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はじめに

『「日韓交流おまつり」は最初から最後まで日本人と韓国人が一緒になってつくりあげ、
何万人もの人がともに手をつなぎあえる他に例を見ない日韓合同の文化交流行事です。市
民交流・若者交流・地方交流などさまざまな意味を持っています。このような交流を通し
て相互の多様性を理解し、未来志向のより良い絆を生み出す一助になることを期待してい
ます。そしてこの行事がどんな悪天候にあっても常に進むべき方向を照らしてくれる灯台
の光のような、日韓友好の大切なシンボルとして育ってくれることを願っています。』

…………… 2005年から変わらず、ずっと持ち続けている主催者のおもいです。

21世紀の未来志向型の日韓両国の文化交流は、2002年のワールドカップ・サッカー共同
開催「日韓交流国民交流年」をプロローグとして、2005年日韓国交正常化40周年記念「日
韓友情年2005」の宣言とともに、ソウル市鐘路区大学路（ﾃﾊﾝﾉ）で開催された「日韓交流韓友情年2005」の宣言とともに、ソウル市鐘路区大学路（ﾃﾊﾝﾉ）で開催された 日韓交流
おまつり」で幕を開けました。

そして、その流れがとどまることなく2006年と続き、2007年には積極的なソウル市から
の支援により、ソウルの新しい街の象徴とも言える清渓川（ﾁｮﾝｹﾞｼﾞｮﾝ）からソウル市庁舎
前広場において、日本と韓国の人々の交流が行われました。

『日韓交流おまつり2007 in Seoul 』では、日本側22団体(652名)、韓国側40団体(862名）が
ず が参加し、突然の寒波にもかかわらず7万5千人の観客が見守るなか実施されました。NHKの

ゴールデンタイムでこの映像が全国津々浦々に流れたのをはじめ多くのマスコミにも取り
上げられ、日韓の相互理解をさらに深めることが出来ました。

そして、第4回目となる『日韓交流おまつり2008 in Seoul 』を、2008年9月27日(土)～
28日(日)に、ソウル広場および清渓広場において開催することができました。

このおまつりが 日韓両国の経済 文化をはじめとする様々な分野で より良い日韓関このおまつりが、日韓両国の経済、文化をはじめとする様々な分野で、より良い日韓関
係の礎を築き、絆を強固なものとして、未来志向の両国関係の構築発展に繋がることを
願っております。

2008年12月年 月

運営委員会 一同
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本報告書の内容と構成

本報告書は来年度以降の日韓交流おまつりのために、今年度得た知識や経験を記録する
ものである。報告書の構成は「第１部 事務局活動報告」と「第2部 事業報告」からな
るる。
第１部 委員会および事務局活動報告では、2007年12月から始まった準備委員会活動の
議事次第と議事録を収録した。また、実行委員会事務局の1年間を通した活動内容と、韓
国事務局および日本事務局の契約業務内容を報告し、業務で作成したすべての書類も収
録した。

第2部 事業報告は、事業概要、事業費、組織、プログラム、参加団体、広報、会場、
制作物、行事、特別行事、大交流会、観客へのアンケート、新聞記事、おまつり本、収制作物、行事、特別行事、大交 会、 客 、新聞 事、 本、収
支決算報告、監査報告、総評から構成されている。

目 次

はじめに

本報告書の内容と構成

第1部 委員会および事務局活動報告

１．委員会活動（議事次第と議事録）
1 1 委員会活動の流れ1.1  委員会活動の流れ
1.2  準備委員会
1.3  運営委員会
1.4  実行委員会
1.5  支援委員会
1.6  実行・支援合同委員会

２ 事務局活動２．事務局活動
2.1  実行委員会事務局
2.2  韓国側事務局業務内容報告（契約内容に合わせて）
2.3  日本側事務局業務内容報告（契約内容に合わせて）

※すべての議事録・提出書類などを添付
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第2部 事業報告書

１．事業概要
1.1 行事名
1.2  開催会場
1.3  開催日時
1.4  主催
1.5  協力
1.6  主管
1.7  後援
1.8  テーマ
1.9  企画趣旨企画趣旨

２．事業費
2.1  支援金
2.2  総事業費
2.3  支援企業

３ 実施状況３．実施状況
3.1 気象および環境
3.2  出演団体と出演者数
3.3  観客数

４．運営組織
4.1  組織図
4 2 実行委員会構成4.2  実行委員会構成
4.3  支援委員会構成
4.4  運営委員会構成
4.5  事務局構成
4.6  運営委員会実務の流れ
4.7  当日行事運営体制

プ グラム５．プログラム
5.1 ソウル広場会場
5.2  清渓広場会場

６．参加団体
6.1  日本側参加団体
6.2  韓国側参加団体
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７．事前広報
7.1 制作物
7 1 1 ソウル市内バス停広告7.1.1 ソウル市内バス停広告
7.1.2 屋外ＬＥＤ広告
7.1.3 フリーペーパー掲載
7.1.4 ポスター制作
7.1.5 ホームページ制作
7.1.6 リーフレット

7 2 プレス発表7.2 プレス発表
7.2.1 韓国側記者発表
7.2.2 日本側特派員・記者発表

８． 会場設営
8.1 ソウル広場
8.1.1 ソウル広場全体平面図

ジ8.1.2 ソウル広場メインステージ３D立面図
8.1.3 ソウル広場ステージ立面図
8.1.4 ソウル広場ステージ平面図・テント配置計画
8.1.5 ソウル広場設営風景

8.2 清渓広場
8.2.1 清渓広場ステージ立面図清渓広場 面図
8.2.2 清渓広場ステージ平面図
8.2.3 清渓広場配置計画
8.2.4 清渓広場設営風景

９． 制作物
9.1 記者会見入口Xバナー
9 2 公式ガイドブック9.2 公式ガイドブック
9.3 カード型リーフレット
9.4 広報ブース看板（5m×0.45m）
9.5 運営ブース看板（5m×0.45m）
9.6 運営ブース看板（3m×0.45m）
9.7 広報ブース裏面大型バナー（1.8m×50m）
9.8 IDカード
9 9 食券 駐車券9.9 食券、駐車券
9.10 スタンプラリー
9.11   スタッフユニフォーム
9.12 マンジャン（のぼり）
9.13 ソウル広場ステージ主催・後援
9.14 星明祭バルーン他
9.15 特設ステージロゴ表記
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１０．行事
10.1 9月27日プログラム
10 1 1 9月27日清渓広場プログラム10.1.1 9月27日清渓広場プログラム
10.1.2 9月27日ソウル広場プログラム
10.1.3 9月27日清渓広場風景
10.1.4 9月27日ソウル広場風景

10.2 9月28日プログラム
10.2.1 9月28日清渓広場プログラム
10 2 2 9月28日ソウル広場プログラム10.2.2 9月28日ソウル広場プログラム
10.2.3 9月28日清渓広場風景
10.2.4 9月28日ソウル広場風景

１１．特別行事
11.1 開幕公式行事（9月27日 6:30PM）
11.2 開幕祝賀公演（9月27日 7:20PM）
11.3 日韓招聘歌手祝賀公演（9月27日 8:15PM）
11.4 全出演者による星明祭（9月28日 7:10PM）
11.5 フィナーレ（9月28日 7:45PM）
11.6 記憶に残った公演
（１）フィナーレ（よさこいアリランとカンガンスルレ）
（２）秋田市竿燈会・米子がいな万灯振興会～22年間のわだかまりを越えて～
（３）日韓で見た夢（ ）日韓で見た夢
（４）はなこりあ
（５）八戸えんぶり
11.7 「星明祭」報告

１２．大交流会
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１３．観客へのアンケート

１４．新聞記事
14.1 日本における報道一覧表
14.2 韓国における報道一覧表
14.3 おまつり報道振り
14 4 報道内容14.4 報道内容
14.5 報道記事抜粋（和訳）

１５．おまつり本

１６．収支決算報告

１７．監査報告

１８．総評
18.1 企画から実施まで
18.2 当日運営
18.3 将来への展望

おわりに
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第1部第1部

事務局活動報告
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1 1 委員会活動の流れ

1.  委員会活動(議事次第と議事録）

1.1  委員会活動の流れ

＜準備委員会＞

■2007年12月19日 「日韓交流おまつり2008」第１回準備委員会■2007年12月19日 「日韓交流おまつり2008」第１回準備委員会
・準備委員会の組織と役割の明確化
・スケジュール、理念と方針、今後の進め方
・「日韓交流おまつり2008」の重要なスケジュール調整
・日本側事務局の入札準備

年 月 日 第 回準備委員会■2008年1月19日 第２回準備委員会
・日本側事務局の入札検討
・招聘団体の検討
・おまつり本の企画

■2008年2月1日
・日本側事務局入札者プレゼンテーション
・決定会議

■2008年2月16日 第３回準備委員会
・日本側事務局の決定（イベント＆コンベンションハウス）
・実行委員会・運営委員会・事務局の関係検討実行委員会 運営委員会 事務局の関係検討
・韓国側事務局の検討

■2008年3月28日 第４回準備委員会
・おまつりのコンセプト・意義・テーマの審議
・日本側実行委員会を支援委員会に変更
・交流会の企画・交流会の企画
・韓国側事務局入札者プレゼンテーション
・決定会議
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＜実行委員会及び支援委員会＞ ＜運営委員会＞

■2008年4月18日 第１回運営委員会
・準備委員会解散、運営委員会発足
・企画、予算の審議
・日韓事務局合同会議

■2008年5月23日 第２回運営委員会
・基本計画、実務の流れ
全体スケジ ル・全体スケジュール

・演出構成、予算審議

■2008年6月9日 第1回実行委員会
・実施計画案、予算案、
支援金プランの審議
・実行委員および組織

■2008年6月18日 第３回運営委員会■2008年6月18日 第３回運営委員会
・実施計画
・2次予算
・出演団体予定

●2008年7月11日 第1回支援委員会
・設立趣旨説明・委員の紹介
・準備経過、組織、基本計画、実行予算、
支援金プランの報告 支援方法の審議支援金プランの報告、支援方法の審議

■2008年7月23日 第4回運営委員会
・出演団体1次決定
・支援金現況
・政治状況の影響

■2008年8月11日 第２回実行委員会
・活動報告・活動報告
・支援金現況報告と対策審議
・政治情勢と対策審議

■2008年8月19日 第5回運営委員会
・第3次予算
・出演団体最終決定

●2008年8月28日 第2回支援委員会●2008年8月28日 第2回支援委員会
・支援金現況報告
・対策審議
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＜実行委員会及び支援委員会＞ ＜運営委員会＞

■2008年9月2日 臨時運営委員会
・詳細計画
・当日人員配置計画

■2008年9月22日 第6回運営委員会
・最終調整
・当日シナリオの確認

■2008年9月25日 直前運営役員会■2008年9月25日 直前運営役員会
・最終チェック
・当日の運営委員の動き

■●2008年9月27日 合同委員会
・韓国側・日本側事務局の選定報告
・実施計画案・予算案の審議

■ 2008年9月27日（土）、28日（日）開催

■2008年10月6日 第7回運営委員会
・おまつりの反省、意見交換

■2008年11月4日 第8回運営委員会
・報告書作成
・2009年度のおまつりに向けて

＜2009年度に向けての準備開始＞
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1.2  準備委員会

第1回準備委員会議事録 12月19日(水) 14：00～17：00 公報文化院

出席：今西、高橋、谷、矢野、伊豫部、渡辺、イジンスク、後藤

議事次第
・準備委員会の組織と役割
・「日韓交流おまつり2008」の重要なスケジュール
・「日韓交流おまつり2008」の理念と方針の意見交換

準備委員会の組織と役割
・高杉、今西、高橋、矢野、金、夫伯、渡邉、谷川、小林、谷、横田、平井、伊豫部、ｲｼﾞﾝｽｸ、
後藤の１５名で構成
・委員長、副委員長は、運営委員会委員長、副委員長が、幹事は矢野さん、渡邉さん

SJCのおまつりへの関わり方について
・大きな金額を扱う場合、収益事業とみなされる、寄付金の免税処置がとれないとの理由で、SJ
C内に組織を位置づけるのは難しいC内に組織を位置づけるのは難しい。
・おまつり本体の組織がはっきりしない中、SJC内におまつりに関する組織があれば、責任を負
うことになりかねない。
上記の理由で、SJCの組織図内にはおまつりに関する組織を設けないが、2007年同様に積極的に
協力をしていく

文化院(大使館)のおまつりへの関わり方について
・文化院、大使館としてもおまつりを重視している。2007年と同様に2008年も全面的に協力し
ていく。ていく。
・重家大使もおまつりを重視している。

JNTOのお祭りへの関わり方について
・VJCで関与していく
・文化交流の活性化事業の一つに日韓交流おまつりが入っている（日韓観光振興協議会）

日韓文化交流会議事務局のおまつりへの関わり方について
・公演団体の手配のサポートはできる
活動母体に関して
はっきりしたものはない、ゆるやかな共同体
活動費に関して
当面100～200万W程度で十分だ。

「日韓交流おまつり2008」の重要なスケジュール
・日本側事務局を早く選び出さなければ･･･
案内文作成（12/21まで）：入札応募を促す内容→委員長、副委員長のチェック→JNTO谷所長
へ→12/26関係各所に告知→1/10参加希望〆切17：00まで→1/11入札に関する書類発送→1/25プ
レゼン〆切17：00まで→1/30結果発表
・韓国側事務局選定の時期
入札説明会は、旧正月の後頃に予定、入札は３月初旬に行う。

助成金関係
日韓文化交流基金2/1〆切←従って、年内に候補を挙げる
準備委員から呼びたい団体を推薦してもらう（12/21まで）
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第２回準備委員会議事録 1月19日(土) 14：00～17：00 公報文化院
出席：今西、高橋、高杉、横田、谷、伊豫部、平井、矢野、谷川、イジンスク、後藤

議事次第
・日本側事務局の入札準備状況報告
おま り文化を考えるT 報告・おまつり文化を考えるTeam報告
・運営改善Team報告
・各機関・各団体からの報告
・企画案と企画Teamの設置
・その他

日本側事務局の入札準備状況報告
・KNT、日本旅行、JTBから応札
１月２５日運営計画案提出〆切だが 基本計画案が未完成なため 〆切を１週間遅らせ１月３１・１月２５日運営計画案提出〆切だが、基本計画案が未完成なため、〆切を１週間遅らせ１月３１
日とする。
不公平感をなくすため、企画案（基本計画案）を３社に参考資料として渡す。
・韓国側事務局の入札に関しては、２月中に基本計画案を完成させ、指名競争入札する。３月中に
入札し、４月から活動できるようにする。

おまつり文化を考えるTeam報告
・外務省よりおまつり本の企画の了承を得る→執筆依頼がしやすくなる。
・本は硬い論文調ではなく一般向けでありながら少し専門的なラインでまとめ 今までにないもの・本は硬い論文調ではなく一般向けでありながら少し専門的なラインでまとめ、今までにないもの
を創る。
・内容に関する意見・提案がある場合は、それに関する資料を添えて平井さんへ提出する（平井さ
んが吟味し、本に加えるなりの判断をする）。

運営改善Team報告
・旧正月前に案をまとめ、次回準備委員会で報告、３月末までには完成させる。

各機関・各団体からの報告(JNTO谷所長）各機関・各団体からの報告(JNTO谷所長）
・JNTOのメーリングリストでおまつりの広報をしている。
・２月初に日本で講演する機会があるので、おまつりの話をする←企画案、結果報告書等必要な書
類を準備しお渡しする。

クレア（横田所長）
・２月１日にクレア職員の集まりがあるので、そこでPRをする。
国土交通省(谷川さん)
・今年は日韓観光交流年で様々なイベントが予定されている。日韓交流おまつりを交流年の１事業今年は日韓観光交流年で様々なイベントが予定されている。日韓交流おまつりを交流年の１事業
として支援していきたい。
韓日文化交流会議（ｲｼﾞﾝｽｸ）
・ワールドカップ公園で９月初旬伝統芸能祝祭が開かれるが、おまつりと連携し日本の団体を招聘
するのはどうかという意見が出ている←いろいろ検討し、慎重に考える必要がある。
文化院（矢野さん）
・９/27・28はソウル市主催のウォーキング大会が開かれる予定で、市は両者がうまく調整し一緒に
使うことを期待している。
・ソウル産業通商振興院より、ソウル市は日韓交流おまつりを行政的に支援するが、財政的に支援ソウル産業通商振興院より、ソウル市は日韓交流おま りを行政的に支援するが、財政的に支援
を行うかは未定。
・姉妹都市青年交流事業、韓国との直行便を有する自治体を対象に高校生の招聘・派遣を支援。

企画案と企画Teamの設置
・４～５名程度で１～２週間に１度の頻度で会議を開く。
・メンバーは今西委員長、高橋副委員長プラス数名。

日韓文化交流基金の申請に関して
・コンセプトはさておき、必ず来てくれる団体に声かけをする。
・青少年交流事業で申請できない団体を申請する。
・秋田竿灯、はなこりあ、日韓コラボ、山形花笠、スポーツバトン、高円寺阿波踊り、四天王寺
ワッソ、おはら祭り、日光わらく踊りに声をかける。
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第3回準備委員会議事録 2月16日(土) 14：00～17：00 公報文化院
出席：今西、高橋、高杉、김조웅、谷、伊豫部、平井、矢野、谷川、이진숙、임재규、정, 斉藤、後藤

議事次第
・日本側事務局の入札の報告
おま り文化を考えるT 報告・おまつり文化を考えるTeam報告
・運営改善Team報告
・事業報告書に関して
・各機関・各団体からの報告
・企画案と企画Teamの設置
・韓国側事務局の入札に関して
・運営組織について

日本側事務局の入札の報告日本側事務局の入札の報告
・ｲﾍﾞﾝﾄ&ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾊｳｽ、日本旅行、JTBから応札
・日本旅行：ソフト力はあるが、運営をスムーズに行えるか疑問･･･落選
・ﾛｯﾃJTB：日韓の合弁企業なので期待感あり、運営に関しては未知数･･･特定寄付金の取り扱いが不可
←要求を満たせないため辞退された
・ｲﾍﾞﾝﾄ&ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾊｳｽ：信頼感があるが特色がない←課題への返答に熱意が感じられる

日本側事務局はイベント＆コンベンションハウスに決定
・ロッテとの関係を配慮し 高橋院長よりフォロー・ロッテとの関係を配慮し、高橋院長よりフォロー
・ﾛｯﾃJTBより来年以降も視野にいれ、SJCの会員として協力していくとの事
・ﾛｯﾃJTBの方にもメンバーに入ってもらい、来年以降へ向けての勉強をしてもらうのはどうか

おまつり文化を考えるTeam報告
・執筆者関係･･･ユンナ以外には連絡済み
・本に関しては大体目処がついた
・コンセプトを考え始める段階に入ったが、夫伯教授が多忙のため進んでいないのが現状
↑夫伯教授の代役は現状平井さんしかいないので 平井さんにチーム長としてまとめてもらう↑夫伯教授の代役は現状平井さんしかいないので、平井さんにチ ム長としてまとめてもらう
↑週明け高橋院長より夫伯教授へ話をし、調整する

運営改善Team報告
・XCLUにヒアリングをしたら完成、３月末には完成版を配れる
・総合報告書+運営改善チームの報告書を資料として、運営に関する勉強会をすべきだ
・３月末までに資料をまとめ、日韓事務局が決定後、勉強会を開催する
事業報告書に関して
お礼状を実行委員長の名前で至急発送するお礼状を実行委員長の名前で至急発送する
KAL・ANAからのインカインド支援についての記載がされていないので、シールで修正
報告書が必要な場合、理由と部数を申請→後藤
各機関・各団体からの報告
韓日文化交流会議（ｲｼﾞﾝｽｸ）
・おまつりの本の原稿がほぼ完成した
・池明観先生が平山郁夫委員長との対談に積極的
・韓国側の出演団体の推薦←コンセプトが決まってないので進行していない

企画案と企画Teamの設置
・9/27はA案（室内）、B案（屋外）の２案。9/28はソウル広場全体を使う参加型
・A案に関して：室内で行うことでｽﾃｰｼﾞ製作費用の削減を図れ、以前から出ていたおまつりの雰囲気
を出すための屋台も実現可能ではないか（ｿｳﾙ広場では不可能なため）。また、今までﾚｾﾌﾟｼｮﾝに参加
出来なかった出演団体の方が全員で参加でき、おまつりの雰囲気を味わえる
・B案に関して：夕方の公演後にレセプションを行うことで、来賓・VIPへのフォローもできる
・9/28のパレードはｿｳﾙ広場内で行う
・ｿｳﾙ広場は人が自然と集まる場所ではないので、清渓川広場で何かパフォーマンスを行いつつ、そこ
でｿｳﾙ広場へ誘導する案内のビラを配布し、ｿｳﾙ広場への人の流れを作る
・ビラにクーポンをつけ、来場者にプレゼントを配る
・日本の伝統を見せるということに限界がきている。見せるのではなく、一緒に作るという楽しみが
必要ではないか
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↑韓国の人は秋田竿灯を楽しみにしている人が多い←鳥取の万灯は製作も容易なので、参加者に作っ
てもらい、おまつりで披露するのはどうか
・万灯作りは大学生中心になる←早い段階で準備にとりかかれば可能ではないか
↑韓国人に何かをボランティアでやっていくという考え方は日本人のもっているそれとはずれがあり、
参加する人は限られるだろうが、やってみる価値はある
・鳥取県に声をかけ、米子に積極的に出向いて勉強していくのはどうか（伊豫部さん・ｲさん・矢野
さんで進める）
↑秋田竿灯の方へも技術指導の要請をする
・9/27に２案に関しては、伊豫部さんと高橋院長で意見調整をし、３月末には結論を
・場所の仮押さえをしておく（ロッテホテル・清渓川広場）

韓国側事務局の入札に関して
・ドセンコム・ハンコム・第一企画・KJ企画･･･来週中に案内を出す会社を決め2/22に案内
・必ずしも会社の規模が大きくなくてもよいのではないか
・日本語のできるスタッフが多いところがよいのでは（５人程度は必要）

運営組織について
・現状、頭となる実行委員会が日本側・韓国側の二つある
↑この体制を、日本側実行委員会を支援委員会という組織にし、実行委員会（韓国側）と運営委員会
をｻﾎﾟｰﾄしていく体制に変える（外務省より日本側実行委員会へ説明し理解が得られれば変更する）

第4回準備委員会議事録 3月28日(土) 17：00～ SJC大会議室
出席：今西、小林、김조웅、平井、矢野、谷川、後藤

議事次第
・運営改善Team報告
・おまつり文化を考えるTeam報告
・企画書案に関して
・鳥取出張の件

運営改善Team報告
・XCLUのヒアリングをせずに運営改善チームの報告書に事業報告書をプラスすることで総合報告書
とする
おまつり文化を考えるTeam報告
・コンセプト・意義・テーマを審議
意義意義
「日韓交流おまつり」は、最初から最後まで日本人と韓国人がともにつくりあげ、何万人もの人々
が手をつなぎあえる、他に例を見ない日韓合同の文化交流行事です。市民交流・若者交流・地方交流
など、さまざまな意味を持っています。このような交流を通じて相互の多様性を理解し、未来志向の
より良い絆を生み出す一助になる事を期待しています。
そして「日韓交流おまつり」が、どんな悪天候にあっても常に進むべき方向を教えてくれる灯台の
光のような、日韓友好の大切なシンボルとして育ってくれることを願っています。
テーマ
いろいろな韓国 いろいろな日本いろいろな韓国、いろいろな日本
・本･･･原稿がまだそろっていない。日本語版は６月末までに、韓国語版は７月中旬には出版したい
←各出版社に見積をもらう
・出版社に発行予算の１/２を負担してもらうように、話をする
企画書案に関して
・意義を上記の通り修正
・組織を日本側実行委員会ではなく、支援委員会に変更
・昨年までの開幕のレセプションではなく、最終日に打ち上げ的な交流会を行う
・２日目は広場の中心をメインにし参加型の公演を行う・２日目は広場の中心をメインにし参加型の公演を行う
鳥取出張の件
・万灯の製作過程の映像を入手する
・4/7・8の予定←スケジュールを有効に使えるように調整（4/6から鳥取入りできるよう調整）
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2008年4月18日
日韓交流おまつり2008 in Seoul 第5回準備委員会 及び第１回運営委員会 議事次第

日時：2008年4月18日（金）16時から18時まで
場所：SJC大会議室

議題：
第5回準備委員会
第4回準備委員会議事録の確認（後藤）
韓国側事務局の選定報告（矢野）
鳥取出張報告（伊豫部、矢野、李鎮夙）
2008準備委員会総括（今西）
運営委員の推薦（各委員）
準備委員会解散及び運営委員会発足（今西）準備委員会解散及び運営委員会発足（今西）

