 2021年9月（予定）
 開催内容 日中韓の各国から選抜された20名程度の
  新人漫画家による国際的な漫画選手権大会。
  （オンラインでの開催予定）

● 北九州フィルム・コミッション 国際映画祭（仮称）
 開催時期 2021年11月（予定）
 会　　場 市内映画館ほか
 開催内容 北九州フィルム・コミッションの実績を市民と分かち合い、
  世界に向けて映画の街を発信する映画祭。

● 北九州ポップカルチャーフェスティバル2021
 開催時期 2021年11月27日（土）～28日（日）
 会　　場 西日本総合展示場ほか
 開催内容 若者層に人気の高い
  漫画やアニメなど
  「ポップカルチャー」を
  テーマとした
  九州最大級のイベント。

（筝・三絃演奏家）宮本直美 （古筝演奏家）姜小青 （カヤグム演奏家）金オル

日本文化体験ウエルカムプログラム小倉城 薪能2021
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東アジア文化都市北九州実行委員会事務局
（北九州市市民文化スポーツ局東アジア文化都市推進室内）

本日の公演の様子をご自宅でもご覧いただけます

北九州市小倉北区城内1番1号　TEL 093-582-2390

お問い合わせ先

ホームページはこちら

■主催／ 東アジア文化都市北九州実行委員会
 北九州市、文化庁
■後援／ 東京藝術大学

北九州芸術劇場 大ホール2021年 14：00～6月6日日

※モザイクアートの写真は「北九州市 時と風の博物館」に
　一般の方より投稿されたものを使用しています。

交流式典
东亚文化之都北九州2020▶21　交流典礼
동아시아 문화도시 기타큐슈 2020▶21 교류 식전 행사

2021年6月6日（星期日） 14：00～　北九州艺术剧场 大礼堂
2021년6월6일（일） 14：00～　기타큐슈 예술극장 대홀

東アジア文化都市北九州 公式 YouTube
東アジア文化都市北九州 YouTube