第1回運営委員会
運営委員の自己紹介（各自）
事務局自己紹介（日本側・韓国側）
今後の予定（今西）
準備委員会企画案と予算規模（今西）
日本側運営事務局業務報告（松尾）
各機関・各団体からの報告（各委員）各機関 各団体からの報告（各委員）
支援委員会および実行委員会の開催計画（高橋）
支援金活動予定（高橋・渡邉）
その他

第5回準備委員会及び第1回運営委員会議事録 4月18日（金）16:00～18:00ＳＪＣ大会議室

出席：今西、高橋、高杉、小林、谷、渡邉、平井、矢野、谷川、윤태원, 고민열, 전진용, 임재규, 
松尾、허전,박광행,이진숙, 斎藤、김진경,박가영, 後藤松尾、허전, 박광행, 이진숙, 斎藤、김진경, 박가영, 後藤

議事次第
・韓国事務局選定の報告
・鳥取出張の報告
・準備委員会の総括

韓国事務局選定の報告
・準備委員の2次審査で、1位ＡＭＡＸ、2位ＸＣＬＵという結果が出た
・運営委員会とＡＭＡＸで仮契約を交わし、正式契約は実行委員会と交わす
・契約金額と内容に関しては、今後の話し合いで決定する

鳥取出張の報告
・日本では、万灯1つの制作費が1万円程度かかる←韓国で安く仕上げる工夫が必要だ
・材料の竹の油抜きが非常に難しいので日本で油抜きしたものを送ってもらう
・材料が揃えば1日で組み立て可能（体育館のような場所で）
・がいな万灯はろうそくを使用している←電球を使う工夫が必要だ
・子供用の万灯は1週間程度練習すればできるが、大人用は難しいので人を招聘する必要がある
・米子がいな万灯には高校生のチームがない←経験者の高校生を集めることは可能←米子工業高
校に声をかける
・鳥取は강원도と姉妹都市なので、韓国からは강원도の高校生もしくはソウルから高校生or大学
生を派遣←今後調整が必要
・秋田への対応をどうするか、矢野・谷川両者で話し合って案を委員長・副委員長に提出
準備委員会の総括
準備委員会 は 企 案 作成をした 運営委員会 引き継ぐ・準備委員会では、企画案の作成をした→運営委員会へ引き継ぐ
・実務改善teamで昨年の問題点及び対策を洗い出しまとめた
・おまつり文化を考えるteamでコンセプトの確立、本の出版の準備をした
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1.3  運営委員会

第1回運営委員会

運営委員会役員選出運営委員会役員選出
委員長：今西 副委員長：高橋 幹事：渡邉・矢野・이진숙・後藤

今後の予定

・韓国側出演団体の案を韓国側事務局でまとめ幹事へ提出
・役員と各事務局で話し合って実行予算書案を作成
・組織表案を1週間以内に作成する
プログラム作成のチ ムも早急に立ち上げるべき（万灯担当も必要 学生委員会も参加）・プログラム作成のチームも早急に立ち上げるべき（万灯担当も必要・学生委員会も参加）
・各小委員会（チーム）のメンバーは下記チーム長が推薦する
予算 今西
プログラム 谷川
自治体展示体験ブース 谷
広報 윤
準備委員会企画案

9/27ステージ 28参加型公演・展示・交流会を行う9/27ステージ、28参加型公演・展示・交流会を行う
9/27・28両日、清渓川及びロッテデパートにてストリート公演を行い集客
9/27ソウル広場にて試飲試食会、ユンナライブ
9/28フィナーレでソウル万灯20基立ち上げる→出演者・参加者・ボランティアを含む交流会

予算案
大きなステージを作らない予定なので、昨年の2割減の8億5千万Ｗ程度になる

日本側事務局の活動報告日本側事務局の活動報告
・アシアナ航空・韓国観光公社へ支援依頼を行った
・各申請書類の準備
支援委員会・実行委員会開催計画
支援委員会に関して正式に承認はもらっていないが、昨年の委員に継続してもらうよう要請する
両委員会開催日に関して、まだ調整中 支援委員会→実行委員会の順で開催予定

協賛金プラン
・現物支給もプランに反映する現物支給もプランに反映する
・矢野・渡邉・ＡＭＡＸで協賛金プランを協議

各団体からの報告

ＪＦ 申請していたおまつり本への予算が下りた。最大1000万Ｗ受け取れる。
おまつりＨＰ 管理している業者を買え、ＨＰ自体を実務的なスタイルに変える
学生委員会 昨年のメンバーを集めるのは難しいので、昨年同様にメンバーを厳選すべき
↑大学でのボランティア評価について←グローバルセンター임さんに調べてもらう↑大学 評価 임 調
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2008年5月23日
日韓交流おまつり2008 in Seoul 第２回運営委員会 議事次第

日時：5月23日（金）16時から18時まで
場所：SJC大会議室

議題：
第１回議事録の確認
運営委員会組織と役割（今西）
全体スケジュール（ＡＭＡＸ）
プログラム案（出演団体など）（谷川）
展示ブース案（谷）
基本実行計画案（ＡＭＡＸ）
支援金協力案（矢野・ＡＭＡＸ）支援金協力案（矢野・ＡＭＡＸ）
実行予算案（今西・後藤）
報告関係
・支援金活動報告（矢野・渡邉）
・おまつり本中間報告（平井）
・日本側事務局報告（松尾）
・大使館関係情報（高橋）
・ＳＪＣ関係情報（渡邉）
・提燈文化情報（イ・ジンスク）・提燈文化情報（イ・ジンスク）

その他

第2回運営委員会議事録 5月23日(金) 16：00～18:00 SJC大会議室

出席：今西 高橋 高杉 小林 谷 김조웅 伊豫部 김순희 横田 渡邉 平井 矢野 谷川出席：今西、高橋、高杉、小林、谷、김조웅, 伊豫部、김순희, 横田、渡邉、平井、矢野、谷川, 
윤태원, 고민열, 전진용, 松尾、허전, 박광행, 황병국, 석웅지, 형강희, 이진숙, 김진경, 황미정, 後藤

議事次第
・実務の流れ
・全体スケジュール
・演出・構成に関して
・PR展示案
・各報告各報告

実務の流れ
・JFにもボランティアがいるが、その情報は学生teamとﾎﾞﾗﾝﾃｨｱteamのどちらに流すのか
↑両teamとも活動が始まってないので、後日連絡する
・おまつりがもっと具体化してきたら、teamの再編成もある
全体スケジュール
・実行計画書６月末まで、シナリオ･台本７～８月まで、演出･システム８月末まで、出演交渉７
月まで、運営マニュアル７月～、製作物７月～
・出演団体への案内･･･すでに出演が決まっている団体へ案内を送り連絡を開始
↑出演が決定している団体から問い合わせが殺到している
・出演が決定している団体の内容をみてAMAXで韓国側出演団体をアレンジ、６月に案を提出
演出・構成に関して
AMAX演出案
・（要約）日別のコンセプトの差別化、コンセプト別の空間構成
↑準備委員会の案とAMAXの案の差が大きい
↑演出･構成teamの中心メンバー（伊豫部、谷川、전、斉藤、矢野）で、シナリオを早急に作成
（準備委員会案をたたき台に）
・大事なポイント、コンセプト、思い出に残るイメージが今までなかった。たくさん見せるとい
うのは重要ではない
・テーマカラー・コンセプトカラーが必要ではないか

19



PR展示案
・１ブース20万円（200万W）、昨年より広い･床上げ・電気設備・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ１名プラスのため値
段アップ
・ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ・抽選会を盛り込んで参加者を増やす工夫
・ECHより日本の自治体へ ｸﾚｱ横田さんを通じて在韓日本自治体へ 谷team長より韓国の自治体へ・ECHより日本の自治体へ、ｸﾚｱ横田さんを通じて在韓日本自治体へ、谷team長より韓国の自治体へ
アプローチする
・自治体だけでなく、協賛企業もPRブース出展可能
・先着順で締め切る

各報告
《おまつり本》
出版者決定 河出書房(日本）、시사일본어사（韓国）

《支援金に関して》
・去年同様、支援金に伴う広報基準を設ける。300万円以上の支援企業へPRブースを提供
・昨年支援してもらった韓国企業８社をまわった←昨年同様程度の期待がもてる
・SJCは６月の理事会で説明予定

《広報・報道team》
・韓灯を使ったPRは効果的だ←記事にとりあげやすい
メディアの活用メディアの活用
・昨年のようなTVのスポット広告は効果があまりない←後援であるMBCの人気番組”무한도전”
でとりあげてもらえれば効果的だ
・ラジオの交通情報を通して前もって情報を流せば、広報効果も得られる
・韓灯というアイコンを使えば、雑誌や新聞（日刊・週末版など）専門誌等記事を出しやすい
・インターネットの検索エンジンを活用、ポータルサイトに露出させる
・카페を作って、情報の交換や共有、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集等を行うのはどうか
製作物
・ポスターは韓灯を前面に出す（コンセプト・イメージが明確に伝わりやすい）ポ タ は韓灯を前面に出す（ ン プト イメ ジが明確に伝わりやす ）

《大使館関係》
・日韓首脳会談でおまつりの事が話題に上がった
・広場の使用に関して、大使からもお願いしてもらい、使用に関してはほぼ問題ない
・東亜製薬･･･ポカリスウェットの現物支給できる、踊りでの参加も検討する
・韓国外国語大学で講演予定（高橋院長）なので、その際おまつりをアピールする

《日本側事務局》
・支援金趣意書の作成
・出演団体への案内をすぐに始める

《提灯team》
・製作費４～５万W、電球を使用（乾電池２つ）、折りたたまないデザイン
・参加者対象にワークショップ・講習会を開催
・飾ったり、持ち歩きのできるスタイルの提灯を作成
↑韓灯を何日か前から提灯を広場周辺に飾りつけるのはどうか（宣伝効果もあり）

《ソウル市》
・おまつりに関する報告をソウル市長にした。市長よりできるだけ協力するようにという指示が
あった。広場の使用に関しても心配ないであろう。
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日韓交流おまつり2008 in Seoul 第３回運営委員会 議事次第
日時：6月18日（水）16時から18時まで場所：SJC大会議室

議題：
第２回議事録の確認 ：後藤千絵
幹事会報告（各幹事）
■韓国側・日本側事務局担当 ：渡辺泰一、後藤千絵
■実行委員会・運営委員会会議担当 ：後藤千絵
第1回実行委員会報告
■予算管理担当 ：後藤千絵
■対外交渉担当 ：矢野進一、イ・ジンスク
■支援金担当／韓国企業 ：矢野進一
■支援金担当／SJC企業 ：渡辺泰一
各Team活動報告（Team長）
■演出・構成Team ：谷川仁彦
■予算Team ：今西肇
■広報・報道Team ：ユン・テウォン
■おまつり文化論Team ：平井敏晴
■展示ブースTeam         ：谷博子
■星Team ：イ・ジンスク
■ボランティアTeam   ：
■学生T■学生Team ：
各事務局報告
■韓国側事務局 ：ＡＭＡＸ
■日本側事務局 ：ＥＣＨ
その他の情報
■大使館情報 ：高橋妙子
■ＳＪＣ情報 ：渡辺泰一
■その他の情報

第3回運営委員会議事録 6月18日(水) 16：00～18：45 SJC大会議室
出席：今西、高橋、高杉、小林、谷、김조웅, 伊豫部、平井、矢野、谷川、고민열, 전진용, 松尾、
허전, 박광행, 석웅지, 임재규, 이진숙, 김진경, 後藤、里井、홍

議事次第
・幹事会報告
・各team活動報告
・各事務局活動報告・各事務局活動報告
・その他

幹事会報告関係
支援金関連
・韓国企業：ほぼ前年並みの反応。現物支給や踊り等にも関心を示している企業あり。
・SJC企業：30社より寄付をするという意思表示あり。申請書類を送付

各team活動報告各team活動報告
演出・構成team
（プログラム）
・（星の）明かりが日韓両国の進む道のイメージとする
・清渓広場を使う
↑多くの出演者の演技の場として使用（メインの公演がソウル広場で行われている時は使わない)
・27日(土)は青少年中心の舞台でユンナでしめ、28(日)は1･2･3･4部構成で、4部はコラボの演目、
最後に交流会を行う
・星teamとの関わりもあるので、情報交換をしながら進める星teamとの関わりもあるので、情報交換をしながら進める
（出演団体）
・参加が決まっている日本の出演団体へは案内を行った
・韓国側、自費参加の団体へ案内を出し7/21に〆切る（自費参加原則）
↑案内は、谷川team長の最終チェックの後発送
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・案内は問い合わせのあった団体へ、またHPにても
・秋田竿灯は上記の枠外で検討中
・どうしてもおまつりに招聘したい団体に関しては、支援を検討する
↑演出・構成teamと予算teamで話し合い決める
予算team予算team
・総事業費10億7907W（税込）←昨年実績を基に作成、日韓出資比率を5：5にしている
・来年の準備金として5000万W
・支援金の状況等を見ながら、毎月予算書は見直す
広報team
・HPを７月初旬に立ち上げる（基本スタイルをteamで作成→業者に２案作らせる→teamで検討
・広報アイテムに関して、クーポンやアンケートと引き換えに記念品を渡す
↑アンケートは今後のデータベースにもなる
・冊子を配るより、９月なので暑さ対策の帽子（紙製の簡単なもの）等実用的なものを配る冊子を配るより、 月なので暑さ対策の帽子（紙製の簡単なもの）等実用的なものを配る
・テレビの活用、MBCの人気番組‘‘무한도전’’に秋田竿灯を挑戦してもらう提案を国際協力チームを
通して進める
・展示ブースteamのスタンプラリーとどう連携するか、集客力につながる商品（航空券等）を
使って、広報物を通してアピールする方法等、展示ブースteamと話し合う
おまつり文化論team、星team
・提灯は韓国では仏教色が強いため星（丸っこい形のもの）にシンボルを変更
↑星は宗教色もなく、不滅的な意味もあるため
・星に関するストーリーがあったほうがよい
↑昔ソウルで銀河が見えた。それを取り戻そう！のような→星teamでコンセプトを考える
・星を作る材料（使用後のゴミ）は、環境を配慮している所をアピールべきだ
展示ブースteam
・３０ヶ所に案内、沖縄、静岡、青森は参加可能性あり、TDLや山形もよい反応
・韓国自治体の集まりにもコンタクト、積極的に協力するとのこと
・HPを活用して、案内をどんどんしていきたいので早く立ち上げてほしい
・TDLへ、支援金の案内もしてみるべきだ
・ブースの締め切りをひとまず7/20にする
・여수の博覧会へもコンタクトをとる

各事務局活動報告
韓国側事務局
・ボランティア募集の資料を、各大学の日本語学科の教授宛に送った。あわせて学生向けにも配布
を始める（大学内にミニポスターを貼る等）
↑ソウル市日本語クラブがボランティアで協力できるとのこと
日本側事務局
秋田 米子に話をし 参加の方向で進んでいる 現在細かい部分の調整中・秋田、米子に話をし、参加の方向で進んでいる。現在細かい部分の調整中
・出演の決まっている団体に案内を発送、現在２１団体が出演予定

その他
《大使館関係》
・韓国企業の中で、現物支給や踊りに関心を示す所があった。丁寧に対応し行動に移してもらう努
力をすべきだ←踊り方のDVDを送る、講師を派遣する等を行いもれのないようにケアすべき
《SJC》
理事会でのお願いに続き SJC各委員会で引き続き支援金のお願いをする予定・理事会でのお願いに続き、SJC各委員会で引き続き支援金のお願いをする予定
《支援委員会に関して》
・7/10前後で行う予定。メンバーは昨年のメンバー＋αの予定

《旅行商品開発に関して》
・日本の旅行会社に商品を売ってもらうため、国土交通省より旅行業協会（JATA）へアピール
・韓国に来て踊ってもらう、出演団体の応援等をしてもらえるようなツアーの開発
《JF》
・本の原稿ができ次第 送ってください・本の原稿ができ次第、送ってください
・国際協力基金に個別申請している３団体、非常に厳しい状況
《ソウルグローバルセンター》
・グローバルセンターでボランティア認定証の発行が可能
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2008年7月23日
日韓交流おまつり2008 in Seoul 第４回運営委員会 議事次第

日時：7月23日（水）16時から18時まで
場所：国際交流基金講義室

議題：
（敬称略）

第３回議事録の確認（議事録） ：後藤・洪・里井
幹事会報告（各幹事）
■委員会会議担当（第1回支援委員会報告） ：ECH松尾（後藤・洪・里井）
■予算管理担当（2008年の収支状況） ：後藤・洪・里井
■対外交渉担当（ソウル市、韓国政府など） ：矢野進一、イ・ジンスク
■支援金担当／韓国企業 （現状と予想） ：矢野進一（高橋妙子）■支援金担当／韓国企業 （現状と予想） ：矢野進 （高橋妙子）
■支援金担当／日本国内・SJC企業（現状と予想） ：渡辺泰一（高杉暢也）
各Team活動報告（Team長）
■演出・構成Team（出演団体とプログラム） ：谷川仁彦・ＡＭＡＸ
■予算Team（第2次実行予算） ：今西肇
■広報・報道Team（広報・報道予定） ：ユン・テウォン
■おまつり文化論Team（目次・発刊日など） ：平井敏晴
■展示ブースTeam （申し込み現況と今後の予想） ：谷博子
■星Team（星型グッズ・シンボルイメージ） ：イ・ジンスク■星Team（星型グッズ シンボルイメ ジ） ：イ ジンスク
各事務局報告
■韓国側事務局 ：ＡＭＡＸ
業務推進状況の確認
会場使用許可準備（現況確認）
基本実施マニュアル（現況確認）
広報実施計画書（製作物確認）
製作物デザイン（現況確認）
ホームページ運営状況（報告）ホ ム ジ運営状況（報告）
日韓出演参加申し込み（報告）
日韓演目別演出協議（現況確認）
星祭演出プラン（竿燈、万灯を含む現況確認）
協賛社資料受付（現況確認）
Official Directory原稿製作（現況確認）
ボランティア募集状況（現況確認）
通訳ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ・ﾌﾞｰｽｱﾙﾊﾞｲﾄ募集（現況確認）
■日本側事務局（日本側経過報告） ：ＥＣＨ
その他の情報
■大使館情報 ：高橋妙子
■ＳＪＣ情報 ：渡辺泰一
■その他の情報
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第4回運営委員会議事録 7月23日(水) 16：00～18：55 ソウルセンター講義室１
出席：今西、高橋、高杉、山崎、谷、김조웅、谷(クレア)、渡邉、平井、矢野、谷川、고민열、전
진용、윤태원、松尾、허전、박광행、황병국、석웅지、김현정、임재규、 이진숙、 김진경、 황미정、
後藤、里井、홍

議事次第
・幹事会報告
・各team活動報告
・各事務局活動報告
・その他

幹事会報告関係
委員会会議関連委員会会議関連
・第一回支援委員が日本で開催された（実行委員会から支援委員会に名称変更）
↑去年に比べて最初から理解を示してもらえ、認証してもらうことができた
対外交渉関連
・竹島問題により姉妹都市に難色を示すところが多数
・日本側の自治体からは申請は来ているが受け入れるかどうか不透明
支援金関連
・韓国企業：意思表示をしているところは昨年と同じくらい。実際の入金は現在1億ウォン程度
・SJC企業：3件追加連絡 現在併せて８０００万ウォン程度

各team活動報告
演出・構成team
〈出演団体の金銭面〉
・共同で利用するものは主催者側が準備し、各自のみで必要なものは各自で準備する
・但し、委員会の段階で必要だと判断した出演団体に関しては予算の範囲内で支援する
予算team
・総事業費7億5453万ウォン（税込み）←助成金を利用した参加費を省いた金額
・収支バランス 9,658万ウォン（1千万円程度）の赤字 収入が不足している
・人件費は切らずに不必要なものを１０％削減する→ＡＭＡＸさんと交渉、検討する
広報team
・ＨＰが見られない
・これからは、全ての広報はＡＭＡＸさんに任せる
・広報チームはＡＭＡＸさんをサポートする形とする
・‘’무한도전‘’に広報をしてもらえるよう話をしたが、制作側から却下された

おまつり文化論team
・おまつり本が発刊（韓国9月5日、日本9月10日）
・去年と今年、委員会に参加された方は全て本の後ろに名前が載る
↑売上金は全て出版社に？→以後検討
展示ブースteam
・５団体6ブースの申し込みがあった。
・申し込みの見込みがある団体は５団体
星t星team
・星が出来上がったが、星ひとつ3万ウォン程度のコストがかかる。300個ほど必要ではないか
・小さい星は紙にして現場で子供たちに作ってもらう形にする
・ただ、大きい星は紙にできないので環境にやさしいとアピールするのは難しいのではないか
ＪＦ
・出演予定団体の中でＪＦ申請中の2団体について本部から不許可通知
↑一過性のもので実際の市民同士の交流ではないと判断
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各事務局活動報告

韓国側事務局
・清渓広場の使用申請書は受理されている。ソウル広場は来週28日に申請書を提出する
・基本実施マニュアルは次回の運営委員会までに提出予定・基本実施マニュアルは次回の運営委員会までに提出予定
・エンブレムとポスターの試案完成
↑エンブレムの星は人と人が手をつないで輪になっているイメージ、色は世界をイメージ
↑3年間続けてきたエンブレムを変える必要はないのでは？
↑きれいなのでポスターにちりばめ、定着してきたらエンブレムとして使うのはどうか。
→今年は星はエンブレムとしては見送り、去年のエンブレムを2008として使う。
・臨時ホームページURL:http://www.omatsuri.kr/ 正式オープンは8月18日の予定
・韓国側出演参加申し込みを募ったところ、２０団体中４団体から申し込み依頼
・ボランティア募集の広報を出したところ 大学生を中心に118名の参加申し込みありボランティア募集の広報を出したところ、大学生を中心に118名の参加申し込みあり
↑7月中には約170名の参加申請が集まる見込み（お祭りには160名必要）
↑8月5日に第一回ボランティア教育を予定
〈演出、構成の基本展開案及び参加演目リストについて〉（別紙参照）
・フィナーレにカンガンスルレを入れたほうがいいのでは？
↑誰でも簡単に踊れ、盛り上がる。去年の反応もよかった。
↑しかし長く、これだけでフィナーレになってしまう印象がある。コンテンツが重すぎる。
→演出･構成チームで再度検討
・BATI-HOLICをいれるかどうか。→演出･構成チームで検討BATI HOLICをいれるかどうか。 演出 構成チ ムで検討
・韓国のお祭りが少ないのでは？（韓国の団体は15～6団体、日本は22団体）
↑出演側の交渉条件が一致しない状況である。

日本側事務局
・何があっても実行するという姿勢を示した

その他
《大使館関係》《大使館関係》
・大使館前で連日デモが続いている。9月末も厳しい状況は続くのではないか
・企業からはいつ日本でお祭りができるのかとの声も上がっている
・いつまでも企業に頼るのは限界があるのではないか
↑個人からの寄付金を集められないか（小口の入金を募る）
↑韓国にそのような文化がないので効果がないのではないか
→雛形を作り、次回運営委員会から動けるようにこれに関して人選をする

《旅行商品開発に関して》
・日本からの観光客誘致をどうするかという問題について、旅行業協会（JATA）から日本の旅行
会社に告知してもらったが商品化は厳しいだろうとの回答
・今年は旅行会社協力を得るのは厳しい状況だが将来の課題として検討する
・当日の韓国旅行者に対してのアピール→ソウルのホテル、旅行社への協力を要請する

《文化交流会議》
・文化体育観光部と東京でお祭りを開催させる話を進めている
↑こちらと競合する形にならなければぜひ進めていただきたい

ぜ↑東京でも実現させるために、ぜひこちらのお祭りを成功させましょう
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2008年8月19日
日韓交流おまつり2008 in Seoul 第５回運営委員会 議事次第

日時：8月19日（火）16時から18時まで
場所：SJC会議室

議題：
（敬称略）

第４回議事録の確認（議事録） ：洪・里井
日韓の政治情勢と文化交流行事への影響 ：高橋妙子
お祭りの開催方針 ：今西肇
幹事会報告（各幹事）
■委員会会議担当（第２回実行委員会報告） ECH松尾（洪 里井）■委員会会議担当（第２回実行委員会報告） ：ECH松尾（洪・里井）
■予算管理担当（2008年の収支状況） ：洪・里井
■対外交渉担当（ソウル市、韓国政府など） ：矢野進一、イ・ジンスク
■支援金担当／韓国企業（現状と予想） ：矢野進一（高橋妙子）
■支援金担当／日本国内・SJC企業（現状と予想） ：渡辺泰一（高杉暢也）
各Team活動報告（Team長）
■演出・構成Team（基本実施計画・詳細内容） ：谷川仁彦・ＡＭＡＸ
■予算Team（第３次実行予算） ：今西肇
■広報 報道T （広報 報道予定） ：ユン テウォン■広報・報道Team（広報・報道予定） ：ユン・テウォン
■おまつり文化論Team（目次・発刊日など） ：平井敏晴
■展示ブースTeam （申し込み現況と今後の予想） ：谷博子
■星Team（星型グッズ・シンボルイメージ） ：イ・ジンスク
■ボランティア・学生Team ：イム・ジェギュ
各事務局報告
■韓国側事務局 ：ＡＭＡＸ
業務推進状況の確認
会場使用許可準備（現況確認）会場使用許可準備（現況確認）
基本実施マニュアル（現況確認）
広報実施計画書（製作物確認）
製作物デザイン（現況確認）
ホームページ運営状況（報告）
日韓出演参加申し込み（報告）
日韓演目別演出協議（現況確認）
星祭演出プラン（竿燈、万灯を含む現況確認）
協賛社資料受付（現況確認）協賛社資料受付（現況確認）
Official Directory原稿製作（現況確認）
通訳ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ・ﾌﾞｰｽｱﾙﾊﾞｲﾄ募集（現況確認）
■日本側事務局（日本側経過報告） ：ＥＣＨ
その他の情報
■大使館情報 ：高橋妙子
■ＳＪＣ情報 ：渡辺泰一
■その他の情報
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第５回運営委員会議事録 8月19日(水) 16：00～19：30 SJC会議室

出席：今西、高橋、高杉、小林、신승준、谷(JNTO)、谷(クレア)、青野、渡邉、平井、矢野、
谷川、伊豫部、고민열, 전진용, 윤태원、판은정、斉藤、松尾、허전、박광행、황병국、김현정、
임재규 이진숙 홍정영 里井 計27名임재규, 이진숙, 홍정영、里井 計27名

議事次第
・日韓の政治情勢と文化交流行事への影響
・お祭りの開催方針
・幹事会報告
・各team活動報告
・各事務局活動報告

日韓の政治情勢と文化交流行事への影響（高橋運営副委員長）〈第2回実行委員会議事録参照〉
・第２回実行委員会では、概ね以下の報告をした。
・「島の問題」が地方自治体交流、就中、青少年大交流計画を使って日韓の高校生がおまつりに
参加する姉妹都市青少年交流事業に影響が出ている。
・ソウル市においては、ソウル広場の利用については許可すると回答だが、後援名義の付与につ
いては不可との回答。
・文化体育観光部に関しては、ユウ・インチョン長官自ら公演名義の付与を即決していただき、
またソウル市に対して後援名義を出すように働きかけていただいた。（実現には至らず）またソウル市に対して後援名義を出すように働きかけていただいた。（実現には至らず）
・大使館前のデモなどは鎮静化しているが、それが世の中に浸透するにはタイムラグがあり、実
際支援金の話をするときも、韓国企業の中にはお祭りを懸念する声もまだ上がっている。これら
の企業には丁寧に説明しているが、支援金への影響が懸念される。
・チェ・ソンヨン大使からは、このお祭りが高度に文化的であることをアピールするためにカリ
スマ的アーティストの出演（キム・ドクスさんなど）が必要であるとのアドバイスをいただいた。
→キム・ドクスさんに交渉する予定である。
・そのほかにも、各チームでこのおまつりをどのようにPRしていくのか、おまつりを安全に成
功裏に開催するために何ができるのか、改めて検討する必要があると感じる。功裏に開催するために何ができるのか、改めて検討する必要があると感じる。
・何れにしても、各実行委員の方々からは、こういう時だからこそ、おまつりのような交流事業
をやる意義が大きいので、是非とも予定通り進めようとの意見を頂いた。
・おまつり本に関しては、成田顧問からは単なるPRのための本ではなく、日韓のお祭りの歴史
を掘り下げるような学術的な本だ。ぜひ日本国内でもPRし、書評にもかかせたい旨のご発言を
頂き、その他の実行委員からも高い評価をいただいた。

おまつりの開催方針（今西運営委員長）
・（実行委員からぜひこのおまつりを計画通り実行させてほしいとのお言葉をいただいたことを
受け）ソウル広場で9月27日と28日におまつりを実行するということにつき、本日（８/1９）に
スタートをかける。8月30日までに大きな政変があった場合はそこでもう一度議論をするが、そ
うでない場合は、おまつりは必ず実行する方向で動く。
・このおまつりが中止になるのは次のようなよっぽどのことが起こった場合である。
警備が困難であると、警備当局がそのような結論を出した場合
政治状況を見たうえで、おまつりをやることでマイナスが大きいと判断せざるを得ない場合
・リスクはどこにでもあると覚悟しつつ、何か発生した場合も被害を最小限に食い止める。
＊運営委員会結論 上記のおまつり開催方針について、承認

幹事会報告関係
《委員会会議関連》
・第２回支援委員を８月末に開く予定
《対外交渉関連》
・外交通商部から実行委員会宛てに後援名義の使用を承認する連絡があった。
・また文化体育観光部からも後援名義の使用を承認する連絡があり、ソウル市の方にも場所使用
許可を願う要請書を出していただいた。
↑しかしソウル市から後援名義をもら ていないため 場所使用に１千万ウ ンかかるとの回答↑しかしソウル市から後援名義をもらっていないため、場所使用に１千万ウォンかかるとの回答。
→粘り強く交渉する。また、文化体育観光部を通じて、引き続きソウル市に後援名義を出しても
らえるよう最後まで粘る。保険は１つでも多くかける。
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《支援金関連》
・SJC企業：入金額 8445万ウォン（入金申請済み9445万ウォン）
・支援金が見込んでいた額より少ないので、引き続きフォローアップや働きかけが必要。
↑大手の日本企業から計画通りに集めるのが鍵になるであろう。
・韓国企業：入金額 1億4100万ウォン（入金申請済み1億5100万ウォン）韓国企業：入金額 1億4100万ウォン（入金申請済み1億5100万ウォン）
↑入金が見込まれる企業の入金額を併せると約2億8千万Ｗだが、それでも去年よりまだ6千万Ｗ
不足
・現在の諸問題のため、まだ大手企業が躊躇している状態である。
→外通部と体育観光部から後援をいただいていることを強く押し出し、PRすることが必要。
→（事務局に）ぎりぎりまで交渉しなければならない話なので、印刷に間に合わない場合のため
に企業名をシールなどで後から貼れるようにするなどの対策を考えてもらいたい。

各team活動報告各team活動報告
《予算team》
・総事業費7億900万ウォン 現状収支バランスは±０
・協賛金と寄付金は見込み金額で6億ウォン（韓国3.5億ウォン 日本2.5億ウォン）
・現状4.9億ウォン（韓国2.8億ウォン 日本2.1億ウォン）マイナス1.1億ウォン
↑１社おまつりの後に入金(３千万ウォン)する韓国企業があるため、それを含めると
現状5.2億ウォン（韓国3.1億ウォン 日本2.1億ウォン）マイナス8千万ウォン
→現状から10％程支出を削れるようにする（各チーム、また韓国側、日本側事務局と相談）
・現状で来年度の準備金が算出できない状況であるにもかかわらず、8千万ウォンの不足

《展示ブースteam》
・現在８団体９ブースの申し込みがあった。
・ミスタードーナツから現物支給、ＴＤＬから景品、ガーデンホテル等

《広報・報道team》
・電光掲示板について
↑８つの選択肢の中から、人と車の移動が多く値段も手頃な光化門のビルの掲示板を選択。
・バス停への広告
↑セット販売で人が多い所と少ない所がセットになっているため、望んだ場所には難しい。
→ＡＭＡＸと相談の結果、バス停は効果が少ないので当初提示された6箇所を3箇所に減らした。
・バス停広告よりフリーペーパーに広告を行うほうが効果的である。
↑バス停広告を減らして浮いた費用をフリーペーパー広告に当てる。
・削減できるところは削減し、広告費に余裕ができればブランドニュースなどの広告に予算を投
じることができる。（約100万ウォン～200万ウォン）
（高橋運営副委員長）
昨年はプ 広報 ために 週間前に記者説明会を行 たが 今年はおま り本も出る そ・昨年はプレス広報のために2週間前に記者説明会を行ったが、今年はおまつり本も出るのでそ
の本と併せておまつりを紹介するような機会を作ってはどうか。
↑このおまつりが単なるお祭り好きが集まるだけのようなものではなく、深遠な背景があるとい
うことをアピールできるように、今年はどのようにするのか話し合う必要がある。→広報チーム
と平井さん
・このような状況で、これから誰がどのように各報道機関に働きかけるのか。
↑（イ・ジンスクさん）報道関係、特に若者が読むローカル新聞には丁寧に話す必要がある。
↑（ファン監督）今年は政治的なものを避け、文化的なところからアプローチした方がよい。
金容雲実行委員長や チ ソンヨン大使などにロ カル新聞などの報道機関（部長以上）へ→金容雲実行委員長や、チェ・ソンヨン大使などにローカル新聞などの報道機関（部長以上）へ
の個別のアプローチをお願いできないだろうか。
↑記者発表をする前に終わっているのが望ましい。
・大学への広報をどのようにするのか。
→ユンさんと平井さんがアイデアを出し、運営委員それぞれが知っている大学の先生に働きかけ
る。
（谷川さん）
・日本人観光客に対する広報のため、一週間前から日本人が来そうなホテルやレストランにポス
タ を貼りたいと思うがその場所はどこがよいかターを貼りたいと思うがその場所はどこがよいか。
・おまつりのプログラムが長く、どこに何を見に来ればいいのかわかりにくいので実際に見に来
る人がわかりやすい広報を考えたほうがよい。
→上記2点についてはＡＭＡＸさんと相談したうえ決定する。（ユンさんがアドバイス）
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（高橋運営副委員長）
・おまつりの景品をもっと掘り起こす必要があるのではないか。
↑ホームページなどのＰＲなどにも効果的
→現物を出してもらえればワンランク上の協賛プランを出すなどし、更に働きかけが必要。
→この件に関しての担当部署を展示ブースチームとし、まとめて指示を出してもらう。

《おまつり文化論team》
・広報はプレスリリース以外にもホームページなどに出す予定である。
・韓国語版は印刷が安いため、カラー写真が随所に入っている。
・日韓交流おまつりとＪＦとの共同主催となる。（ＪＦより1千万ウォン出していただいているため）
・ＪＦのロゴをどこに入れるのか→別途協議する。
・販売ルート 書店に並べるだけでは難しいので、書評が出ればインターネット販売もし、知り合い
の大学の先生などにもお願いする。
・当日会場で販売できるのか→許可をもらわねばならないが 許可は下りる見込みは薄い・当日会場で販売できるのか→許可をもらわねばならないが、許可は下りる見込みは薄い。

《ボランティア・学生team》
・８/５に92名のボランティア教育を行った。
・チーム長を選抜し、チーム長を教育、その後チーム毎に教育する予定。
・ボランティアをやりたい人の締め切りは９/５まで。
↑高校生もできるが、問題もあるので午後から軽い仕事をやらせるなどする。
・ボランティアチームの学生の中で大学広報担当を作って、広報活動をしたらどうか。
・ソウルグローバルセンターから後援してもらえるように イムさんからお願いしてもらう・ソウルグロ バルセンタ から後援してもらえるように、イムさんからお願いしてもらう。

《演出・構成team》
・フィナーレの流れの結論〈第5回運営委員会資料参照〉
・おまつりの主題歌「ビビンパ」(作詞・作曲 ジョン・ジニョンさん)（ＣＤと運営委員会資料参照）
↑シンプルで歌いやすく、踊りやすさを重視 明るくリズム感がよくて伝統音楽的要素と現代音楽の
トレンドを混ぜてある。
↑「ビビダ（混ぜる）」の言葉から、韓日がお互い力を合わせてお互いの長所を混ぜながら新しい文
化を創って行こうというイメージ。化を創って行こうというイメ ジ。
結論：これを今、主題歌として使うのは少し難しいが、おまつりの間色々な場所でこの曲を流す。

振り付けをし（伊豫部さん、斉藤さん）交流会でみんなで踊るなど、この曲を最大限生かす。
→基本的にファン監督の意向に従う。

《星team》
・星のコンセプトについて〈第5回運営委員会資料参照〉
今年の日韓おまつりのメインイメージは「星」とする。
織姫や牽牛の伝説のように、日韓両国が一年に一度天の川を渡って会うようなイメージ。織姫や牽牛の伝説のように、日韓両国が 年に 度天の川を渡 て会うようなイメ ジ。
数多くの星が集まって作られている天の川のように一人一人が星になって天の川を作り、韓国と日本
をつなぐ友情の架け橋を作る。
・象徴物のコンセプトについて〈第5回運営委員会資料参考〉
七夕をイメージし片方は日本の笹、もう片方は韓国風のソッテを立てる。
それぞれのイメージとして天の川にカササギやカラス模様の提灯などを飾る。
自分の願い事を星の風船や折り紙の星などに書いて、象徴物にかけるなどする。
→織姫と牽牛の話はコンセプトからははずしたほうがよい。

各事務局活動報告
韓国側事務局（星チームの続き）〈ＡＭＡＸ資料参照〉
・星チームで考えられた象徴物をステージの両脇に設置する。
・最後に中央のステージから星が立ち上がるようにする。
↑星をもっと効果的に演出するため、また一人一人が参加しているということを実感できるようにす
る。そのためには、やはり人間が星になり、天の川を作った方がいいのではないか。
・星の風船をお客さんに持って歩いてもらうのはどうか→環境配慮を考えると困難。
・開会式のオープニングセレモニーはどうするのか。
↑来賓祝辞など誰にお願いするのか、またＶＩＰの対応をどうするのか。
・ＭＣは未定だが日本語が堪能な韓国人女性アナウンサーと韓国人男性のペアにお願いする予定。
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日本側事務局
・テレビ朝日のスーパーモーニング10時で「おまつり」が15分間の特集で取り上げられた。
↑その中で秋田竿灯と米子万灯の責任者が出て、「おまつり」に出ることをアピールした。
・「Oh My News」から取材の申し込みがあった→誰が出るのか。
→これからそのようなことがあれば 担当者と委員長と副委員長で相談し誰に対応してもらうか決め→これからそのようなことがあれば、担当者と委員長と副委員長で相談し誰に対応してもらうか決め
る。
・日本側の出演予定団体は現在２３団体
・日が近づくにつれ、団体から具体的な質問が相次いでいる。
↑ＶＩＰ席や、交流会の日時、場所、食事の有無について等。
↑交流会は全員でやると、日本側だけで500名であるため資金面でも現実的ではないのではないか。
↑大使館主導でやることは、色々な面で困難なのではないかとの声がある。→引き続き検討
→交流会開催については準備委員会の時からの目玉だったので必ず実行する。
場所については未定だが全ての人が集まることが可能なところを検討中 食事は出す予定場所については未定だが全ての人が集まることが可能なところを検討中。食事は出す予定。

日韓交流おまつり2008 in Seoul 9月2日臨時運営委員会 議事次第

日時：９月２日（火）17時から18時まで
場所：SJC会議室

議題：議題：
（１）直前、活動予定 ：今西
（２）第４次実行予算、収支バランスの見通し ：今西
（３）基本構成演出計画（案）（最終審議） ：AMAX・谷川
（４）直前広報活動計画（案）（最終審議） ：AMAX・ユンテウォン・矢野
（５）その他（大交流会など）

臨時運営委員会議事録 9月2日(火) 17：00～19：20 SJC会議室

出席：高杉、今西、高橋、山村、本田、신승준, 富、谷、김조웅, 平井、矢野、谷川、伊豫部、고민열, 
전진용, 허전、박광행、황병국、석웅지, 김현정、임재규, 이진숙, 김진경, 홍정영、里井25名

議事次第
・直前活動予定
・第4次実行予算、収支バランスの見通し
・基本構成演出計画（案）（最終審議）
・直前広報活動計画（案）（最終審議）
・大交流会
・その他

直前活動予定（資料参照）
・9月19日(土) 日韓フレンドシップコミッティー
・サイン、案内設置は26日からの予定
・プレス発表は、22日では遅い→17日に修正 15時～17時 プレスセンター18階
・9月10日(水) おまつり本出版（日韓一斉発売） 日本2千円 韓国1万ウォン
おま ペ ジ 新・おまつりホームページは5日に更新 URL:http://www.omatsuri.kr/

・12日までに案内を送付（VIP・支援団体）
・9月24日（水）現場運営本部設置 （国際ホテルのコーヒーショップ）
・第6回運営委員会（22日・15時～）では、全体のシュミレーションも行う予定

第4次実行予算（資料参照）1円＝10ウォン
総事業費 7億7557万ウォン（助成金入れると約12億ウォン）
・広告宣伝費を当初より2千万ウォン削減
韓国側出演団体管理費4千万ウ ンは キムドクスさんの出演料込・韓国側出演団体管理費4千万ウォンは、キムドクスさんの出演料込

・おまつり本の制作費に関して、JFからお金をいただかないことに決定
↑全てボランティアで製作していることもあり、本の売買に制限をかけず、収益をこちらに還元でき
るようにするため
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・星の制作費予算がまだ入っていない
収支バランス
・協賛金と寄付金を合わせ、現在6億8710万ウォン
・準備金を併せた収入 8億5048万ウォン 支出 8億3062万ウォン
→来年度の準備金（予定） 約1985万ウォン（約200万円）

第２回支援委員会報告（高杉顧問）
・8月28日(木) 第2回支援委員会が東京の電通本社にて開催された。
→ねらい：支援金現況と実行予算を理解していただく
・支援委員会に新しいメンバーが5名加わった。
（■藤村正哉 日韓協力委員会副会長 ■広瀬道貞 (社)日本民間放送連盟会長 ■村松邦彦
(社)日本雑誌協会理事長 ■北村正任 (社)日本新聞協会会長 ■石川聰 (社)共同通信社長）
・実行委員会での、「この難しい時期だからこそ、何が何でもやるのだ」という高い志気に感銘
を受けたとの旨を、成田委員長が話された。
・8月28日の時点で、支援金額が6億8千万ウォンだったため、来年への繰り越しがなく厳しい旨
を説明し、更に8千万ウォン程度の支援をいただけるようお願いした。
→成田委員長（電通最高顧問）自ら電通スタッフにお願いしてくださり、支援委員会は非常にい
い形で終了した。（現在、フォローアップ中）

基本構成演出計画（案）
《演出・構成Team・AMAX》
おま りの主催者の方から出演を依頼して る出演者に関しては 1度ではなく複数回出演して・おまつりの主催者の方から出演を依頼している出演者に関しては、1度ではなく複数回出演して
いただけるようにプログラムを組めるように調整中
・各国の企業、大学の方から「よさこいアリラン」の踊りと言う形で参加される団体にも複数回
出演していただけるよう調整中
【基本実行計画書に沿って説明】（AMAX9月2日資料参照）
・28日(日)18:10～25の間の10分間、NHKで生放送してもらえることになったが、公演予定がない。
←18時から1時間空きがあるのは問題があるのではないか。
→演出・構成Team会議の結論 第３部は「アラリRock」までとし、18:00を終了時間とする。
18 00から19 00までの間については ステ ジではなく広場の中で 「秋田竿燈」とＳＪＣを中18:00から19:00までの間については、ステージではなく広場の中で、「秋田竿燈」とＳＪＣを中
心とした「よさこいアリラン」を実施する。
・(実行委員会で)夫伯さんから、テントを張ると外から中が見えなくなるとのご指摘をいただいた
が、その問題についての改善されたか。
→テントの外側は、実質スペースがほとんどない。調整中。
・スタンプラリーを実施し、先着500名に抽選で各会社からの現物支給商品が当たるようにする。
↑問題点：現物支給の方が注目度が高いため、高額を現金で支援してくれている企業の立場を考
慮していないことになる。
→ブ スには支援していただいた全企業のロゴを出し 支援金額によってその大きさも変える→ブースには支援していただいた全企業のロゴを出し、支援金額によってその大きさも変える。
・警護に関して 鐘路警察と南大門警察に要請 改めて訪問予定
・出演者団体に関しては駐車場スペースあり
（高橋副委員長）
・ソウル特別市から後援名義の許可が下りた。（JF小林前所長からのお力添えもあった）
・（まだ共演という予定になっていないので）キムドクスさんのサムルノリは、日本の和太鼓
（バチ・ホリック）と共演していただくという条件でご本人にも引き受けていただいた。また、
広報の面を考えても、この共演は目玉になるはずである。→黄監督が日本に行かれ、調整
・ドラえもんの着ぐるみを借り それで広報することによって子供連れを呼ぶ・ドラえもんの着ぐるみを借り、それで広報することによって子供連れを呼ぶ。
→これから交渉予定、ブースTeam担当
《広報・報道Team》
・バス停広告 当初の6箇所を3箇所に削減（その分をフリーペーパーに投資する）
・東部イチョンドンへの広告をもっと活発にすべきである。
・ポスターデザインに関して → 承認
→パンフレット、リーフレットは来週（8日の週）出来上がる予定 冊子はチュソクの後
・映像はTVではなくLEDを使う。外務省からいくら補助がもらえるのかまだ未定。
↑問題：協賛プラン（TVで流す）とずれがある。契約違反になるのでは？→至急対応↑問題：協賛プラン（TVで流す）とずれがある。契約違反になるのでは？→至急対応
・時事日本語学院のフリーペーパー（J-Life）に１ページ、ポスター広告可能（少しポスターを削
り、時事がおまつりを応援していることを載せるという条件）→承認
・ソウル市内の外国語高校が発行している新聞に無料で載せてもらえる。
→そのまま載せてもらうという条件で、承認
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・コリア雑誌社から、おまつり後の取材以来→広報チーム
・観覧のポイントが曖昧 目玉になる部分を大きめになどPRできないか。→広報チームで相談
・パンフレットの枚数（8000部）はもう少し増やせないか。

大交流会
・28日の20時半～22時半まで出演団体にお互いが交流する場を提供
・場所は未定だが、第一候補はロッテホテルのサファイヤボールルーム
・総勢360名を想定（日本側200名 韓国側100名 招待客30名 事務局関係者30名）
↑初日しか公演がない団体や、高校生を差し引いて計算した人数
・式次第は未定 出演団体の交流の場であることが大前提なので、パフォーマンスなどは行わな
い予定。(各委員長の挨拶後ひたすら交流してもらうのか、格調高いものにするのか等、検討中)
・議論点 １．高校生を呼ぶのか ２．どのように出欠を確認するのか 等
→何かご意見がある方は、富さんに連絡
・予算問題 大使館からの予算で賄えない場合は、運営予算から捻出する覚悟で取り組む。
↑300人分の食事を立食で準備すれば十分なのではないか。

その他
・運営委員会内でのの決済は委員長と副委員長に指示を仰ぐ
・食券に関して スタッフに関しては配布予定であるが、出演団体に関しては未定
・監査チーム長に山村さん 大交流会チーム長に富さんがそれぞれ就任

2008年9月22日
日韓交流おまつり2008 in Seoul 第6回運営委員会 議事次第

日時：9月22日（水）15時から19時まで
場所：SJC会議室

議題：
★15時00分～15時15分：連絡事項、開会

（敬称略）
9月2日臨時運営委員会議事録の確認（議事録） ：里井・洪

★15時15分～15時35分
幹事会報告（各幹事）
■委員会会議担当（実行・支援合同委員会予定） ：里井・松尾
■対外交渉担当（ソウル市、韓国政府など） ：矢野進一、イ・ジンスク
■支援金担当／韓国企業 （最終） ：矢野進一（高橋妙子）
■支援金担当／日本国内・SJC企業（最終） ：渡辺泰一（高杉暢也）
■予算管理担当（支援金表明・入金・現時点支出） ：洪（今西肇）
■予算管理担当（第5次実行予算） ：洪（今西肇）

★ 時 分 時 分★15時35分～16時00分
各Team活動報告（Team長）
■広報・報道Team（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・記者発表） ：ユン・テウォン
■おまつり文化論Team （お祭り本出版） ：平井敏晴
■星Team（星型グッズ・シンボルイメージ） ：イ・ジンスク
■展示ブースTeam （申し込み最終状況） ：谷博子
■大交流会Team（会場・進行計画） ：富
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★16時00分～16時30分
各事務局報告
■韓国側事務局 ：ＡＭＡＸ
業務推進状況の確認
運営マニュアル（確認）警備・事故の対策
支援団体・個人への案内（対象の明確化）
VIPへの案内（対象の明確化）
サイン・案内設置（製作物確認）
ポスター設置・配布（製作物確認）
LEDスポット・ラジオCM
新聞広告（製作物確認）
バス停留所広告（製作物確認）
ボランティア教育・通訳コンパニオン・進行スタッフ
オフィシャルガイドブック（確認）
リーフレットA・B（確認）
ボランティア募集状況（現況確認）
通訳ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ・ﾌﾞｰｽｱﾙﾊﾞｲﾄ募集（現況確認）
★16時45分～17時00分：休憩
★17時00分～18時00分
■演出・構成（出演団体と最終プログラム） ：谷川仁彦・ＡＭＡＸ
●27日ソウル広場
15時 開幕の流れ15時 開幕の流れ
18時 開幕準備
18時30分 開幕公式行事の流れ
▼27日 清渓広場
14時30分 開幕時の流れ
●28日 ソウル広場
14時 ソウル広場
18時10分 NHK生放送（秋田竿灯ほか）・よさこいアリラン連
19時 フィナ レの流れ19時 フィナーレの流れ
●大交流会
20時30分 交流会の流れ

★18時00分～18時30分
当日運営組織 ：今西
招待客（支援企業・実行委員・本執筆者・来賓） ：日韓事務局
★18時30分～19時
その他の情報その他の情報

第６回運営委員会議事録 9月22日(月) 15：00～19：00 SJC会議室
出席：今西、高橋、高杉、富、김조웅, 신승준、谷(JNTO)、谷(クレア)、青野、渡邉、平井、矢
野、谷川緒方、西嶋、伊豫部、고민열, 전진용, 윤태원、斉藤、松尾、허전、박광행、이진숙、황
미정, 萬木、
里井 計27名

議事次第
・幹事会報告
・各team活動報告
・各事務局活動報告
・当日運営組織
・招待客（支援企業・実行委員・本執筆者・来賓）
・その他
幹事会報告関係幹事会報告関係
《委員会会議関連》
・現在、合同委員会出席者を確認中（日本側はほぼ決定）
《対外交渉関連》
・ドラえもんを借りられることになった。
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・文化体育観光部の姿勢→お祭りの開催には賛成だが、開幕式に出席することは難しい。
《支援金関連》
・SJC企業：入金額 入金申請済み3億3800万ウォン
・韓国企業：入金額 入金３億5000万ウォン程度（入金申請済み４億4775万ウォン）
↑貿易協会を併せると4億円程度
・入金額を併せると、5億2300万ウォン（入金申し込み済み約7億8000万ウォン）

各team活動報告
《予算team》（別紙参照）
・総事業費8億1357万ウォン＝7千675万円（換算率10.6ウォン＝1円）
・次年度繰越金9000万ウォン→赤字が出る可能性は殆どなくなった
・支出の部分に、税金が600万円加算される。
・文化芸術委員会で繰越金が認められないことについて、どうするのか。→検討

《広報・報道team》
・9月17日記者発表が行われた。参加した記者は15名。（質疑応答について別紙参照）
・当日の取材要領や案内の詳細については、23日に記者発表に来た記者対して再度案内メールを
送付
→当日の取材の現場担当は西嶋さんに任せ、さらにボランティア5名をつける。
・ホームページでおまつりサイトを検索できるようにする。→水曜日から
（ブランドニュースで、3つのキーワードを入れればおまつりが検索できるシステム）
《星t 》（別紙資料参照）《星team》（別紙資料参照）
・象徴物に関して、予算も考え、原点に戻って案を練り直した。（記録より記憶に残るもの）
・180ｃｍくらいの象徴物を10箇所に設置する予定。
・現場でお客さんに折り紙の星をつくってもらい、それをその象徴物にかける。
・象徴物の上に飾る星の色を何色にするか（赤・黄色・緑）
→３種類全てを使い、中に電球を入れる。点滅させられるかどうかは確認。
・下から照明を当てるか。→当てないことに決定

《展示ブースteam》（別紙資料参照）《展示ブースteam》（別紙資料参照）
・13ブースのうち、11ブースから収入が得られる。
・ポカリスエットなどのドリンクは、そのまま配るのは禁止されているので紙コップなどにいれ
なければならない。（プレゼンテーション活動につながるため）
・ロッテ免税店のマスクパックや、ポカリスエットの件を含めて、谷さんが管理する。
〈スタンプラリーについて〉
・スタンプラリーは両日500人、計1000人。
↑ガラガラを使うため、一人１～２分かかる。
・スタンプラリーの目的：色々なブースを回ってもらう・スタンプラリ の目的：色々なブ スを回ってもらう
↑500人先着というのは、不平等なのではないか。お客さんを慌てさせる結果となり、あっという
間に終わって、帰ってしまうお客も多いのではないか。
決定事項：時間限定で不特定多数チャンスを設ける。はずれの人にはキャンディーなどを配る。

《大交流会team》（別紙資料参照）
・できるだけ時間通りにおまつりを終わらせ、大交流会を時間通りに始められるように尽力する。
・来場者500名（見込み）だが、現場が500名はきついのが現状→どうするのか。
・会場にはJETAAの通訳を歩かせ、日韓それぞれの団体のために配置する。VIPには殆どマンツー会場にはJETAAの通訳を歩かせ、日韓それぞれの団体のために配置する。VIPには殆どマンツ
マンでつける。
・来賓の方々には別室を準備し、食べ物なども準備する。
・今年のおまつりの写真を、スクリーンに映し出すのはどうか。→決定
・受付や音響・照明・映像などは、AMAXさんの方で受け持ってもらえないか。→後ほど相談

《おまつり文化論team》
・当日何らかの形で本が売れるのか。
→おまつり会場が無理であれば、交流会のあるロッテホテルで。おま り会場が無理であれば、交流会のある ッテホテルで。
・売るのではなく、予約なら可能。→スタンプラリーに便乗して本の広告をするのはどうか。
・おまつり本の印税は全てこちらにフィードバックされる。
・おまつり本のビラは作らないのか。
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各事務局活動報告

韓国側事務局
【広報関連】
・全体の流れに関し、ハードコピーして現場の責任者に渡す。（25日の役員会で）
・リーフレットの数が少ない（1万5000枚 1枚200ウォン）←会社名にミスあり
・光化門のLEDに広告することに関して、値段交渉が決裂し断念。
→代わりにロッテデパート、鐘閣の2箇所で流すことに決定。
・バス停広告は5箇所に載せることに決定。（キョボビル裏、鐘路２街、鐘路５街、東部イチョン洞）
・フォーカスのフリーペーパーに26日に載せる。
・交渉中：仁川空港から出口に向かうところに50本くらいバナーを置いてもらえないか。
・金浦空港にはバナーは置けないので、リーフレットなどを置いてもらう予定。
・日本人が通っている幼稚園などに、リーフレットを置く予定。
・ホテル業界にリーフレットをおいてもらう話はどうなったのか。→25日の役員会で報告
・東部イチョン洞にポスターを貼りに行くが、場所は駅やスーパーなどが好ましい。
【ボランティア関連】
・210名参加 各チーム別に分けて説明会を行った。←来られなかった人は前日に説明会
・ボランティアの拘束時間は基本的に土日とも10時～18時で残業はできない。
↑シフトを組んでいるので、18時以降はその時間に決まっているボランティアを使う。
・交流会は案内済み。希望者は出られる形に。
【演出 構成関連】【演出・構成関連】
・両日のスタートはどのようになるのか。
・27日の開幕行事について、どのように始めるのか。
・清渓広場でのスタートもどのように始めるのか。
・28日の18時からNHKの生放送の関係もあるが、どのような動きになるのか。
→黄監督不在のため、後ほど谷川さんと詳しく話し合う。
・キムドクスさんの公演：タイトル『千年の虹』キムドクスさん、BATI-HOLIC、律呂の共演
↑コンセプトなどについては、ガイドブックに詳しく説明
団体の管理はボランティアにや てもらい つのチ ムに２ ３人のボランティアについてもらう・団体の管理はボランティアにやってもらい、一つのチームに２～３人のボランティアについてもらう。

↑リハーサルの段階からボランティアについてもらい、交流会までついてもらう。
・会場の盛り上げ役が必要なのではないか。

当日運営組織（別紙資料参照）
・当日、運営委員のメンバーが時間ごとに連絡を取りあうため、時間や場所を決めたほうがよいのでは。
→ステージの裏に何かあったときに集まれるように運営委員会本部を作る。18番～22番ブースあたり。
・無線機を準備する→各チーム長が所持。
・資金管理部門は 当日500万ウォンほどを管理し 委員長または副委員長からの指示を受けてお金の・資金管理部門は、当日500万ウォンほどを管理し、委員長または副委員長からの指示を受けてお金の
出し入れをする。

招待客（支援企業・実行委員・本執筆者・来賓）
・実行委員会と協賛企業（韓日）、韓日文化交流会議に招待状を出してある。
・支援企業と、おまつり本の執筆者に早急に送る。
→更に個人的にも招待したい人がいれば、矢野さんにメールで送る。

その他その他
・当日VIPなどが実際に集まる場所→開幕式参加の返信があった方に地図を送る。
・当日火を使う団体があるか。（消防車を準備する必要があるため）→確認
・Tシャツは作成予定←誰に配るのか。
・NHKの「海外ネットワーク」という番組で、27日18時10分～18時45分の間の15分間ほど放送予定。
・２６日から国際ホテルのコーヒーショップを運営委員事務局とし、当日は１６番ブースに集まる。
・これ以降のことは全てチーム長に任せ、お金や人の手配の問題に関しては委員長か副委員長に決済を
仰ぐ。
↑9月25日の役員会で最終的にチームの動きについて説明してもらう。↑9月25日の役員会で最終的にチ ムの動きについて説明してもらう。
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2008年10月6日
日韓交流おまつり2008 in Seoul 第7回運営委員会議事次第

日時：10月6日(月) 16時～18時まで
場所：SJC会議室
議題：
１．今年の日韓交流おまつりについて
２．東京開催について
３．来年以降について

第7回運営委員会議事録 10月6日(月) 16：00～19：50 SJC会議室
出席：今西、高橋、高杉、富、김조웅、谷(JNTO)、青野、渡邉、平井、小林、矢野、谷川、緒方、
西嶋、伊豫部、전진용, 김진경、윤태원、松尾、허전、박광행、이진숙、홍정영、里井 計24名

議事次第
・今年の日韓交流おまつりについて
・東京開催について
・来年以降について

今年の日韓交流おまつりについて今年の日韓交流おまつりについて
《全体》
・心に残る感動があった。
・ブログの中にも、こういうものは続けていくべきだという意見が多かった。
・フィナーレなど実行に移せたことなどを含め、AMAXさんの力によってうまく行った部分がとて
も多かった。
・出演団体に関して、去年より接触が濃く、ドラマがたくさんあった。
・市民の力が政治の壁を越え、お互いの多様性を認め合えることを、このおまつりを通して感じた。
昨年のノウハウを生かし 歩も二歩も進歩したおまつりだった・昨年のノウハウを生かし、一歩も二歩も進歩したおまつりだった。

・ブースに関しても、昨年より満足度が高かった。
・日韓のこれからにつながる意味のあるおまつりとなった。
・こうすればおまつりが成功するのだという雛形ができた。
・政治的に色々あったが、無事に開催できてよかった。
・ソウル市から後援名義をもらえたことが非常に大きかった。

《運営委員会》
～良かった点～～良かった点～
・「何があっても必ずやるのだ」という姿勢が最後までぶれず、出演団体に対する交渉などについ
ても、この部分が一番心強かった。
・７月の時点であのような事態になったのにも関わらず、おまつりを開催できたことが非常に大き
な功績である。
・運営委員の中に韓国の方が増えたおかげで色々な意見が聞け、結果的にいいおまつりとなった。
・組織について、日本はマニュアルがあり、韓国は個人の力が重要だということを昨年学び、今年
はシミュレーションができていたので、色々な問題があっても対応できた。
～改善点～改善点
・運営委員会で出てきた部分を集約して実行に移す部分が弱かった。
・素人が多いため、色々な面で素人さが出過ぎていた。
・AMAXがまず中心となり、その後で修正事項などについて会議で話し合う形にしたほうが良い。
↑運営委員会が中心となるため、色々な面でコミュニケーションに問題があった。
・支援金集めはその担当者にかかる負担が大きく、もっと色々な人を巻き込んで責任を分担した方
がよかった。
↑広告の面を考えてももっと早めに資金繰りができると、色々なことがスムーズに進む。

《事務局関連》
～改善点～
・支援金集めが中々進まなかったこともあり、ロゴのデータがそろわず、ガイドブックなどの作成
がぎりぎりになった。
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→支援企業はガイドブックに載せるために寄付をしているのではないのではないか。
・ホームページに最後まで間違った情報が載っていた。
・ホームページはもっと見る人が気軽に書き込めるような形で作った方がよかった。
・ボランティアなのに、事務局の一人にかかる負担が重すぎた。もっと分担すべきである。
協賛の案内状など も とスム ズに発送できるようにしておけば 支援金もも と早く集ま たの・協賛の案内状など、もっとスムーズに発送できるようにしておけば、支援金ももっと早く集まったの

ではないか。
・VIPに関して、服装などの案内が行き届いていなかった。
↑舞台に上がることなどしっかり知らせておくべきところであった。

《各広場について》
～良かった点～
・清渓川広場の方は小規模であったからか、一体感があり、非常に盛り上がりが感じられた。

～改善点～
・ソウル広場と清渓川広場のつながりがわかりづらかった。
・清渓川広場の方はもっとブースがあればよかったのではないか。
・清渓川広場自体必要ないのではないか。
・ソウル広場の使い方として、ブースと舞台をもう少し近づける等、工夫したほうがよかった。
・グラウンドをもっと生かす広場の使い方を考えた方がよかった。
・ステージと客席との間に金属製の柵があったことが残念だった。
・ウォーキング大会などがぶつかり テントが建てられない等の予定外の問題が当日多々あった・ウォ キング大会などがぶつかり、テントが建てられない等の予定外の問題が当日多々あった。
・運営本部やプレス担当者の位置をもう少し考えて配置するべきだった。
・運営委員が集まる場所がなかった。
・ソウル広場で何をやっているのかわからなかったので、アドバルーンなどを上げた方が効果的。

《演出・構成チーム関連》
～良かった点～
・よさこいアリランや「はなこりあ」のように、市民交流でありながら一緒に参加できる場面があり、
去年以上にはっきりそれを演出できたのがよかった。去年以上にはっきりそれを演出できたのがよかった。
・出演団体同士の交流が色々な場面で実現できた。
・キムドクスさんとバチホリックさんとの共演のように、文化的に高いレベルが含まれていた。
・竿灯、万灯に対する純然たる感動があり、このおまつりに対して好感を抱いている人が多かった。
・竿灯と万灯に関しては長年いがみ合っていたが、このおまつりを通して、その存在を認め合った。
・伝統芸能等も最近は発表する場がなかったり、引き継ぐ人がいなかったりするが、良い機会となった。
・日韓交流が前面に押し出されていて良かった。

～改善点～改善点
・よさこいアリランの件は、前もってもっと話し合いを持つべきだった。
↑ぎりぎりになってわかったので、当日までに全ての準備が整わなかった。
・運営委員会では舞台上での討論ばかりだったが、一般の目はやはりグラウンドの方にあったようだ。
最後のカンガンスルレはあってよかったが、もっとグラウンドでの演技的なものがあればよかった。
・舞台裏での出演団体のやりとりにはたくさんの感動があったのだが、それをグラウンドの方に持って
こられたらもっと感動的なおまつりになっていたのではないか。
・事故がなくて幸いだったが、舞台裏に危険な場所が何箇所もあった。
・楽屋には準備されるべきものがなかったり、混乱した。
・ファイナルの部分で、出演団体の出場と音楽が合わなかった。
↑原因：黄監督が最後の方の会議に出られなかったこともあり、情報が行き届いていなかった。
・よさこいアリランの曲が３～４回続けて流れたが、舞台で１回、グラウンドで１回位で十分だった。
→アリランの曲を全て編集しておくべき。リハーサル不足。
・最後のガンガンスゥレは出演者のみで輪になってしまい、観客が入れなかった。
↑星の形で柵ができ、周りの人が押し出される形となり、入りたくても入れない状況に。
・バルーンがそこまで効果がないようで、その場所を他の目的に使った方がよかった。
・一般の人がもっと交じり合えるような交流の仕方を考えた方がよかった。

が・よさこいアリランがSJCとして出るか、おまつりの中のよさこいアリランなのかなど、最初の仕切り
の時点でも出演者にとまどいが見られた。
・夜になり夕食の時間にお客さんが帰ってしまうことを考えると、もっと時間を調整するべきなのでは。
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《広報・報道チーム関連》
～改善点～
・十分な案内や情報がなかった。
・PRする時には通常コンセプトを述べるのが普通だが、細かく把握できていなかったため、マスコ
ミに十分伝達できなかった。ミに十分伝達できなかった。
↑原因：広報チームの人数が少ない。
→広報の窓口を事前に決め、体系をしっかり作るべきだ。
・新聞と放送を同じ資料を使って報道したが、別々の資料を作り、報道媒体に合わせた資料で広報
すればもっと効果があったのではないか。
↑新聞でも中央紙とその他など分け、マスコミも報道要領を何種類かに分ける。
・最終日にマスコミから報道資料を要求されたが、ガイドブックしか渡せる資料がなかった。
・ソウルに住む日本人、または日本人旅行客に積極的にPRすべきとの意見が出ていたが、結果とし
てPR不足だった。て 不足だ た。
・ポスターがぎりぎりになるのなら、A4のビラでもいいから撒くべきだった。
・もっとオンライン上で広報する方法を考えるべきだった。←ホームページも遅すぎた。
・おまつりに参加した人は、メールマガジンなどに登録して配布できるシステムにしたらどうか。
・当日パンフレットを配布する場所について、駅から上がってくる人や実際に見ている人に配るな
ど、もっと人が集まるところを考えたほうがよい。
・日韓以外の外国人観光客も多かったが、それに対して何の案内もなかった。
↑パンフレットに英語の説明を一行でもいいから入れておけば外国人観光客ももっと楽しめたので
は？
・何時にどこに行けばよいかという情報が乏しく、わかりにくかった。
↑アンケートでインターネットから情報を取った人が少なかったのは、TVの方が効果があったから
ではなく、インターネットに情報が少なかったからとも考えられる。

《星チーム関連》
～良かった点～
・星があることによって場が華やかになり、人々も参加できる喜びを味わえた。
・最初に比べて非常に目立ち、いいものが作れた。

ブ が・展示ブースとの距離感がよかった。

～改善点～
・星のイメージが出せたのは良かったが、日韓交流おまつり＝星というイメージが定着せず、歌な
どを含め、シンボリックなものが残せなかった。
・来年はもっと子供が楽しめるような場所をいくつか作った方がよい。
・来年ははっきりこれをシンボルとして売り出せるのか。
↑インチョンの祝祭でも星を使い始めているという話がある。
星の下から照明を当てて も と目立 ものにすればよか た・星の下から照明を当てて、もっと目立つものにすればよかった。

《展示ブースチーム関連》
～良かった点～
・景品を出すことを含め、みんなが参加できた点が良かった。
・青森のえんぶりなどを見る人の集まり具合などは、本当のお祭りの雰囲気だった。
・各県のカバンを持って子供たちが走り回っているのがとても良かった。

改善点～改善点～
・わたあめくらい出せれば、もっとお祭りの雰囲気が出せたのではないか。
・ガイドブックをお客さんにもっと配布できたらよかった。
・景品として誰でも簡単にもらえるものは、ポカリスエットなどではなく、値が張らずとも鳴子の
ような日韓交流が感じられるものにした方がよかった。
・スタンプラリーをする時、ブースの順序が重要だったが、順序がややこしく戸惑う人が多かった。
・イベントがあるブースとないブースの人の集まり具合の差が激しかった。

《ボランティアチーム関連》《ボランティアチーム関連》
～良かった点～
・JFのジョさんと篠原さんお二人の統率力や対応はすばらしかった。
・総合してボランティアの態度がとてもよかった。
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～改善点～
・ボランティアは運営要員としては使えない。
・ボランティアそれぞれが自分の役割がわからず、右往左往する場面が見受けられた。
↑仕事をしたいのに、何をすればわからないボランティアが多かったのではないか。
ボランテ アに前も て分野別に教育をさせておくべきだ→ボランティアに前もって分野別に教育をさせておくべきだ。

↑何週間か前から我々と一緒に動きをつけておくべきだったのではないか。
・前もって行ったボランティア教育自体が非常に不親切だった。
→ボランティアを使うことは非常に重要であるが、全てをAMAXに任せること自体無理があるのでは？
・当日は50人欠席した。
↑ボランティアは日本側出演者との交流が目的で申請する人が多く、裏方は人気がないことが原因の
ひとつと考えられる。
・終わったらボランティアを解散させるのではなく、SJCのカラオケ大会に参加してもらったり、一年
を通してつながりを作 ておいたほうがよいを通してつながりを作っておいたほうがよい。

《交流会》
～良かった点～
・献身的な協力のおかげで、総じてうまく行った。
・昨年より日韓の交流が感じられ、感動があった。
・広報に重きを置いた去年に比べ、団体交流に主眼を置いた今年の方が総合してよかった。
・大使も非常に満足しているご様子だった。
・二つに部屋を分けたが どちらも部屋も人数と部屋のサイズが合っていた・二つに部屋を分けたが、どちらも部屋も人数と部屋のサイズが合っていた。
・日本と韓国の団体が交流している光景が見られた。
・ボランティアも参加できたこともとてもよかった。

～改善点～
・開催の前々日まで結論が出ず、会場を二つに割ることになった。結果上手くは行ったが、大きい会
場１つでやったほうが良かった。
↑原因：大きい部屋１つに全員収容できるという甘い予想をしていた。
→情報については縦割りでなく 横断的にもっと広い視野で情報を共有していくべきである→情報については縦割りでなく、横断的にもっと広い視野で情報を共有していくべきである。

《その他》
・警備会社が警備面で弱かった。
・運営本部の構成要員がもっと体系的になっているべきだった。
・全体を総括する人が運営本部に常駐しているべきだった。
↑色々な質問について対応できる人がおらず、また誰に聞けばいいのかも判らないため、混乱が生じ
た。
→ガイドラインのようなマニュアルを用意し、お客さんに迅速な対応ができるように準備しておかなガイドラインのようなマニュアルを用意し、お客さんに迅速な対応ができるように準備しておかな
ければならない。
・写真を撮るチャンスがあまりなかったので、控え室や、それ専用のスペースを設けた方が良い。
・おまつり本のPRをガイドブックに載せればよかった。
・著作権問題をクリアできるのなら、ドラえもんを舞台に上げたり、アナウンサーに紹介してもらう
など、もう少し集客を考えた活用法があったのではないか。

《来年への申し送り事項》
・ブログを作る。（ジョン･ジニョンさん＋ボランティア）ブ グを作る。（ジョン ジ ョンさん ボランティア）
↑韓国人はTV/新聞より、ブログやカフェを通して情報を知ることが多い。
・ソウルでやるのであれば5年目なので、更に新しいものを取り入れることが必要である。
・本の販売をする時は、キム・ジョウンさんの会社の専門部員が行う。

《東京開催について》
・東京で行うとソウルで一年空くため、またソウルに帰ってきた時にスタートが難しいのではないか。
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《各役員から》
【高橋運営副委員長】
・７月の時点で開催できるか非常に心配した。支援金をお願いできると思っていた所にあのような
事態になり、支援金を渋られるケースも多く苦労した。
・大使館としては色々心配になる点はあったが、おまつりの主催者はあくまで実行委員なので、お大使館 色 配 点 、 催者 く 実行委員 、
まつりをするかどうかの判断で大使館が足を引っ張ることがないように努めたつもりである。
・このような情勢でおまつりが成功に向けて好転したのは、今西委員長をはじめ、皆さんの強い意
志のおかげだと感じる。
↑プロの力ももちろん借りたが、客観的に見てボランティアでこれだけのことができたのはすばら
しい。
・2日間広場を人で埋め尽くすのは難しいことだと思うが、市民交流、参加型という我々の目的は果
たせたのではないか。
・日韓の様々な社会的背景の違う人間が集まってできている運営委員会の中で、コミュニケーショ
ンを取るのは難しいと感じた場面もあったが、そういうことを学べたことはとてもいいことだった。
↑よさこいアリランの件や企業から物品の提供を受ける件については、運営委員会の場でもかなり
早い時期から提起して来たが、必ずしも事務的にフォローされて来ず、直前に出てきた問題のよう
に一部から受け止められたことも自分にとっては意外なことであった。（ドラえもん、その他の件
についても）
・星明りの祭というイメージが鮮明に出ていなかったが、コンセプトについて色々議論したのはと
ても良い経験だった。あの議論があったからこそ、7月を乗り越えられたのだと感じる。
・実行委員会では「来年は東京で」ということだったが、これからどうするか、早急に議論を進め
たたい。

【今西運営委員長】
・現段階、現メンバーでどれだけできるかを求めて尽力した。
・去年のベースがあったので、そのおかげで黙っていてもいい部分と、改善しなければならない部
分に注意を払った。
・青少年大交流計画で９団体来て頂いたのはありがたかったが、出し物が多すぎたのではないか。
↑このおまつりからもっと何かを発信したかったが、それが薄まってしまった感も否めない。
来年ももしまたやるのであれば コンテンツを絞 た方がよい→来年ももしまたやるのであれば、コンテンツを絞った方がよい。

・しかし今回のおまつりで、どのようにすればおまつりが成功するのかという兆しが見えた。
・大交流会は無理をしてでも、あれだけやれたのはすばらしかった。
・星が非常によく、イジンスクさんは本当によく作ってくれた。
↑おまつりの屋台のような雰囲気が、星があることによって醸し出された。
↑もっとグラウンドの中央にあってもよかったのではないか。
・交流とは、違いを理解して調和することである。そういう意味では、完全にいいものを作るのは
難しいが、満足度が高いものはたくさん作れると思っている。その点で、今回のおまつりは満足の
うちに入っていると理解したうちに入っていると理解した。
・来年もぜひ、ソウルでおまつりを開催したい。

【高杉顧問】
・何事もそうだが、大事なのは点を線でつなげてみることである。第１回から見れば、少しずつよ
くなっていると皆が言うが、このおまつりが更に発展するように、１２０年続けるための第４回目
なのだという認識が必要だ。
・こういう行事はなかなか数字として結果が出ないものだが、アンケートで殆どのお客さんからか
ら高評価を受けているのを見ると これは本当にすばらしい結果で 自信を持っていいものであるら高評価を受けているのを見ると、これは本当にすばらしい結果で、自信を持っていいものである
と感じる。
・しかし一方で課題もあったわけであるから、それを改善し、来年につなげて行きたいと感じる。
・来年は東京でやりたいとの声も上がっているが、おまつりを成功させる要因は３つあると考える。
①資金 ②組織 ノウハウをどう生かすか ③おまつりの心を引き継げるか
３番の心が一番重要だと感じている。日本とタイは１２０年も友好を築いているが、近い国同士で
ありながら日本と韓国はやっと今年で４年目。それを思うと、何があってもこのおまつりを続ける
のだという「心」を引き継ぐことが一番重要である。
・来年東京でやるかどうかについては こういった条件が東京にあるのかどうかを実行委員会で来年東京でやるかどうかについては、こういった条件が東京にあるのかどうかを実行委員会で
しっかり話し合ってから決めたい。
・これからおまつりを続けていくためにも、若い人たちにぜひこの「心」を引き継いでもらいたい。
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1.4  実行委員会

第1回実行委員会議事録 6月9日(月) 12：00～14：00 ロッテホテル３７階 桃林

議事次第
・2007年事業報告及び2008年準備計画報告2007年事業報告及び2008年準備計画報告
・組織表
・基本計画案の説明
・実行予算案
・協賛金プランの説明
・その他

2007年事業報告及び2008年準備計画報告
・2007年度は繰越金を残すことができ、30社以上のマスコミに取り上げられ成功したと言える2007年度は繰越金を残すことができ、30社以上のマスコミに取り上げられ成功したと言える
・2008年も準備がスタートし、準備委員会を経て運営委員会も実施されている（毎月１回）
・実行委員会も月に１回ないし２ヶ月に１回のペースで開催し、運営委員会の報告を行う
・昨年の日本側実行委員会は、今年は支援委員会としておまつりをサポートする

組織表に関して
・実行委員会が主催となり、支援委員会は実行委員会をサポートする
・運営委員会は統括・幹事団・team団で構成される
・幹事団は運営がスムーズに進むようとりまとめを行う
・team団で細かい内容を議論していく

基本計画案に関して
・いろいろな韓国いろいろな日本をテーマに9/27～9/28、ソウル広場と清渓川広場を使用予定
・会場をゾーニングする（ソウル広場・清渓川広場とも）
・おまつりを静と動で構成
・静は星をデザインしたライティング（企画中）+秋田竿燈のような光で演出
・動はよさこいアリラン等の踊りで演出

実行予算案について
・現状総事業費10億7900万Wの予定
・予算案は準備の進行状況を踏まえ、毎月見直していく

協賛金プランについて
・3000万W以上支援の企業にはPRブースを提供（昨年はなかった部分）
・韓国企業へは文化院から働きかけ、在韓日本企業へはSJCを中心に、日本企業に関しては支援委員会
より働きかけを行うより働きかけを行う

その他
・昨年のカンガンスルレのように最後に盛り上がるようなものを企画しているのか？
↑計画中。また参加者同士の交流も計画中
・外務省の青少年大交流計画を使い1000人の高校生が参加する（15カ国5000人の枠の内、韓国で1000
人枠をもらった）
青少年の話し合いの場 スピ チ大会のようなものを開催するのはどうか・青少年の話し合いの場・スピーチ大会のようなものを開催するのはどうか
・ソウル広場は使えるのか？
↑いろいろな方面から働きかけをして、ほぼOKはもらった。（書類上の申請は2ヶ月前から）
・提灯は仏教のイメージがあるか？←ある （協賛企業訪問の際、指摘があった）
→星ならば宗教色も強くなく問題ないのではないか
・日韓間に政治的な問題も発生したら、様々な影響が出ると考えられる。それが心配だ
↑どんな問題が起きても、規模を縮小するなり場所を変更するなりしてでも行う。リスクは無視でき
ないが、何があってもやるという強い意志を持って臨む
・大学で講演した際 反応がよかったので日文学科のある大学にコンタクトをとっていく・大学で講演した際、反応がよかったので日文学科のある大学にコンタクトをとっていく
↑大学生ももちろんの事ながら、高校生にもアピールするべきだ
・いろいろなおまつりを集めるのと同時にソウル独自のおまつりをつくりたい（オリジナル性を出す
必要がある）
・おまつりを継続させるため、頂いた貴重な意見を参考にし準備を進めていきたい
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2008年8月11日
日韓交流おまつり2008 in Seoul第２回実行委員会 議事次第

日時：８月１１日（月）１２時～
場所：ロッテホテル３６階 バンケットルーム ピーコックスイート

■議題 （議事進行：高橋運営副委員長）
金容雲実行委員長、開会のご挨拶
成田豊支援委員長のご紹介およびご挨拶
出席者および前回議事録の確認（高橋）
前回実行委員会・前回支援委員会の報告
３．2008年おまつり活動報告と今後の予定(今西)
運営委員会活動の状況および運営スケジュール、広報活動、「おまつり本」出版予定
基本計 （案） 説 （今 ）４．基本計画（案）の説明（今西）
演出構成の基本展開案

５．出演団体（日本側・韓国側）（今西）
日本側・韓国側の出演団体一覧

６．実行予算案（今西）
第３次実行予算・業務委託契約（AMAX、ECH）

７．支援金の現況報告（今西・高橋）
助成金・協賛金などの支援金（公的助成金・韓国企業・SJC関係・日本側など）

８ 日韓の政治情勢と文化交流行事への影響（高橋）８．日韓の政治情勢と文化交流行事への影響（高橋）
ソウル広場開催について、安全の確保、後援状況（韓国政府機関、ソウル市など）
■次回の予定：2008年9月27日（土）12時ごろ、実行委員会・支援委員会合同

参考資料
第1回実行委員会（Seoul）議事録
第1回支援委員会（東京）議事録
運営委員会活動報告書
基本実行計画要約書基本実行計画要約書
大会までの運営スケジュール表
第３次実行予算案
支援金現況（8月8日）
出演団体一覧表
2008年実行委員および支援委員名簿
2008年委員会組織表
支援金プラン（韓国側事務局：AMAX）

第２回実行委員会議事録
８月１１日(月) 12：00～14：00 ロッテホテル36階 ピーコックスイート

議事次第
・2008年おまつり活動報告と今後の予定
・日韓の政治情勢と文化交流行事への影響
・実行予算案実行予算案
・支援金の現況報告
・基本計画(案)の説明

金容雲実行委員長ご挨拶
成田実行委員（支援委員長）ご挨拶

議事の進行
2008年おまつり活動報告と今後の予定（今西運営委員長）2008年おまつり活動報告と今後の予定（今西運営委員長）
・今までの運営委員会と実行委員会の開催日程の報告と、今後の開催予定についての報告
・おまつり本を現在作成中、おまつりの前に発刊予定
↑新聞社の出版部で書評がでるようにお願いするといいのではないか。前もって新聞社などに本
の紹介などをしてくれるように働きかけてはどうか。
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・本は３００ページに渡り、内容も充実したものになっている。価格は日本は2千円、韓国では1
万ウォン（お札一枚で買えるようにするため） 発行部数は2千部を予定
↑（成田委員）単なるPRのための本ではなく、日韓のお祭りの歴史を掘り下げるような学術的
な本だと思う。ぜひ日本国内でもＰＲし、書評を書かせたい。
・おまつり本のゲラ刷りを実行委員会の方々に紹介

日韓の政治情勢と文化交流行事への影響（高橋運営副委員長）
・「島の問題」を巡る日韓間の対立が顕在化して以来、「おまつり」に及ぼす影響が懸念されて
いる。
・この問題が日韓の地方自治体間の交流にも影響を及ぼし、多くの地方交流が中断されている。
日韓の姉妹都市間で「おまつり」にあわせて青少年を交流させる企画を推進してきているが、こ
れに影響が出てきている。今後の姉妹都市間のやり取りを見極める必要がある。
・最近はデモも収まりつつあるが、9月末に完全に沈静化し100％安心と断言するのは困難

市 広場 利 許 す 答 寄 が 後・ソウル市においては、ソウル広場の利用については許可するとの回答を寄せてきているが、後
援名義の付与については不可との回答である。文化体育観光部及び外務通商部は後援名義の付与
を行う旨の回答を寄せてきている（但し外通部は今後の状況次第で取り下げもあるとの留保付
き）
・文化体育観光部に関しては、ユウ・インチョン長官自ら後援名義の付与を即決して頂いただけ
でなく、ソウル市に対しても後援名義を出すよう働きかけていただいた。(→実現には至らず)
・「おまつり」の東京開催についてもユウ・インチョン長官が文化体育観光部の長になられたこ
とで、文化部が前向きになってきている。しかし、資金問題、組織化が可能か、など課題がある。
文化部には この秋のソウルでのおまつりが成功しなければ 東京のおまつりにつながらない→文化部には、この秋のソウルでのおまつりが成功しなければ、東京のおまつりにつながらない
と伝えてある。
・文化体育観光部の支援は重要な保険であり、このような保険を一つでも多くかけて望む必要が
ある。チェ・ソンヨン大使からはこのおまつりが高度な文化行事であるとのイメージを前面に押
し出すために、カリスマアーティストの出演を実現すべきとのアドバイスをいただいた。

実施が困難な状態に陥ったとき、どうするのか？
場所を変える→この時期、市の施設はいっぱい 大学路でも非常に厳しい。
延期する→冬 または来年の春に同じ場所でできればいいのだが延期する→冬、または来年の春に同じ場所でできればいいのだが。
やめる→最悪の状況がない限り、避けたい。

各実行委員からのご意見
金容雲委員長：韓国で寒い冬におまつりをやるのは無理がある。今年やることについては今のと
ころ楽観視している。今のままで進めて差し支えないのではないかと思う。ぜひ今年中にやりた
い。今まで準備を進めてきた意義はそこにあるのではないだろうか。ぜひ100年続けられるおま
つりにしたい。
姜信浩委員 ：できれば今年中にしたいが 無理なら冬は避け 来年の春にするのがいいと思う姜信浩委員 ：できれば今年中にしたいが、無理なら冬は避け、来年の春にするのがいいと思う。
李承潤委員 ：日韓関係は非常に長い関係があるわけで、このような短期的な問題でこの計画を
つぶしてしまうのはよくないと思う。もし問題が起きても、それを契機に日韓の友好関係を築く
ための一つの反省材料になるのではないか。延期をするとしても、いつまで延期をするのか。島
の問題はいつでも起こる。長期的な友好関係を築くためにも、予定通りに実行するのが重要だと
思う。
高杉委員 ：民間交流の中でおまつりは非常に効果がある。ぜひ120年続けたい。一回でもく
じけたら後に響くと思う。こんな時期だからこそこの予定通り行うべきではないだろうか。万一
何か起こったとしても 韓国の市民は「おまつり」をやったことへの非難より 純粋なお祭りに何か起こったとしても、韓国の市民は「おまつり」をやったことへの非難より、純粋なお祭りに
対して問題が起こったことに対して非難をするはずである。ぜひ予定通り進めてほしい。
村上委員 ：ＳＪＣでも色々な議論があったのは事実だが、この時代を支えてきたのは民である
という思いが非常に強く、こんな問題が起こっている今だからこそ、ぜひおまつりを成功させて
ほしいと願っている。ただ安全の確保などはぜひ行っていただきたい。また、メディアを通して
キャンペーンを行い、このおまつりの重要性を市民にわかってもらえるようにしたらどうだろう
か。
夫伯委員 ：「おまつり」は何よりもずっと続けていくことが大切であると思う。そして、日韓
関係とは不安定になりがちなものなので、そのたびに起こる問題についていかに対処していくか関係とは不安定になりがちなものなので、そのたびに起こる問題についていかに対処していくか
ということが重要である。今年の後半に今度は日本の高校の教科書で、独島関連のイッシューが
生じる可能性もある。早い場合ならば、9月末に日本政府から高校の指導要領のパブリックコメ
ントが出て、その約1ヵ月半後に指導要領、その2ヵ月半後に高校の指導要領に関する解説書が出
る
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可能性がある。ただし、これはあくまでも可能性の話である。また、今は夏休み・バカンスのシーズ
ンでもあり、割と静かではあるが、9月以降再びろうそくデモが起こるという可能性も有り得るであ
ろう。つまり後半期の日韓関係と内政の状況は未だ不確実・不安定であると言えるのであり、した
がって、万一市庁前でできないようなことが起った場合のシュミレーションについても十分に考えて
おく必要性がある。万一そのような場合に、最大限に不利益・被害を少なくするという万全の準備をおく必要性がある。万 そのような場合に、最大限に不利益 被害を少なくすると う万全の準備を
整えながらの推進が大切である。個人的にはぜひとも市庁前でやってほしいと思っている。

高橋(礼)統括公使：こういう時期だからこそ「おまつり」をやるのだという意見に非常に感銘を受け、
またぜひその方向で進めていただきたいと思っている。おまつりが一般の文化行事と違うのは、それ
が参加型の行事だということで、市民がみんなそれに参加しているという感覚を生み出すのがいいと
ころでもあるが、それだけに十分な注意を払わねばならないということである。
現実に「おまつり」ができなくなるのはどういう状況か ①警備が困難であると、警備当局がそのよ
うな結論を出した場合 ②政治状況を見たうえで、これをやることでマイナスが大きいと判断せざる
を得ない場合（支援金を出してくれた企業などに迷惑がかかるなど）
（夫伯さんから教科書の話はあったが）大使館から見ると、現実にこれからどういうスケジュールで
何が起こっていくのかと、はっきりしたものはない。基本的にはこの熱意と努力によって、予定通り
に行うのがいいのではないかと思う。ただ、そうできなかったときのプランを立てることが必要であ
る。
成田支援委員長：これは日韓関係をよくするためのおまつりだと感じた。こういう状況ではあるけれ
ども、双方の理解を高めるためにやろう。今これをやることで1つの道が開けるという発想でやって
行ったらどうだろうか。東アジアの発展のためには日韓、日中、韓中の関係は非常に重要なわけであ
るから、これで日韓の関係をさらに強くするのだと考え、将来を見据えてやって行こう。

実行委員会結論
・おまつりは予定通り実行する
・8月19日の運営委員会でスタートをかけ、8月31日に最終的な結論を出す
↑8月31日に最終的にやると決めた時点で、何があっても実行する
・リスクは覚悟しなければならないが、何か発生した場合も被害は最小限に食い止める

実行予算案（今西運営委員長）実行予算案（今西運営委員長）
・総事業費7億900万ウォン（助成金を利用した参加費を含まない）
・収支バランスでは昨年の余剰金（今年の準備金）を含めてプラスマイナスゼロの状況である。ただ
し、内容は厳しく、広報費をかなり削り、また現在、運営委員会から出すお金が大きい出演団体に一
部自己負担で来てもらえるようにお願いしているがそれが実現しての金額である

支援金の現況報告（今西運営委員長）
・去年に比べて支援金額が少なくなっている
ＳＪＣと韓国企業を併せた入金金額は1億4千万ウォン 入金した企業とは別に支援意思表明してい・ＳＪＣと韓国企業を併せた入金金額は1億4千万ウォン、入金した企業とは別に支援意思表明してい
る企業の入金見込み金額は2億9千万ウォンであり、予定の6億ウォンには1億7千万ウォン不足してい
る。
・各企業に対する働きかけをこれからもさらに行うつもりであるので実行委員のご協力をお願いした
い。

基本実行計画(案)の説明（今西運営委員長・黄監督）
・基本実行計画要約書に沿って当日の流れを（フィナーレまで）説明
・出演団体は日本側から２０団体 韓国側から１５団体の予定・出演団体は日本側から２０団体、韓国側から１５団体の予定
・会場演出はソウル広場の周りに展示コーナーを３つ設置
↑（夫伯委員）去年、テントで覆われ、中で何をしているのか全く見えなかった。外から見えるよう
なＰＲの仕方を考えるか、ソウル市庁がその日休みだったら、市庁前にコーナーを移した方がよいの
ではないか。また、周囲に大きなバスを駐車させないようにすべきである。
・28日20時半～人と人との交流をするために、日韓交流会を開く。場所はまだ未定。
↑（高橋運営副委員長）去年までは金曜日の夕方やっていたが、今年はおまつりに出演した団体全て
にゆっくり参加してもらい、交流を深めてもらおうという趣旨で、日程を変更した

44



1.5  支援委員会

１．概要
（１）目的：ソウルで行われる「日韓交流おまつり」を成功させるために、日本国内の有識者、有力
者が側面支援を行う者が側面支援を行う。
（２）方針：「日韓交流おまつり」の開催・運営に関する議決権を有する実行委員会を韓国に構成し、
日本においては、実行委員会、運営委員会に対する諮問や支援を行う支援委員会を構成する。

２．構成
「日韓交流おまつり２００７ in Seoul」日本側実行委員会委員を念頭に、メンバー数を１０名程度と
する。委員長を１名、副委員長を１名選任する。

３ 具体的な業務３．具体的な業務
（１）行事の運営・演出等に関し、様々なアドバイスを提供する。
（２）日本の新聞やテレビ等の報道機関でもより多く取り上げられるよう、「日韓交流おまつり」の
広報に努める。
（３）スポンサーシップに関する在韓企業への働きかけにつき、実行委員会の要請を受けて、日本に
ある本社等への側面的働きかけを行うことも検討する。

４．開催頻度
必要に応じて開催（例えば ２ヶ月に１回程度 実行委員会開催日の直前に開催することを検討す必要に応じて開催（例えば、２ヶ月に１回程度、実行委員会開催日の直前に開催することを検討す
る）。

５．事務局
事務局は、日本側運営事務局である（株）イベンﾄアンドコンベンションハウスが行う。

（了）

平成２０年７月１5日
日韓交流おまつり2008 in Seoul 第１回支援委員会 議事録

期日 ：平成２０年７月11日（金）午前10時00分～12時00分
場所 ：株式会社電通本社会議室

議事録議事録
司会進行 高橋妙子 在大韓民国日本国大使館 公使 公報文化院長

挨拶 （石川 和秀 外務省アジア大洋州局 参事官）
●伊原に代わり、本年４月に着任した。「日韓交流おまつり」については、昨年の大成功に引き続き、
本年も成功裡に終わるよう政府としても協力していきたい。
●特に、支援委員会（仮称）では、行事内容へのアドバイス、広報面、財政面での御支援、御協力を
いただきたく、本日も活発な議論をお願いしたい。
●２月の福田総理訪韓に続き、4月に李明博大統領が訪日し、シャトル首脳外交が復活した。日韓間で
は、新時代を築くモメンタムが高まっている。４月の日韓首脳会談では、首脳間で「日韓交流おまつ
り」についても言及した。
●本年は、「日韓観光交流年」であり、政府としては、日韓の姉妹都市間における中高生の交流プロ
ジェクトを「日韓交流おまつり」に合わせて実施したいと考えている。

支援委員会設立趣旨説明および委員の紹介（高橋 妙子運営委員会副委員長）
●（支援委員会の設立趣旨につき、別紙「支援委員会（推進計画）」に基づき説明した後）昨年は、
韓国側・日本側それぞれに実行委員会があり、委員長も並立されており、対外的にもわかりにくく、
また事故・事件のあった場合の責任の所在の問題もあった。また、日本側実行委員会の方からも、日
本側実行委員会の役割が不明確であるとのご指摘を頂いていた。そこで今回は、外務省とも相談をし
た結果、日本側の組織について、その役割を明確にし、名称及び業務を提示させてもらった。皆様の
ご賛同をいただければ、今後の日本側の委員会は、支援委員会で統一していきたい。
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●委員会メンバーは、成田委員長以下１１名の方（別紙）で構成する予定であるが、御意見等あ
れば伺いたい。
※委員から異議はなく承認いただいた。

３．御挨拶（成田 豊 支援委員会委員長 （株）電通 最高顧問）
日韓関係は、非常に重要であり、これまで３回続いている「日韓交流おまつり」を今後も継続

していく必要がある。特に皆様の御協力をお願いしたい。

４．2007年事業報告と2008年おまつり準備経過報告（今西肇運営委員会委員長）
●2007年事業報告
別紙「2007年事業報告書」に基づき説明。
●2008年準備経過報告●2008年準備経過報告
別紙「準備経過報告」に基づき2007年の準備委員会から、運営委員会への移行・実行委員会開催に
ついて2008年との対比をした表で説明。今後の予定に関し、支援委員会は、８月に第２回会合を開
催した後、本番直前の９月26日にソウルにて実行委員会と合同の会合開催を考えている旨説明。

５．２００８年組織表（今西肇運営委員会委員長）
●別紙「組織と主な活動内容」に基づき説明。
昨年との違いについて
実行委員会は、ソウルにひとつ。日本側は支援委員会。運営委員会に、幹事団とTeam団を設けて実行委員会 、 。日本側 支援委員会。運営委員会 、幹事団 団 設けて
運営がよりスムーズに進むようとりまとめていきたい。
６．基本実行計画要約書について（今西肇運営委員会委員長）
●別紙「6/30付 基本実行計画要約書」に基づき、概要以下の内容を説明。
本年は、ソウル市庁前広場と清渓川広場の２か所で開催し、パレードはないが、ソウル広場中央部
にパフォーマンスゾーンを設ける。市庁前広場については、ステージと３つの交流ゾーンを中心に
する予定。本年は開会式を初日（９月２７日）の夜に開催し、終了後（28日（日））に参加者全員
が参加する交流会を予定。すでに「日韓交流おまつり」のホームページが立ち上がっており、ボラ
ンティア募集についても、現在、大学生を中心に１５０人の参加希望が寄せられている。
●参加者の発言
（飯島委員）基本的にはこの方向でよいのではないかと考える。他方、最近、韓国では大規模デモ
等が発生しており、「日韓交流おまつり」の際にも韓国の社会不安が継続している場合、どう対処
していくのか。
（今西運営委員会委員長）ろうそくデモが、宗教色の強いデモに変わってきている。宗教団体の集
会が、ソウル市庁前広場を使う場合は、ソウル市としてはこれを断れないので、「日韓交流おまつ
り」のために使用申請をしておいても、キャンセルせざるを得ない場合がある。実際、ソウル市庁
前で予定されていた行事が最近のデモのためにキャンセルされている。今後、夏休みや韓国の秋夕
（ 盆）が終 どうな く 推移を 守 た 韓 事務 あ 営を行う（旧盆）が終わり、どうなっていくか推移を見守りたい。韓国事務局でもあり、運営を行うAMAX
とは、場所の変更や延期の場合を考慮して、２段階の契約とすることを考えている。
（飯島委員）お金・運営の面で運営委員会として腹づもりをしておく必要がある。特に、屋外で開
催される行事であるため、安全を考えた防衛策をとる必要があるのではないか。充分に予算をとっ
ておくことが必要であり、昨年とは違った意味で運営委員会の責任が大きくなるだろう。
（今西運営委員会委員長）昨年までは、運営委員会のメンバーは８０％が日本人であったが、今年
は韓国側の人員を増やした。また、会場警備についても、事故が起こった時を想定し、対処方法を
検討している。
（成田委員長）（成田委員長）

ソウルのデモの状況はどうか。
（今西委員長）
日本の報道と現地で受ける印象は相当の開きがあると思っている。だからといって対策をおろそか
にするということではなく、状況判断を的確にしていきたい。
（成田委員長・飯島委員）

基本的には、その状況判断が的確になされるかどうかが重要である。
（今西運営委員会委員長）

規模を縮小しても 場所を変えても実施したい規模を縮小しても、場所を変えても実施したい。
７．実行予算案について（今西肇運営委員会委員長）
●別紙、6月9日付 第１次実行予算書に基づき説明。
現状、昨年より2割ほど縮小した予算を組み立てている。
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●質疑応答
（飯島委員）日本側の支援金に関し、ソウルジャパンクラブの会員企業への要請を計画しているが、
ソウルだけでなく、韓国全体（たとえばプサン、ウルサンなど）の企業に支援要請をしたらどうか。
（今西運営委員会委員長）ＳＪＣを通じ、検討していきたい（今西運営委員会委員長）ＳＪＣを通じ、検討していきたい。

８．協賛金プランについて（今西肇運営委員会委員長）
●別紙、「協賛金趣意書」冊子に基づき、説明。特に、支援金額に伴う広報基準について、詳細に
説明。
●質疑応答
（飯島委員）本協賛金プランを例年どおり、日韓経済協会の会員企業に送付したいと考えるが、日本
側の支援金募集の最終締め切りは、８月25日でよいか。
（今西運営委員会委員長）全て８月２５日でよい。（今西運営委員会委員長）全て８月２５日でよい。
（飯島委員）企業による協賛額に関し、グループ企業については、グループで合計表示をしてほしい。
韓国側と日本側でそれぞれグループとして支援する企業もあるので、グループ合計額で広報基準を考
えてほしい。
（今西運営委員会委員長）昨年もキャノンなどがグループとしての取扱を行っている。本年もその方
向で考える。

９．その他の質疑応答

（飯島委員）実行委員会・運営委員会のそれぞれのメンバーは決定しているのか。
（高橋運営委員会副委員長）（別紙、一覧表により説明し）、支援委員会の委員長である成田委員長
が、実行委員会のメンバーに加わることとなる。また、黒田福美委員からは、実行委員会に参加した
いとの希望が寄せられ、6月9日段階では実行委員会メンバーに加えられているが、その後、支援委員
会への参加意思が確認されたことから、黒田福美委員は、支援委員会メンバーとなる。
（成田委員長）「日韓交流おまつり」を120年続けるおまつりにしたいという発言があったが、これは
どういう趣旨か。
（高橋運営委員会副委員長）実行委員会メンバーでもある高杉さんが運営委員会顧問として常に言わ
れていることだが、日本とタイは、120年の友好の歴史がある、それに比して日韓関係は重要と言って
もまだ40年だ、これからまだまだ友好関係を続けていかなければならない。そのシンボルとしてのお
まつりも120年続けるくらいの気持ちでやろうということを言われている。そういう意味での120年で
ある。
（成田委員長）「日韓交流おまつり」だけでなく、スポーツや若者交流等、「日韓交流おまつり」を
通じて日韓関係を如何に発展させていくかを考える必要がある。
（飯島委員）「日韓交流おまつり」を韓国だけでなく、日本でも実施するという相互交流も考えるべ
きではないか。
（ 参事官） 韓首脳会談 も 間 交流を活発 しようと う点を確認し 青少年交流を拡大（石川参事官）日韓首脳会談でも両国間の交流を活発にしようという点を確認し、青少年交流を拡大
しようという機運が高まっている。そのような中、「日韓交流おまつり」を如何に活用していくか、
どのように位置づけていくのかにつき、長期的な視点で見ていきたい。本年は「日韓交流おまつり」
に合わせて、姉妹都市間の青少年交流プロジェクトを実施しているが、来年以降についてもよく考え
ていきたい。
（今西委員長）若者のお祭りに対するイメージも変わってきている。若者がおまつりに関心がないか
というとそうではなく、変わらずに続いている。日本のよさこいソーラン、韓国のよさこいアリラン
などそれぞれすばらしいおまつりがある。発表する場とともに、日韓の若者がともに一緒に踊れる場
を提供していくことも必要だと考えるを提供していくことも必要だと考える。
（飯島委員）「おまつり」というのは、企業から見ると遠いところにある。事業の寄附に頼るだけで
いいのかどうか、考える必要がある。おまつりを中心に、文化交流事業に作り上げていき、その中で
地域間の交流を盛んにしていく必要がある。例えば、秋田竿燈の場合には、秋田と姉妹都市交流をし
ている地域の人と一緒に踊る、徳島の阿波踊りなど韓国ではなかなか見られない踊りも韓国人が一緒
に踊ることとなればすばらしい。
（成田委員長）２００５年の日韓友情年の際のおまつりは、韓国側からの提案もあり、一緒にやるこ
とになった。現在、竹島問題等、様々な問題もあるが、「日韓交流おまつり」等の行事を通じ、お互
い分け隔てなく参加できるものを広げていく必要がある また 企業が支援するのに広がりがあったい分け隔てなく参加できるものを広げていく必要がある。また、企業が支援するのに広がりがあった
ほうが良い。
（依田委員）来年の5回目を目指し、こうした考え方を反映していくと良いのではないか。
（榎木丸委員）地域間交流という観点でいえば、様々なレベルで交流が盛んになってきている。日韓
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ワールドカップの開催時、また今回の洞爺湖サミットなどでも、日本では外国の方をうまく受け入れ
ている。こうした地域間交流の場合、地元の高校などの参加については、ローカルな話題として各地
域の局で発信しやすい。昨年の実行委員会でも述べたが、様々なおまつりが並んでいると、どこに焦
点を当てて発信するかが難しくなる 如何なる点を発信するか コアになる点を 全面的にだしてい点を当てて発信するかが難しくなる。如何なる点を発信するか、コアになる点を、全面的にだしてい
くことが必要。

（今西運営委員会委員長）本年の「日韓交流おまつり」開催に当たっては、コアとなるテーマを２つ
考えた。一つは「ひかり」であり、現在いろいろな問題もあり、調整中ではあるが、秋田竿燈や米子
万灯、ソウルでの星の演出など光をモチーフにした団体の参加を呼びかけている。もう一つのテーマ
は、韓国語の「ハンマダン」という言葉で表されるように、皆でソウル広場に集まって一緒になって
踊りたいと考えている。

「日韓交流おまつり2008 in Seoul」 第２回支援委員会・報告
期日：2008年8月28日（木）
時間：午後4時30分～5時30分
場所：(株)電通 44階 第8会議室

議事次第議事次第
１．委員長挨拶
２．新就任委員の紹介
３．第3回実行委員会報告（高杉暢也・実行委員）
４．実行予算案・協賛金の現況報告（高杉暢也・実行委員）
５．事業準備経過報告（事務局）
６．その他 広報資料（事務局㈱電通）

□配布資料
①第2回支援委員会（本日）ご出席者名簿 ②支援委員会委員一覧
③実行委員会委員一覧 ④実行予算案 ⑤協賛金募集現況
⑥実行計画案要約書 ・

主要議題
実行予算案について（高杉実行委員）
第3次実行予算案709,000万ウォンについて、項目別の詳細を説明、この予算は当初予算754,500万
ウォンに対して、ぎりぎりにつめたこれ以上下げると質の低下を招かざる得ない予算案であることの
説明。

現在の協賛金の募集状況（高杉実行委員）
韓国企業427,750万ウォン、日本側企業260,350万ウォン、計688,100万ウォンであり、日韓企業の予
算額600,000万ウォンに対しては、88,100万ウォン・オーバー迄きており、この点については先ず厚
く御礼申し上げたい。
日韓の比率では、日本40／韓国60が現状であり、昨年の49／51のほぼイーブンまで持っていきたい。

３ 委員長 委員より３．委員長・委員より
・昨年は、繰越金として活動資金が日本円で1,400万円弱出来たが、本年度は予算までもっていくこ
とが出来たとしても次年度繰越金な０円の状況であることを先ず確認したい。
現状では、３次予算に対して約210万円の不足、当初予算に対して約700万円の不足である。
・残りぎりぎり迄、あと800万～1,000万円を目標とすることを、本委員会の共通認識事項であるここ
とを確認し、皆様のご協力をお願いしたい。

４．その他：事務局：㈱電通
広報資料案についての報告広報資料案についての報告

（了）
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1.6  実行・支援合同委員会

2008年9月27日
日韓交流おまつり2008 in Seoul 第１回合同委員会 議事次第

日時：９月２７日（月）１２時～
場所：ロッテホテル３６階 バークレースイート

■議題 （議事進行：高橋運営副委員長）
金容雲実行委員長、開会のご挨拶
成田豊支援委員長のご挨拶
出席者および前回議事録の確認（高橋）
前回実行委員会・前回支援委員会の報告前回実行委員会 前回支援委員会の報告
３．2008年おまつり運営委員会活動報告(今西)
支援金報告、実行予算報告、広報活動、「おまつり本」出版報告ほか
４．「日韓交流おまつり」行事概要の説明（今西）
全体シナリオ
５．大交流会の予定（高橋）
規模、式次第
６．その他（来年以降のおまつりについて）（高橋）

準備資料
第２回実行委員会（Seoul）議事録
第２回支援委員会（東京）議事録
支援金報告書
実行予算書
事前広報活動報告書
おまつり本
パンフレット・リーフレット・ポスター
大交流会式次第
2008年実行委員および支援委員名簿
2008年全体委員会組織表
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第１回合同委員会議事録
９月２７日(土) 12：00～13：30 ロッテホテル36階 バークレースイート

議事次第
・金容雲実行委員長、開会のご挨拶
成田豊支援委員長のご挨拶
・出席者および前回議事録の確認
・2008年おまつり活動報告
・「日韓交流おまつり」行事概要の説明
・大交流会の予定
・その他（来年のおまつりについて）

議事の進行
実行予算案（今西運営委員長）
・支援金総計 12億7090万ウォン
・収入（使える金額）９億9128万ウォン 支出（総事業費＋税金）９億1842万ウォン
・来年度への準備金 7285万ウォン
・成田支援委員長のご尽力もあり、おまつりは黒字で来年度への準備金も残せた。

2008年おまつり活動報告（今西運営委員長）
・事前広報についての説明
おま り本を支援 実行各委員に配布・おまつり本を支援・実行各委員に配布
↑これが我々の理論的な背景であり、ある意味これが出発点となる。

「日韓交流おまつり」行事概要の説明（今西運営委員長）
・ガイドブックに沿い、おまつりの流れの説明
・チェ･サンヨン大使のアドバイスにより、キムドクスさんへの出演交渉が成立（無料で出演し
ていただけることになった）
・「海外ネットワーク」というNHKの番組で取り上げられ、生中継されることになっている。
昨年もご指摘いただいた警備については警備会社の社員に常駐してもらい 暴力的なものはも・昨年もご指摘いただいた警備については警備会社の社員に常駐してもらい、暴力的なものはも
ちろんのこと、政治的な抗議行動についても速やかに排除してもらう意向。
↑暴力問題が大きくなったら直接警察に通報されるよう手配済み

大交流会の予定（高橋運営副委員長）
・重家大使と金容雲実行委員長の共催という形で行われる予定
・参加希望者が多く、一室では入りきらないので、他の部屋（200名収容可能）も準備した。
その他（来年のおまつりについて）（高橋運営副委員長）
背景背景
これまで何度か韓国側から東京で開催したいという話があったが、今まで立ち消えになっていた。
しかし今回、韓国側支援企業からも東京開催について照会を受けることが何度かあったり、先日
のプレス発表でも、記者から東京開催についての質問があった。こうした中で、文化体育観光部
は、これまではなかなかできなかったが、ぜひ来年は実行に移したいとの考えで、立ち上げのた
めの予算を確保したとの情報も入っている。一方、ソウルはソウルで続け、東京とソウルで1年
に2回開催したら良いのではとの考えもあるようである。おまつりの準備は1年がかりのため、今
回のおまつりが終わったら、来年の開催方針について、すぐに結論を出さなければならない。お
まつりには多くの関係者がおられるので 本日の合同会合で結論を出せる話ではないが ここにまつりには多くの関係者がおられるので、本日の合同会合で結論を出せる話ではないが、ここに
問題提起をさせて頂いた上でとりあえずの御意見を賜りたい。

〈各委員からのご意見〉
金容雲実行委員長：当初から黙示的に東京開催の話があった。韓国のマスコミからも日本で
やったら盛り上がるのではとの意見があり、個人的にも何とかして東京で開催したいと思ってい
る。東京開催に向けて、雰囲気作りをしていけたらいいのではないだろうか。
小倉支援委員 ：ぜひ東京で開催してもらいたい。お祭りは実際に見るのと、印刷されたもの
を見るのでは全く印象が変わってくる。実際に見たらこんなにすばらしいものはないと実感できを見るのでは全く印象が変わってくる。実際に見たらこんなにすばらしいものはないと実感でき
るのではないだろうか。日本に住んでいても、普段他の地方のお祭りは見られない。実現させれ
ば、日本の世論を盛り上げられ、2010年の日韓併合100年に向けて、日韓友好の雰囲気を盛り上
げる重要なイベントになるのではないだろうか。
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成田支援委員長：中央日報でもこの件について取材を受けたが、場所や組織などについて、実際難
しい問題が起こるのではないかと思う。実行委員会と外務省とも相談し、開催場所と時間を検討し
ていくべきだと思う。
夫伯実行委員 ：『予算』が取れたならば、次に考慮されるべきは『組織』であると思う。韓国に
は「石も10年見つめれば穴が開く」、そして「至誠、天も感ずる」という諺があるが、今回の『お
まつり』がこのようにすばらしい状況・環境で行なえるようになれたのも、この一年もの間、日韓
の友好に向けて必至に闘ってこられた、今西委員長・高橋副委員長をはじめとする運営委員会の皆
様の、至誠の努力の結果・賜物であるに違いない。日本で開催する場合にも、これほどまでにすば
らしいボランティアの組織を創れるのであろうか。日本でやることに対しては大賛成である。日韓
関係において文化交流は非常に重要な位置を占め、日本側においてそうした大切な現象は韓流であ
ると言え、日本の社会には韓流を好む層が形成されているので喜ばれるだろうし、更に日本におけ
る韓流現象の活性化にも繋がるであろうと思われるので とても良 と思うる韓流現象の活性化にも繋がるであろうと思われるので、とても良いと思う。
村上実行委員 ：本件は、SJCでも議論をしたことがある。2009年、2010年は歴史的な年であるし、
実際に東京で開催できれば意味があると思う。しかし、誰が責任を取るのか、ビジネスに携わる者
として気になるところである。SJCの寄付体制や今までの形態を見ると、責任体制に不安を感じてい
る。しかし、開催するという意識が固まりさえすればできるのではないかと思う。2009年、2010年
は日韓にとって重要な年でもあるし、開催は意義がある。政治を超えて、日韓関係を引っ張ってき
たのは、文化や経済といった「民」の力であるということを再確認できるのではないだろうか。責
任ある母体が必要である。
阿部支援委員（代理）：阿部支援委員（代理）：
日韓文化交流のためには、日本でも開催されれば結構なことである。但し、来年の東京開催につい
ては、いろいろと難しい問題があるという只今のお話もあり、日韓の関係者間で協議のうえ東京開
催ということに決定した場合には、外務省、大使館とも相談のうえ、当基金の立場で支援できるこ
とは積極的に支援したい
石川外務省アジア大洋州局審議官：
交流という観点からは、日韓で交互に開催することに意義があると思う。実行委員の方々の総意に
より、来年は日本で開催しようということを決定すれば、日本政府としてできるだけ支援をする意
向である 市民交流が主眼となり みんなのボランティア精神に基づいて 政府として側面から支向である。市民交流が主眼となり、みんなのボランティア精神に基づいて、政府として側面から支
援していきたい。「日韓交流おまつり」が一層発展することを期待している。
高杉実行委員 ：日韓間に問題があっても、日韓交流おまつりが灯台の役割を果たしてくれればと
考えている。最初から関わってきたこのおまつりがひとつのよりどころとなっている。ぜひ心が１
つになるイベントにしたい。継続は力なりと言うが、やはりこのおまつりも一回も休んではならず、
継続しなければならないと思う。交流ということを考えると、交互にやるのが一番望ましいと思う。
成功のファクターとして不可欠なものに、①資金面、②どうやって運営するのか（ボランティア組
織等）、③心を引き継げるか、という３つがあると思う。（東京で開催するのであれば）今までの
ものを生かして継続し ノウハウを引き継ぐ必要がある またそれと同時に おまつりの心も継続ものを生かして継続し、ノウハウを引き継ぐ必要がある。またそれと同時に、おまつりの心も継続
させなければならない。おまつりを支えるみんなの心が重要だと考える。
金照雄運営委員：東京でおまつりを開催するにしても、やはり中心となる人物が重要だと思う。今
西運営委員長と高橋運営副委員長が中心となり、日本のボランティアに仕事を振り分ければ東京で
の開催も可能なのではないかと思う。
松永支援委員 ：おまつりは継続することが大切と考える。日本で開催するためには組織（韓国版S
JC）作りが重要であると思う。

金容雲実行委員長：実行委員会の結論としては、おまつりを１年に２回行うのは現実的ではない。金容雲実行委員長：実行委員会の結論としては、おまつりを１年に２回行うのは現実的ではない。
東京でおまつりを開催するか否かは、これから更に検討していく。色々な意見があがったが、ここ
までやってきた皆さんの熱意を更に持ち上げていくには新しいことに挑戦するのがいいのではない
だろうか。
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２．事務局活動

2.1 実行委員会事務局

2 1 1 業務概要2.1.1 業務概要
・実行委員会、運営委員会等の会議のサポート
会議開催時は、会議開催のお知らせ、出欠の集計、当日の議事次第等の資料を作成し配布し、会議

終了後、議事録を作成。
・情報管理
おまつりに関する全ての情報、データの管理。

・資金管理
寄付金等の申請書作成、及び申請、受け取り等の諸手続き。経費、契約金等の支払い。
協賛企業からの問い合わせ対応 連絡協賛企業からの問い合わせ対応、連絡。
・契約管理
業者、出演団体、団体連携等の契約書の作成及び後援名義申請等の公文作成。

2.1.2 運営（月別業務報告）

４月 ５月 ６月 ７月

第１回運営委員会 ・第２回運営委員会 ・協賛社向け資料印刷
韓国文化芸術委員会

・協賛･寄付企業対応
第４回運営委員会・第１回運営委員会

・国際交流基金特定寄
附金申請

第 回運営委員会
・臨時運営委員会
・出演団体候補整理及
び資料作成

・韓国文化芸術委員会
寄付金支援申請

・第1回実行委員会
・第３回運営委員会

・第４回運営委員会
・韓国文化芸術委員会
寄付金１次受取

・第1回支援委員会
８月 ９月 １０月 １１月

・協賛･寄付企業対応
・AMAX１次支払い

・協賛･寄付企業対応
・AMAX２次支払い ・経費精算・AMAX１次支払い

・第５回運営委員会
・第2回実行委員会
・韓国文化芸術委員会
寄付金２次受取

・第2回支援委員会

・第６回運営委員会
・韓国側実行委員会
・韓国文化芸術委員会
寄付金３次受取

・ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・本番
・合同委員会

・第7回運営委員会
・ECH支払い・経費精
算

・結果報告書作成
・第8回運営委員会
・AMAX最終支払い
・ｿｳﾙ文化財団寄付金
申請

2.1.3 資金管理（実行予算作成・管理）

今回の資金源に関して、大きく国・自治体からの支援、企業からの支援、PRブース販売金の３つ
に分けられる。
国・自治体からの支援に関しては、各所指定の手続きに則って申請、日韓交流おまつりの口座で

受け取った。
企業からの支援に関しては、寄付金処理（日本側・韓国側）と協賛金処理の２種類で受け取った。
寄付金処理に関しては、韓国側は韓国文化芸術委員会で受け取り寄付金領収書の発行をしても寄付 処理 関 て 、韓国側 韓国文化芸術委員会で受け取り寄付 領収書 発行 て

らった。（この領収書で減税処理できる）韓国文化芸術委員会へ3回に分けて寄付金申請を行い、寄
付金を受け取り、残額は全て文化芸術委員会に返金した。
協賛金処理に関しては、韓国側事務局で税金計算書発行及び納税を行った。（実行委員会事務局は

社団法人で税金計算書の発行が不可能のため）
PRブースの販売金は、日本側・韓国側事務局で対応し、そこで得た資金は各事務局への支払いに充

てた。
経費、契約金等の支払いに関しては、大きく各事務局への契約金支払い、出演団体への支援金の支払
い、諸経費処理の３つに分けられる。
各事務局への支払いに関しては、それぞれ業務委託契約書を結び、契約に従って支払った。追加分

の金額に関しては、別途請求書をもらい、最終支払い時に追加費用も支払った。
出演団体への支援金に関して、韓国側は事務局との契約に出演団体への支援が含まれていたため、

日本からの出演団体へ支援金のみを支払った。出演団体と出演契約を結び、契約書に支援金額及び支
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払い期日を明記、おまつり終了後支払った。
諸経費処理に関しては、指定の清算書に領収書を添付の上、実行委員会事務局へ提出し、その清
算書を基に清算した。

2.1.4 契約管理（行事委託契約・出演団体契約・団体連携契約など）
業務委託に関して、日本側事務局の近畿日本ツーリストと韓国側事務局のＡＭＡＸと業務委託契
約書を交わした。
出演団体契約に関して、日本からの参加団体と出演契約書を交わした。

2.1.5 その他
国、自治体からの支援の詳細及び現物支援の詳細に関して

・大使館より 1,250万ウォン（レセプション費用）
・VJC                 1,000万円（国土交通省VJC関連予算【伝統芸能活用センター分】）

150万円（VJC PRブース、観光親善大使ユンナの特別記念公演）
・日韓文化交流基金 50万円（はなこりあ）

50万円（かごしま永明会）
50万円（青森空港国際化推進協会）
50万円（山形県花笠協議会）

世紀東 ジ 青少年大交流計 事業 約・２１世紀東アジア青少年大交流計画事業 約400万円
（長崎県立国見高等学校・公立求礼高校・公立求礼農業高校、山梨県立山梨園芸高等学校・忠清北
道山南高等学校・合同団体、岡山県立高松農業高等学校伝統芸能部、富山県立南砺総合高等学校・
平高等学校郷土芸能部、山口県立下関中等教育学校、宮城県一迫商業高等学校、神村学園鼓舞道
部）
・ソウル文化財団 500万ウォン

2.2 韓国側事務局活動報告

受託業務・・・・業務委託契約書に基づく

(1)韓国側事務局運営
(2)支援 協賛の企画書作成(日本側事務局と連携し行う)(2)支援・協賛の企画書作成(日本側事務局と連携し行う)
(3)広報計画及び実施(ホームページ作成・管理を含む) 
(4)韓国側出演団体の交渉(韓国在住の日本団体も含める)
(5)日本側、韓国側の協賛団体の製作物への対応(日本側事務局と連携し行う)
(6)EIのデザイン、印刷、製作
(7)ボランティア募集及び教育
(8)各種企画書及び運営マニュアル作成
(9)会場でのステージ及び音響・映像システムの企画制作・施設管理
(10)当日の演出 進行 運営 警備(韓国側 日本側参加者も含める)(10)当日の演出、進行、運営、警備(韓国側・日本側参加者も含める)
(11)韓国側、日本側の結果報告書作成
(12)その他、円滑な行事の為に必要と認められる部分
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2-3. 日本事務局活動報告

2.3 日本側事務局業務内容報告2.3 日本側事務局業務内容報告

2.3.1  受託業務・・・・業務委託契約書に基づく
（１）日本側出演団体交渉取りまとめ
（２）日本側支援金（寄付金・協賛金）募集活動
（３）日本側広報活動
（４）当日の運営・進行における日本側参加者への対応
（５）日本側支援委員会開催に対する対応
（６）外務省・国土交通省など政府機関への対応（ ）外務省 国土交通省など政府機関 の対応
（７）その他、日本側事務局運営に必要とする事項
（８）日本側業務計画書の作成
（９）日本側業務結果報告書の作成

2.3.2  日本側運営事務局月別業務報告
※添付 2008年日本側運営事務局 主な業務活動 参照

（2008年2月～10月一部は2009年2月迄）
2008年2月1日のプレゼンテーション、2月26日業務受託決定通知を頂戴以降、第1回運営委

員会に始まり、第6回の運営委員会及び本番終了後の意見交換会まで、7回渡韓出席させて頂いた。
本報告は各回運営委員会で発表させて頂いた月別業務活動報告です。

２００８年２月
2008年2月16日（水） 臨時準備委員会

日本側事務局決定（2/26決定通知有）

■２００８年4月18日（金） 第1回運営委員会
業務期間：2008年2月～4月17日

（１）日韓おまつり2007年関連業務
ａ．事業報告書・御礼状の発送・・・2/17
協賛企業、支援団体、政府機関、派遣自治体、参加団体、担当代理店・・・約100件
ｂ．国際交流基金へ「事業完了報告書」の提出・・・2/18
ｲ．特定事業助成事業対象者 ﾛ．特定助成対象事業 ﾊ．事業報告 ﾆ．収支報告

ﾎ．支出内訳
（２）日韓おま り２００８ 準備関連業務（２）日韓おまつり２００８ 準備関連業務
ａ．協賛金趣意書（案）の作成及び準備委員会への送付・・・3/14
ｂ．国際交流基金への特定寄付金申請ための書類準備・・・3/24～

・予備審査3/31迄 ・申込書提出4/30迄
ｃ．参加予定団体へ案内用＜募集要項案＞の作成と運営委員会への送付・・・3/7

（３）おまつりＰＲ・関係機関への支援要請活動
ａ．地方空港発着 ｱｼｱﾅ航空会社・・3/24

参加団体の主として公演用貨物搬送への支援要請参加団体の主として公演用貨物搬送への支援要請
ｂ．JATA（日本旅行業会）へのおまつり誘客PR依頼
ｃ．黒田福美支援委員から、おまつりPR策（地方自治体）の意見集約
ｄ．韓国観光公社東京支社（KTO）へＰＲ支援依頼
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■２００８年５月２３日（金） 第２回運営委員会（業務期間：2008年4月19日～5月22日）

国際交流基金（ＪＦ）への申請業務関連
＊Ｎｏ1・2・3の申請とNo４の申請支援＊Ｎｏ1 2 3の申請とNo４の申請支援

No 種別 窓口 申請者 助成申請金額 申請日

１ 特定寄附金申込 企画課資金室 日韓交流おまつり実行委
員会 30,000千円 4/30

2 舞台芸術交流・
海外公演助成

芸術交流部・
舞台芸術課 日韓伝統音楽共演 535千円 5/2

3 市民青少年交流 文化事業部・市民青少 米子がいな万灯 1 500千円 4/28

※結果 ・特定寄付金・・・受入決定通知書受理（6/26）
・個別申請3件・・却下（申請者宛通知7月）

3 市民青少年交流 文化事業部 市民青少
年交流課

米子がいな万灯
振興会 1,500千円 4/28

4 市民青少年交流
＊自己申請／支援

文化事業部・市民青少
年交流課

日本スポーツバトン協会
（水野啓子ＢＳ） 2,000千円 4/29

（２）出演予定団体・秋田市竿燈会/米子がいな万灯振興会に関する件・・・継続中
対応先：秋田市竿燈会（藤田会長、阿部理事）、秋田県・学術国際部学術国際政策課（伊藤様）

新聞社：秋田魁新報社（社会部：佐藤記者）
4/28秋田市竿燈会阿部理事より、日本事務局宛連絡が入り、米子がいな万灯振興会との過去22
年前に遡る関連した問題及び本年の秋田市竿燈会への本おまつり参加への質問があり、同日今西委
員長へ対応指示を仰ぎ、5/6今西委員長の指示により同行し、秋田市竿燈会・藤田会長宅訪問。訪
問後、5/8：秋田県・学術国際部学術国際政策課御担当者対応・同竿燈会の理事会結果についての
阿部理事への対応、5/13藤田会長から米子がいな万灯振興会関係者（鶴田会長、津村事務局長、阿部理事 の対応、 / 藤田会長から米子が な万灯振興会関係者（鶴田会長、津村事務局長、
米子市観光課長）の秋田市竿燈会が訪問を受けたことを踏まえての、秋田市竿燈会の見解について
の報告を受け、⇒これらを今西委員長へ報告・また委員長来日後、随時報告及び面談(5/13)。＊継
続中 ＊5/6藤田会長訪問報告書有
（３）各種資料案作成業務と幹事運営委員への報告

日本側支援金趣意書（案）と今後の展開
（４）参加内定団体への資料発信の必要性について

おまつり実行委員会としての書面（資料）が一切発信されていなのが現状、委員会として
主体的におまつり概要、スケジュール案内等を作成発信する時期に来ている。

■２００８年６月１８日（水） 第３回運営委員会
期間：5/24～6/17
（１）出演予定団体・秋田市竿燈会/米子がいな万灯振興会に関する件
ａ．5/26：秋田市竿燈会（藤田会長）／米子がいな万灯振興会（鶴田会長）へ招聘状のご案内
ｂ．5/31（土）～6/1（日）
米子がいな万灯振興会鶴田会長訪問（鶴田会長、津村事務局長、永江米子市観光課長）
・今西委員長帯同 ※詳細報告書参照
ｃ．6/3（火）訪問後、両会からの参加表明（米子は万灯の形を変えること条件：米子側了承）
ｄ．米子の青少年交流事業参加への打合せ

（２）「出演予定団体へのご案内」の発送：5/27～5/30と「御伺書」の回収及びまとめ作業
・出演団体名、連絡先、出演可能日、出演予定人員、演目ビデオ（DVD）の集約
添付：出演予定団体一覧参照：21団体（6/16現在）

（３）「展示ブースご案内」の発送：5/27～5/30
参加団体派遣自治体 日韓直航便就航自治体宛 展示ブ み出展見込自治体（静岡）・参加団体派遣自治体・日韓直航便就航自治体宛・展示ブースのみ出展見込自治体（静岡）

30自治体宛発送：添付送付一覧参照
（４）まつりＰＲ・誘客に向けての活動（谷川ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑTeam長と連携）
目的：本おまつりの商品造成によりおまつりPR、韓国への誘客のためKTO及びJATAへの働きかけ
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・JATA会員旅行会社で主要パッケージ商品の造成
・参加団体地元地方都市での特別商品の造成
＜応援団募集、日韓の有名なおまつり見学、おまつりでの交流参加＞

□ソウル：谷川様、今西委員長：韓国観光公社本社海外マーケティング支援室 日本チーム長□ソウル：谷川様、今西委員長：韓国観光公社本社海外マ ケティング支援室 日本チ ム長
訪問

谷川様⇒国土交通省総合政策局国際観光課 渉外官へJATAへの指導・助言依頼
□東京：韓国観光公東京支社 李丙賛部長／JATA VWC2000万人推進室秋元担当部長
へ、新資料持参の上、予算措置を含めた支援依頼営業（6/3）

・出演予定団体からの問い合わせ、新規参加希望者への対応
・青少年交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに於ける韓国高校生との共演の形態 ・船便搬送
・２つのステージの区別（どちらになるのか）・公演時間
（５）課題：支援委員会開催が未実現、（ ）課題 支援委員会開催が未実現、
支援委員長等委嘱に向け、依頼中の段階（6/12）（日本側協賛金趣意書等資料準備済）

■２００８年７月２３日（水） 第４回運営委員会
期間：6/19～7/22
（１）出演予定団体への「参加要項」を発信：6/27

ご案内スケジュール：下記①～⑥の送付済様式書類の提出依頼済
○７月21日（月）迄：①参加申込書②プロフィール③写真データ
○8月20日（水）迄：④参加者名簿⑤韓国旅行店⑥予定日程表

○7月下旬～8月上旬：主催者より・「出演者出番の通知」と「進行シート」送付
○8月末または9月上旬：出演者説明会（東京予定）「進行シート提出と打合せ」
○9月上旬 ：イベントプログラム最終決定
○9月17日（水）迄：出演者「当日使用の音源提出」
○9月26日（金）開催日前日：出演者最終打合会（ソウル於）
○9月27日（土）、9月28日（日）おまつり本番

（２）第１回支援委員会開催報告 7/11（金）
期日／時間／場所：2008年7月11日（金）／10時～12時／株）電通本社会議室

詳細は（５）日本側支援委員会開催に対する対応に記載
（３）日本旅行業協会（JATA）への本おまつり見学・参加を目的とした送客要請活動について
７月４日（金）、谷川運営委員、JATA訪問、7月11日（金）今西委員長表敬訪問の上、韓国観光公社
（KTO）の支援のもと、おまつりを切り口とした、
参加地域の公演団体の見学・応援団募集への支援
行事に参加を旨としたおまつり参加者呼びかけへの支援

を要請のところ、ＪＡＴＡ2000万人推進室（澤鍋室長コメント）
JATA参加の会員企業へ、日韓交流おまつりの紹介レターを作成する。
現状ではＪ Ｎ Ｋの3者が競 ており 各社が平等に取り組む形態は考えにくい現状ではＪ，Ｎ，Ｋの3者が競っており、各社が平等に取り組む形態は考えにくい。
座席の確保等、商品化する場合は、細かな準備が必要。

□ 同時期にソウルに滞在する旅行客に対して、開催ニュースを在ソウルに代理店経由
でチラシ等を作成し、情報提供することが案として考えられる。
（４）ブース出展申込状況について ：添付リスト参照

7/20現在：５団体、６ブース、120万円
（５）青少年交流事業の現在の動きについて
矢野幹事と情報共有及び報告：招聘事業の延期等
（６）参加団体代表者宛 “運営委員会として固い決意の発信” 今西委員長指示（６）参加団体代表者宛、 運営委員会として固い決意の発信 ・・・今西委員長指示
・・「どんな状況になっても実施します」：７月17日付

■２００８年８月１９日（水） 第５回運営委員会
期間：7/23～8/18
（１）協賛金募集に関する活動：7/14～8/15
【8/15現在日本側 協賛金申込状況】

○申込金額合計 ：850万円、6件（社） ※前年最終実績 12件、1,415万円
○協賛申込企業への手続：請求書発行 ロゴ及び社告の原稿依頼作業○協賛申込企業への手続：請求書発行、ロゴ及び社告の原稿依頼作業

○主な活動
・支援委員長事務方会社（電通）とSJC依頼業企業リストとの整理：7/31（木）～
（高杉顧問、渡辺幹事、洪様とリスト化調整）
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・高杉顧問来日、成田支援委員長へ協力要請：8/4（月）
・日韓経済協会（古川専務理事、秋山事務局長）訪問、会員企業への案内を再度要請：8/4（月）⇒
古川専務理事ﾒﾝﾄ：前年並を目標に再度案内をする。
（２）出演団体に関する活動
■“参加要項”にて案内の各種データ提出催促・集約作業 ～8/12継続中
①参加申込書②プロフィール③写真データ④参加者名簿⑤代理店⑥予定日程表
■“公演プログラム”の案内：「出演者出番の通知」と「進行シート」送付：８月８日（金）

予定案として案内、時間その他希望ある場合を個別にヒアリング中(韓国側事務局と連携)
■出演者説明会開催について：9月4日（木）予定
（３）展示ＰＲブース申込状況：日本側 8/15現在、８団体９ブース、180万円 ①静岡県、②Ｖ
ＪＣ本部/ＪＮＴＯ（２）、③青森県④青森空港国際化促進協議会③富士箱根伊豆国際観光テーマ
地区促進協議会④沖縄県観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛ-⑦地域伝統芸能活用センター派遣自治体/鳥取県・岩手
⑧地域伝統芸能活 タ 派遣自治体 千葉 タ 本体 他 資料 希望県⑧地域伝統芸能活用センター派遣自治体/千葉県＆センター本体※その他ＰＲ資料のみ配置希望/

東京都※前年出展実績７団体、８ブース、120万円

■２００８年９月２２日（水） 第６回運営委員会
期間：8/20～9/21 ※日本側運営事務局・松尾ソウル入 9/21～9/30
日本側出演団体に関する事項
ａ．「日本側出演団体説明会」開催 9月4日（木）13時～19時30分
16団体23名出席16団体23名出席
・個別面談進行シート ・本番での諸留意事項を資料で案内 ・交流会の案内

ｂ．通関支援書面 発送：9/18（大使館高橋公使名、公演用荷物の通関を主とした内容）
ｃ．9/26 本番個別最終打合会スケジュール作成
ｄ．渡韓団体管理表

（２）第2回支援委員会 開催報告 8/28（木）電通本社会議室
詳細は（５）日本側支援委員会開催に対する対応に記載
（３）おまつりポスターの発送

協賛企業 出演団体 支援団体 宛協賛企業、出演団体、支援団体、宛
（４）おまつり招待状の発送

協賛企業、支援団体

2.3.3    受託業務内容報告
（１）日本側出演団体交渉取りまとめ
本年度実績：日本側出演団体：25団体992名 ●日本側出演団体一覧参照
内訳 渡韓団体22団体530名 在韓国団体3団体462名

参考：前年2007年22団体652名（在韓国6団体354名含む）参考：前年2007年22団体652名（在韓国6団体354名含む）

本年は「日韓観光交流年」であり、政府の「21世紀東アジア青少年大交流事業」の一環として
「日韓交流おまつり2008 in Seoul・姉妹都市青少年交流事業」へ応募のあった地方自治体へ韓国の
高中校生を夏に日本へ1週間程度の招聘し、9月開催の本おまつりへ参加するという事業を通した参
加７団体（高校生）、政府外郭団体の青少年交流事業派遣高校生3団体、日韓文化交流事業への助成
制度を利用した４団体、一般参加８団体、全体で渡韓22団体という構成となった。
途中夏に勃発した竹島（独島）問題により、2団体の派遣が中止となったことは残念な一面でも
あったが 主管した運営委員会の“どんなことがあっても実施する”というブレない方針を参加団あったが、主管した運営委員会の どんなことがあっても実施する というブレない方針を参加団
体へ先んじて発信することにより一般団体についての中止は発生しなかった。
またテーマ“いろいろな日本、いろいろな韓国”・“ほし、光、おまつり”に沿って招聘を
計画した秋田市竿燈会と米子がいな万灯振興会の間に22年間に渡る“わだかまり”が存在すること
が露見し多くのメディアでも報じられたが、委員長の秋田・米子訪問に始まり、本おまつりへの想
いを両者に理解いただくことにより、ソウル広場で共演するという新たな歴史がスタートしたこと
も述べたい。
最終日公演終了後、開催した「交流会」は前年にはなかったことであり、参加者同士の交流が深
められた点でも意義深いものがあった。められた点でも意義深いものがあった。
■日本側出演団体交渉・取りまとめ スケジュール概要
□3月 ：日本側出演予定団体案を準備委員会より提示
□4月 ：出演予定団体向“参加募集要項案”作成

秋田市竿燈会藤田会長訪問（今西委員長帯同）
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□5月 ：「出演予定団体へのご案内」発送
米子がいな万灯振興会鶴田会長訪問（今西委員長帯同）

□6月 ：「参加要項」発送
□7月 ：出演者各種データ回収作業

“どんなことがあっても実施します”を発信どんなことがあっても実施します を発信
□8月 ：「公演プログラム」発送
□9月 ：出演者説明会（東京於）開催

通関支援書面発送
出演契約書ご案内
最終打合会開催（本番前日ソウル於）

（２）日本側支援金（寄付金・協賛金）募集活動
日本側口座入金 実績 協賛社14社 金額19 100千円日本側口座入金 実績 協賛社14社 金額19,100千円

参考：前年2007年12社金額14,100千円
本事業は寄付金・協賛金で成り立っている事業であり、募集活動の主体は、「日韓交流おまつ

り」支援委員会が、スポンサーシップに関する在韓企業への働きかけにつき、実行委員会の要請を受
けて、日本にある本社等への側面的働きかけを行う・・という形で進められた。活動の主体となる支
援委員会の発足が、当初5月に計画されていたが、6月開催の
洞爺湖サミットの影響で、支援委員への委嘱作業が遅れ、2007年と同じ7月スタートとなり、おま
つり発行物へ掲載する協賛社データの集約が間際迄ずれこむこととなった、また夏に勃発した竹島
（独島）問題により支援金そのものの集まりが懸念されたが、ソウルの高杉実行委員と支援委員会事（独島）問題により支援金そのものの集まりが懸念されたが、ソウルの高杉実行委員と支援委員会事
務方会社（電通）の連携と両者のソウル及び東京での懸命な募集活動により、協賛会社及び金額とも
前年を上回った。日本側協賛金募集にあたっては、国際交流基金の「特定寄付金制度」の税制上の優
遇措置を利用していることを協賛依頼ご案内の根幹とした。
■日本側支援金（寄付金・協賛金）活動 スケジュール概要
□3月 ：国際交流基金・特定寄付金制度 予備審査申込
□4月 ：国際交流基金・特定寄付金制度 申請
□6月 ：国際交流基金・特定寄付金制度 受入決定通知書 到着
□7月 ：第1回支援委員会 開催月 第 回支援委員会 開催

・支援金協力のご案内（ｽﾎﾟﾝｻｰ広報計画）
・協賛金趣意書：両委員長署名、架けるおもい、手続きのご案内、提出ﾃﾞｰﾀ

□8月 ：第2回支援委員会 開催（協賛金の現況と今後の取組みについて）
□9月～2009年2月：国際交流金への入金、事業完了報告書の提出
■事務局の主たる業務
・国際交流基金への申請及び各種報告
・協賛金募集にあたっての各種資料作成
・入金管理及び進捗の報告
・協賛社への手続案内と請求書・領収書等の発行
・スポンサーデータの集約と韓国側事務局への送付

（３）日本側広報活動
本おまつりが、ソウルで開催され過去3回の実績から韓国メディアには大きく取り上げられて来たが、

日本でのそれは低く日本の経済界の関心がまだまだ低いのが根底にあるのが現状である。
この課題に対して、昨年2007年に初めて委員でもあるNHKの夜7時のニュースで全国津々浦々まで流
れ大きな影響力あったことも事実である。これらを踏まえ本年は、支援委員会の具体的な業務として

ビ げ が“日本の新聞やテレビ等報道機関でもより多く取り上げられるよう、広報に努める”ということが確
認された。また運営委員会としては、日韓観光年でもあり、日本からの観光客誘致に対する働きかけ
の動きも起こしたが結果に結びつくまでにはいたらなかった。 具体的な広報活動は、支援委員会事
務方会社である（株）電通、外務省北東アジア課の連携で、在京のキーテレビ局、主要新聞社、雑誌
社を中心に行われ、前年を上回る報道件数が実現した、
また中央公論からは取材記者がソウルに飛び、出演団体への直接の取材もおこなわれた。

Ａ．おまつり報道資料について：8/28第2回支援委員会で“プレス発表用の報道資料案”の提示
【内容 2008年年新たな取組みを含め】 Ａ4版７ペ ジ【内容：2008年年新たな取組みを含め】：Ａ4版７ページ
イ．開催概要
ロ．おまつり本「お祭りと祝祭が出会うとき」の出版

監修：小倉紀蔵・金容雲 日本語版発売：9/10 発売：河出書房新社 定価：2,000
ハ．日韓交流おまつり 中高生プロジェクト
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Ｂ．発表について
イ．9/17 外務省記者クラブ（「霞クラブ」）記者を対象に、事業概要につき説明、報道への協

力を依頼
ロ 6/9 外務省北東アジア課長名で 「中高生プロジェクト事業」参加の派遣自治体に対しロ．6/9  外務省北東アジア課長名で、「中高生プロジェクト事業」参加の派遣自治体に対し
地域マスコミへの広報依頼を発信

Ｃ．日本での報道件数（10/6 委員意見交換会/広報発表資料、及び電通まとめによる）
新聞：36（前年16）、テレビ：7（前年５）、通信：6（前年1）、雑誌１（前年１）等
計：57（前年25） ※主要紙・テレビ局報道数：14（前年11）
参考 主要テレビ報道

ＮＨＫ ：9/27 ニュース （20:45）
ＮＨＫ ：9/28 海外ネットワーク（18:10～）中継有
日本テレビ：9/27 NNN NEWSリアルタイム・サタデー（18:00）日本テレビ：9/27 NNN NEWS リアルタイム・サタデ （18:00）
ＴＢＳ ：9/28 ＪＮＮニュース（06:45）
フジテレビ：9/28 産経ニュースＦＮＮ（06:00）
テレビ朝日：9/28 ＡＮＮニュース（05:50）
テレビ東京：9/28ＴＸＮニュース（17:20）

また、8/7 テレビ朝日スーパーモーニング（朝10時）で秋田竿灯/米子万灯の問題が
特集で報じられ両者の責任者が「日韓交流おまつり」へ参加することをＰＲし、インパク
トのある番組であった。

Ｄ．誘客PRについて
「日韓観光年」でもあり、韓国から260万人・日本から230万人の交流があるなか、日韓交流
おまつり観覧を切口に日本からの誘客に向けた旅行商品の開発を促し、また一般観客として本行
事自体に参加できる機会を提供すべく、国土交通省支援のもと日本旅行業会（JATA）、韓国観光
公社東京支社に対して協力要請を行った。
ソウルより谷川運営委員（在大韓民国日本国大使館経済部：国土交通省より出向）、今西運営委
員長が来日、窓口である（社）日本旅行業会のＶＷＣ2000万人推進室に対して、協力依頼を行っ
たが、ａ）傘下の企業（旅行会社）へは日韓交流おまつりをＰＲするレターを作成したたが、ａ）傘下の企業（旅行会社） は日韓交流おま りをＰＲするレタ を作成した

ｂ）現在のおまつりのスケジュール・手法においては商品化することには問題
ｃ）日本の旅行業界の現状は各社がイベントを通じてしのぎを削っており、各社が協力して支

援するということはあり得ないのが現状 等々の見解があった。
日本事務局意見としては、以下の通り考えます。

・既存の日本の旅行会社の色、JATAの見解にある仕組みの枠に染めるべきではない
・そのために、本おまつりＨＰ等で前広に期日・開催場所等の情報発信が必要
・協賛金スポンサー、ボランティアの方々等、本おまつりは“高い志”に支えられている、
今後120年続けていくためにも、各分野で企業色は避けるべき
・おまつり自体の成熟度が上がれば自ずとＰＲ効果はマスコミ等別の力で認知される

（４）当日の運営・進行における日本側参加者への対応
運営委員会、演出・出演団体管理谷川Team長、斉藤彩担当の管理部門、実施部門Amaxの支援とい
う位置づけで、日本側出演団体の公演にあたり、ソウル市庁舎前広場及び清渓広場の２箇所に分かれ
日本側事務局４名で対応した。日韓の文化・慣習の違い、運営委員会、日本側事務局、韓国側事務局
の役割分担の難しさにより、昨年は種々の混乱が発生したが、本年は、事前に管理部門の谷川Team
長を中心に、懸念点について以下の通り整理した。

Ａ．日本側出演団体管理「当日」及び「当日まで」の流れ
ｱ．日本から韓国さらに当日会場到着までの管理
各団体の旅行会社が手配等するものの、ＥＣＨが全体管理し連絡先等を確保する。

※リハーサル時間が不確定であるがAMAXの指示でＥＣＨを通じて出演団体と時間調整する
ｲ．出演団体、当日会場到着時の受付
ECH立会いのもとAMAXの担当者が対応することとし、会場受付到着迄の出演団体の管理
（連絡、交通手段の確保）の責任はECHとする（例えば遅延ﾄﾗﾌﾞﾙ等はECHが連絡窓口）
ｳ 受付後ｳ．受付後
出演団体管理（出演団体への連絡、待機・着替場所の確保、楽器等物品の管理等）の責任は

AMAXに具体的な出演団体との連絡調整はAMAX手配のボランティアと出演団体の代表（旅行会社の
ガイド等）で行うこととする。
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関連してＡＭＡＸに運営委員としての御願い事項
・ボランティアを束ね出演団体からの要望、クレームへの対応を行う責任者を決めておいていただ
きたい。（例：控室が狭い、他団体と共同で使用したくない、事前と何かしら話しが違う等のク
レームに対して説明を要する時）レームに対して説明を要する時）
韓国事務局長朴広幸さん⇒永里さん⇒ソウルＪＦ所属のボランティアチーム長⇒ボランティアのラ
インで処理。
・待機、着替場所は原則バスとすることでよいが、バスの無い団体については控室を準備願いたい。
ソウル市庁舎工事現場にﾊﾞｽを置くか、観光公社ビルを借りる方向で検討、先ずは控室が必要な団
体の人数、時間を把握する必要がある
・本番や本番終了後の流れとして次の通りでよいかを確認したい
○本番１時間前に待機テントに集合する（その場合清渓広場にもテントはあるか？）
○物品の運搬に人手が必要な場合、AMAXで対応するということでよいか？○物品の運搬に人手が必要な場合、AMAXで対応するということでよいか？
○本番終了後は適宜解散でよいか？
○２８日の流れ・・確認済

Ｂ．会場入前の日本側出演団体との連絡交渉について
ｱ．演出及び当日受付以降に関わることについてはAMAXが、それ以外についてはＥＣＨが基本的
に連絡を取る。
特に演出以外の当日の対応ぶり（例、待機場所に関する質問）等については、AMAXおいて整理回答
する（ECHは適宜連絡のみ担当すれよい、勿論昨年の経験を踏まえ助言は御願いしたい）する（ECHは適宜連絡のみ担当すれよい、勿論昨年の経験を踏まえ助言は御願いしたい）
ｳ．尚、当然ながら話の流れ等から担当でない部分まで話が及んだときは、AMAX/ECHの間でお互
いにその情報を共有しあうようにする（例えば、日本側出演団体から演出内容についてECHに要望が
なされた場合はその内容をECHによりAMAXに伝達する、但しＥＣＨは調整までは必要なし

Ｃ．本年の運営についての総評
昨年２００７年と比して、出演団体に携わる運営委員、日本事務局が経験を積んだことにより、
発生が予測される課題について予め現場での対応を韓国事務局を中心に、共同で仕事の振り分けが
出来たことは大きな進歩であったといえる。例にとると、控室テントの割振りは、AMAXの担当
（イ・チャンヒＭｒ）仕切りとし、臨機応変に団体の状況に応じて対応することができた、また出
演団体への連絡調整（出演時間の変更連絡、フィナーレ並び誘導、交流会への誘導等）はＪＦの趙
ボランティアTeam長、篠原両氏が、各出演団体担当の高校生をボランティを指揮し、現場で冷静且
つ責任をもって対応していただいたことは昨年２００７にはない運営であった。
当初のステージ計画が前団体の事情から、そのまま使用せざるを得ない不測の状況により、準備
済みの控室テント使用計画の現場での変更、韓国の特殊（現地では普通）の事情等により、現場で
の臨機応変の対応という事態はまさに経験というストックが生きたといえる。

（５）日本側支援委員会開催に関する対応
本年の支援委員会は、当初５月に計画されたが６月開催の洞爺湖サミットの開催準備（外務省）
の影響により、2007年と同時期の7月に1回目開催でスタートし、8月下旬に支援金の現況と今後取組
みを確認するために、第2回目を開催とした。
また支援委員会は、昨年は日本側実行委員会と称したが、その役割をより明確するために、「日
韓交流おまつり」支援委員会（推進計画）により整理され、具体的な業務として、以下の3点が確認
された。
（１）行事の運営・演出等に関し様々なアドバイスを提供する
（ ）日本 新聞や レビ等 報道機関 もより多く取り上げられるよう 「日韓交流おま（２）日本の新聞やテレビ等の報道機関でもより多く取り上げられるよう、「日韓交流おまつ

り」の広報に努める。
（３）スポンサーシップに関する在韓企業への働きかけにつき、実行委員会の要請を受けて

、日本にある本社等への側面的働きかけを行うことも検討する。
また支援委員会は成田豊委員長以下、11名の委員で発足した。
日本事務局は、開催案内、会議資料準備、開催運営、議事録作成が主たる業務。
◇第1回支援委員会
期日：7/11（金）10時～12時 ㈱電通会議室於
○議事次第○議事次第
1．外務省アジア大洋州局 石川和秀審議官愛挨拶
2．支援委員会（仮称）設立趣旨説明及び委員の紹介
3．支援委員会（仮称）委員長挨拶（成田豊委員長）
4．2007年事業報告と2008年おまつり準備経過報告（今西委員長）
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5．日韓おまつり2008年組織票（今西委員長）
6．基本計画案について（今西委員長）
7．協賛金プランについて
資料資料
・支援委員会名簿・2007年事業報告書・経過報告書・協賛金趣意書＆支援金協力のご案内
議事録：添付参照

概要：昨年と比べて最初から各委員から理解表明があり計画案が承認された。
◇第2回支援委員会 8/28（木）午後4時30分～午後6時00分 ㈱電通本社会議室於
○議事次第
1．成田委員長挨拶
2．新就任委員の紹介
3 第２回実行委員会8/11報告（高杉暢也実行委員）3．第２回実行委員会8/11報告（高杉暢也実行委員）
4．実行予算案及び協賛金の現況報告（高杉暢也実行委員）
5．おまつり準備経過報告
資料 ・実行予算案 ・協賛金現況一覧 ・基本構成演出計画 等
会議報告 ：添付参照/概要：第3次予算、709,000万ウォンに対して、現況688,100万ウォン、

当初予算754,500万ウォンまで募集目標とし、あと800万円～1,000万円を最後まで努力する。

（6）外務省・国土交通省など政府機関への対応

■外務省アジア大洋州局北東アジア課
外務省と「おまつり」の主なかかわり
ａ．協賛企業・団体への寄付金の働きかけとおまつりの情報提供
ｂ．「姉妹都市青少年交流事業」派遣地方自治体に関する情報と進捗報告
ｃ．広報報活動支援の情報共有
ｅ．日本側支援委員会に関すること（委員委嘱、開催、運営）
ｆ．上記に関して日本側事務局への助言
■国土交通省■国土交通省
国土交通省後援名義使用許可申請
ａ．窓口 ：国土交通省総合政策局国際観光課 観光渉外官 清水 佳代子様
ｂ．申請書類
1．名義使用許可申請書
2．実施計画書
3．後援等を必要とする理由書
4．収支予算書
5．実行委員会規約
6．実行委員会名簿（韓国側）
7．支援委員会名簿（日本側）
ｃ．スケジュール

7月13日 申請
7月31日 許可

■国際交流基金
Ａ．日本側寄附金・協賛金は国際交流基金「特定寄附金制度」へ申請し、税制上の優遇措を利
用している。
スケジュール概要
□3月 ：国際交流基金・特定寄付金制度 予備審査申込
□4月 ：国際交流基金・特定寄付金制度 申請
□6月 ：国際交流基金・特定寄付金制度 受入決定通知書 到着
□7月 ：第1回支援委員会 開催

・支援金協力のご案内（ｽﾎﾟﾝｻｰ広報計画）
・協賛金趣意書：両委員長署名、架けるおもい、手続きのご案内、提出ﾃﾞｰﾀ

□8月 ：第2回支援委員会 開催（協賛金の現況と今後の取組みについて）
月 年 月 協賛金 国際交流金 入金（本年は 回に分け入金）□9月～2009年2月：協賛金の国際交流金への入金（本年は3回に分け入金）、

国際交流基金では領収書の発行（非課税可能）
事務局は事業完了報告書の提出を以て本事業の終了となる
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Ｂ．以下出演３団体の助成申請の支援

●「日韓伝統音楽共演」 申請窓口： 芸術交流部・舞台芸術課
申請項目： 舞台芸術交流・海外公演助成申請項目： 舞台芸術交流・海外公演助成

申請日：5月2日 結果：却下（申請者本人へ通知７月上旬）

●「米子がいな万灯振興会」申請窓口： 文化事業部・市民青少年交流課
申請項目： 市民青少年交流

申請日：4月28日 結果：却下（申請団体へ通知 7月上旬）

●「日本スポーツバトン協会（水野啓子バトンスクール）」
申請窓口： 文化事業部・市民青少年交流課申請窓口： 文化事業部 市民青少年交流課
申請項目： 市民青少年交流

申請日：4月29日 結果：却下（申請団体へ通知 7月上旬）
※結果
個別申請の上記3団体については、7月に申請団体宛直接通知があり、
いずれも却下。

（7）その他、日本側事務局運営に必要とする事項

（8）日本側運営事務局・業務計画書の作成（2008年、4/9･段階）
運営委員会提出

（９）日本側業務結果報告書の作成

添付
Ａ．本業務報告書
Ｂ．日本側運営事務局・主な業務活動
Ｃ．日本側出演団体一覧
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第2部第2部

事業報告書
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1.  事業概要

1.1  行事名

日韓共同開催文化交流事業 日韓交流おまつり2008 in Seoul

1.2  会場

ソウル広場会場面積＝13,207㎡
清渓広場会場面積＝1,100㎡清渓広場会場面積 ,

清渓広場

ソウル広場
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1.3  開催日時

記者発表 :  2008.8.17           11:30̃13:00(ロッテホテル）記者発表 :  2008.8.17           11:30 13:00( ッテホテル）
15:00̃17:00(外信記者クラブ)

会 場1 :  2008.9.27           15:00～20:50(ソウル広場)
2008.9.28 14:00～20:00(ソウル広場)

会 場2 :  2008.9.27 14:30～17:50(清渓広場)
2008.9.28 14:00～17:50(清渓広場)

日韓交流会:  2008.9.28 20:30～22:00(ロッテホテル)         

1.4  主催 : 日韓交流おまつり実行委員会

1.5  協力 : 日韓交流おまつり支援委員会

1.6  主管 : 日韓交流おまつり運営委員会主管 日韓交流おま り運営委員会

1.7  後援

日本側後援：在大韓民国日本国大使館、国土交通省、日本政府観光局、国際交流基金、
日韓文化交流基金、ソウルジャパンクラブ、日本自治体国際化協会

韓国側後援：外交通商部、文化体育観光部、ソウル特別市、韓国観光公社、韓国文化芸術委員会
韓日文化交流会議 ソウルグロ バルセンタ 東アジア文化交流協会韓日文化交流会議、ソウルグローバルセンター、東アジア文化交流協会

1.8  テーマ

『いろいろな日本、いろいろな韓国』

1.9 企画趣旨

「日韓交流おまつり」は、最初から最後まで数千人の日本人と韓国人が一つになって作り上げる

唯一の日韓共同最大規模の交流行事です。市民交流、青少年交流、地方自治体交流などさまざまな

意味を持っています。

私たちは、こうした交流行事がよりより日韓両国関係の基盤を築くことの一助となると確信し、

この行事が今後も続くことで、どんな悪天候であっても常に進むべき方向を教えてくれる灯台の

光のような、日韓友好のシンボルとして育ってくれることを切に願う次第であります。
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2. 事業費

2.1  支援金(2008年度）

韓 分類 ｳｫﾝ換算金額(Won) Won Yen 備考韓
国
側
支
援

分類 ｳｫﾝ換算金額(Won) Won Yen 備考

韓国系企業 455,700,000 455,700,000

韓国系その他 11,242.876 11,242.876 政府助成金含む

小計 466,942,876 466,942,876 39.85％

日
本
側

SJC各企業 159,350,000 159,350,000

日本企業 265,913,024 19,100,000
側
支
援

日本系その他 279,577,712 12,500,000 19,300,000 政府助成金服務

小計 704,840,736 60.15％

2008支援金合計 1,171,783,612

支援団体は日韓あわせて 128団体（日本100、韓国 10）であった。
支援金割合は日本側 60.15％、韓国側 39.85％であった。

2.2  総事業費
収入の部 ｳｫﾝ換算金額(Won) Won Yen 備考

2007繰越金 141,590,938 141,590,938

韓国側支援金 466,942,876 466,942,876

日本側支援金 447,340,736 447,340,736

外務省* 12 500 000 12 500 000 交流祭外務省* 12,500,000 12,500,000 交流祭

VJC* 161,000,000 11,500,000

為替1：14日韓交流基金* 28,000,000 2,000,000

青少年大交流計画事業* 56,000,000 4,000,000

合計 1,313,374,550

支出の部 ｳｫﾝ換算金額(Won) Won Yen 備考

韓国側事務局 608,172,111

日本側事務局 78,419,626

出演団体経費 412,458,246 167,458,246 17,500,000

本部事務局経費 17 772 034本部事務局経費 17,772,034

おまつり本制作経費 44,810,210

星明祭・WEB・その他 57,793,020

合計 1,219,425,247

繰越金額 93,949,303ウォン
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2.3  支援企業

2.3.1 韓国側協力企業(26社）支援金額及びABC順

ロッテショッピング（株）（롯데쇼핑㈜）
ロッテ七星飲料（롯데칠성음료）
ロッテ製菓（株）（롯데제과㈜）
湖南石油化学（호남석유화학）
三星電子（삼성전자）
三星物産（삼성물산）
全国経済人連合協会（전국경제인연합협회）
ポスコ（POSCO）ポスコ（POSCO ）
㈱国民銀行（㈜ 국민은행）
㈱新韓金融持株会社（㈜신한금융지주회사）
ウリ金融持株㈱（우리금융지주 ㈜）
シージェイ第一精糖㈱（씨제이제일제당 ㈜)
錦湖アシアナ文化財団（금호아시아나 문화재단）
㈱三養社（㈜ 삼양사）
三一製薬㈱（삼일제약 ㈜）三 製薬㈱（삼일제약 ㈜）
㈱The Face Chop (㈜더페이스샵코리아）
㈱暁星（㈜효성）
大韓製糖㈱（대한제당㈜）
Fncコーロン㈱（Fnc코오롱 ㈜)
東亜製薬（동아제약）
東遠産業㈱（동원산업㈜）
(社)韓国貿易協会（(사)한국무역협회）
韓国新東工業㈱（한국신동공업 ㈜）
㈱LGファッション（㈜ LG패션）
㈱シンドリコー（㈜ 신도리코）
*ケムコ（캠코)
*2007年度未確認支援企業

2 3 2 日本側協力企業(14社）2.3.2 日本側協力企業(14社）

㈱電通（㈜덴쓰)
三菱商事株(미쓰비시상사㈜)
㈱ティ－ワイリミテッド(㈜티와이 리미티드)
太平洋セメント㈱(태평양세멘트㈜)
三菱重工業㈱(미쓰비시중공업㈜)
東レ㈱(도우레㈜)東レ㈱( 우레㈜)
みずほコーポレート銀行ソウル支店(미즈호 코퍼레이트 은행 서울 지점)
アサヒビール㈱(아사히맥주㈜)
㈱イベントアンドコンベンションハウス(㈜) E & C 하우스)
キヤノン㈱(캐논 ㈜))
㈱マルハン(㈜) 마루한)
ソフトバンク㈱(소프트벤크 ㈜))
大塚製薬㈱(오츠카제약 ㈜))
野村證券㈱(노무라층권㈜))野村證券㈱(노무라층권㈜))
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2.3.3 駐韓日本企業(80社）支援金額及びABC順

韓国三井物産㈱ (한국미쓰미물산㈜)韓国三井物産㈱ (한국미쓰미물산㈜) 
Canon Korea Consumer Imaging Inc(캐논코리아컨슈머이미징㈜) 
キヤノンアネルバ㈱韓国支店(캐논아넬바㈜한국지점)
Canon Korea Business Solutions INC.(캐논코리아비지니스솔루션㈜) 
AMADA KOREA CO.,LTD(㈜아마다코리아) 
BANDO  KOREA CO.LTD(반도코리아㈜) 
DＩC KOREA CORP.(㈜한국디아이씨)DＩC KOREA CORP.(㈜한국디아이씨) 
Eisai Korea Inc．(한국에자이㈜) 
愛敬化学㈱ (애경화확㈜) 
㈱フジタソウル支店(㈜후지타 서울지점) 
㈱韓英JBS(㈜한영JBS) 
ＩＨＩCorporationソウル連絡事務所(IHI코퍼레이션) 
JATCO Korea Engineering Corp.(자트코 코리아엔지니어링㈜) 
韓国富士ＸＥＲＯＸ㈱(한국후지제록스㈜)韓国富士ＸＥＲＯＸ㈱(한국후지제록스㈜) 
韓国味の素㈱ (한국아지노모토㈜) 
韓国アステラス製薬㈱(한국Astellas제약㈜) 
韓国第一三共㈱(한국다이치산쿄㈜) 
韓国大日本印刷㈱(한국대일본인쇄㈜) 
韓国ダイワ精工㈱ (한국다이와정공㈜) 
韓国デンソウ販売㈱(한국덴소판매㈜韓国デンソウ販売㈱(한국덴소판매㈜
韓国EPSON㈱ (한국엡손㈜) 
韓国富士通㈱(한국후지쓰㈜) 
韓国伊藤忠㈱(한국이토추㈜) 
韓国JFE Steel㈱(한국제이에프이스틸㈜) 
韓国加賀電子㈱(한국가가전자㈜) 
韓国丸紅㈱(한국마루베니㈜) 
韓国日研㈱ (한국닛켄㈜)
韓国SMC空圧㈱(한국SMC공압㈜) 
韓国双実㈱(한국소지쓰㈜) 
韓国住友商事㈱(한국스미토모상사㈜) 
韓国テルモ㈱(한국테루모㈜) 
韓国トヨタ通商㈱(한국도요타쯔우쇼㈜) 
韓国トヨタ自動車㈱( )韓国トヨタ自動車㈱(한국토요타자동차㈜) 
韓国ウシオ㈱(한국우시오㈜) 
㈱韓国ヤクルト(Yakult)(㈜한국야쿠르트) 
韓国横河電機㈱ (한국요꼬가와전기㈜) 
江南化成㈱ (강남화성㈜)
関東電化コリア㈱ (칸토덴카코리아㈜) 
韓徳化学㈱(한덕화학㈜)韓徳化学㈱(한덕화학㈜) 
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Kawasaki Machine Systems Korea.,Ltd（한국카와사키머신시스템㈜) 
金＆張法律事務所(김 ＆ 장 법율사무소) 
“K”Line（korea）Ltd.(㈜케이라인마리타임코리아) （ ） (㈜케이라인마리타임 리아)
Kubota korea co. Ltd(한국구보타㈜) 
KURODA ELECTRIC KOREA INC.(구로다 에레크트로닉 코리아)  
マブチモーターコリア㈱(마부치모터코리아㈜) 
㈱三菱東京UFJ銀行ソウル支店(㈜미쓰비시토쿄UFJ은행 서울지점) 
三菱電機㈱韓国支店(미쓰비시전기㈜한국지점) 
三菱鉛筆韓国販売㈱(미쓰비시연필한국판매㈜) 
㈱三井住友銀行ソウル支店(㈜미쓰이스미토모은행 서울지점)㈱三井住友銀行ソウル支店(㈜미쓰이스미토모은행 서울지점) 
三井住友海上火災保険㈱韓国支店(미쓰이스미토모해상화재보험㈜한국지점) 
NEX Global Logistics Korea Co.,LTD(넥스글로벌로지스틱코리아) 
ニコンプレシジョンコリア㈱(니콘프래시죤코리아) 
日本紙パルプ商事㈱ソウル事務所(일본지팔프상사㈜서울사무소) 
㈱日本航空インターナショナル韓国地区支店（㈜일본항공 인터내셔널 한국지구지점) 
野村アセットマネジメント(노무라 에셋매네지먼트㈜) 무라 에 매네지
野村インターナショナル証券ソウル支店(노무라 인터내셔널증권 서울지점) 
オリックスキャピタルコリア(오릭스캐피탈코리아) 
オリエンタルコリアモーター㈱(오리엔탈모터코리아㈜) 
Panasonic Korea Ltd.(PKL)(파나소닉코리아㈜) 
三永純化㈱ (삼영순화㈜) 
Sithe Fuel Co.,Ltd(사이스유류 유한회사) 
㈱損害保険ジャパンソウル駐在員事務所(㈜손해보험재팬 서울주재원사무소)㈱損害保険ジャパンソウル駐在員事務所(㈜손해보험재팬 서울주재원사무소) 
Sony Supply Chain Solutions(Korea)Co.,Ltd(소니서플라이체인솔루션즈코리아㈜) 
SONY KOREA CORP(소니코리아) 
タカラアセットマネジメント(株)(타카라에셋메너지먼트㈜) 
東京エレクトロンコリア㈱ (동경엘렉트론코리아㈜) 
東京海上日動火災保険㈱ソウル支店(동경해상일동화재보험㈜ 서울지점) 
東芝デジタルメディアネットワークコリア(도시바디지털미디어네트워크코리아㈜
東芝エレクトロニクスコリア(도시바엘렉트로닉스코리아)
TOTO KOREA LTD(TOTO 코리아) 
東友ファインケム㈱(동우화인켐㈜) 
VALQUA KOREA CO.,LTD(발카코리아㈜) 
YAMAHA MUSIC KOREA Ltd(야마하 뮤직 코리아) 
YKK KOREA CO.，LTD(와이케에케이한국㈜) 
郵船航空サービス韓国㈱(유센항공소비스한국㈜)郵船航空サ ビス韓国㈱(유센항공소비스한국㈜) 

■日韓共同（한일공동）
韓国三菱商事㈱ (한국미쓰비시상사㈜) 
㈱ロッテアサヒ酒類（アサヒビール）(㈜롯데아사히주류) 
㈱みずほコーポレート銀行ソウル支店(㈜미즈호 코퍼레이트 은행 서울 지점) 
東レ㈱ソウル事務所(도우레㈜) 

■協賛品提供者
韓国EPSON㈱ (한국엡손㈜) 
YAMAHA MUSIC KOREA Ltd(야마하뮤직코리아) 
ベストウエスタンコリア（㈜비지에이치코리아）
ナラ食品（나라식품） 69



3. 実施条項

3 1 気象及び環境3.1  気象及び環境

2008.9.27  平均気温:14.8℃/最高気温:20.1℃/最低気温:10.3℃/平均雲量:5.6
日降水量 : - 0

2008.9.28  平均気温:15.5℃/最高気温:20.2℃/最低気温:12.0℃/平均雲量:8.1
日降水量: - 0

3.2  出演団体と出演者数

日本25団体700名、韓国23団体400名、総1,100名が参加した。

3.3 観覧客数

ソウル広場及び清渓広場に9月27日(土）40,000名、 9月28日(日）60,000名で
総100,000名が観覧した。
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4. 運営組織

4.1  組織図

主催：実行委員会
東アジア文化交流協会

支援委員会
事務局：ECH

日韓交流おまつりを代表する
機関であり主催者である。
実行委員長はその代表である。

日本国内において実行委員会に対し資金・
広報・行事を支援する機関である。
支援委員長はその代表である。

主管：運営委員会
東アジア文化交流協会

監査委員会

日韓交流おまつりを運営する機関であり主管者である。
運営委員会は実行委員会から委託を受け行事運営管理をおこなう。
運営委員長はその代表である。

会計監査・業務内容の監査

韓国側事務局
Amax 

日本側事務局
E&C ハウス

企画・運営・演出・広報・安全管理を管轄し
出演団体の交渉・観光客誘致・許認可申請・対外
交渉などをおこなう。
実行委員会の事務局を補佐する。

企画・運営・演出・広報・安全管理の支援や
日本側出演団体の交渉・観光客誘致。
日本側許認可申請・対外交渉および
支援委員会の事務局をおこなう。

企画制作
Amax 

演出統括
Amax

音響・照明・映像

デザイン

マーケティング

E&C ハウス

広報
E&C ハウス

協賛者

各マスコミ

実行委員会の事務局を補佐する。

Amax 

運営統括
Amax 

広報

施工

会場運営管理 参加団体募集
E&C ハウス

参加団体管理

各参加団体

広報
Amax 

参加団体
Amax 

宣伝及び広報

募集及び管理

参加団体管理
E&C ハウス 運営管理
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4.2  実行委員会構成(敬称略)

実行委員長 金容雲 (김용운 キム・ヨンウン)

漢陽大学名誉教授、韓日文化交流会議委員長

委 員 姜信浩 (강신호 カン・シンホ)

全国経済人聯合会名誉会長、東亜製薬㈱会長

成田 豊 (나리타 유타카 Narita Yutaka）

㈱電通最高顧問、日韓交流おまつり支援委員会委員長

李承潤 (이승윤 レイ・スンユン)

韓日協力委員会副会長、錦湖アシアナグループ顧問

趙錫来 (조석래 チ ソクレ)趙錫来 (조석래 チョ・ソクレ)

全国経済人聯合会会長、(社）韓日経済協会会長、暁星グループ会長

崔相龍 (죄상용 チェ・サンヨン)

高麗大学校教授、元駐日大使

高杉 暢也 (다카스기 노부야 Takasugi Nobuya)

韓国富士ゼロックス最高顧問、日韓フレンドシップ’08コミュティー委員長

村上 雅彰 (무라카미 마사아키 Murakami Masaaki )

韓国三井物産㈱社長、ソウルジャパンクラブ理事長

嚴基永 (엄기영 オム・ギヨン)

韓国放送協会会長 MBC社長韓国放送協会会長、MBC社長

金徳洙 (김독수 キム・ドクス)

サムルノリ・ハヌリム代表

夫伯 (부백 プ・ベク）

慶熙大学校ホテル観光学部教授
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4.3 支援委員会構成(敬称略)

支援委員長 成田 豊 （Narita Yutaka)

㈱電通最高顧問

委 員 藤村 正哉 （Fujimura  Masaya)

日韓協力委員会副会長、(財）日韓文化交流基金会長日韓協力委員会副会長、(財）日韓文化交流基金会長

福地 茂雄 （Fukuchi Shigeo)

日本放送協会会長

広瀬 道貞 （Hirose  Michisada)

(社)日本民間放送連盟会長(テレビ朝日相談役）

飯島 英胤 （Iijima Hidetane)

(社）日韓経済協会会長

依田 翼 （Yoda Tatsumi)

㈱ティーワイリミテッド代表取締役会長

村松 邦彦 （Muramatsu Kunihiko)村松 邦彦 （Muramatsu Kunihiko)

(社)日本雑誌協会理事長（㈱主婦の友社代表取締役会長）

北村 正任 （Kitamura Masato)

(社）日本新聞社協会会長(毎日新聞社代表取締役会長）

石川 聰 （Ishikawa  Satoshi)

(社）共同通信社社長

黒田 福美 （Kuroda Fukumi)

俳優、アーティスト

小倉 紀蔵 （Ogura  Kizo)

京都大学准教授京都大学准教授
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4.4 運営委員会構成(敬称略)

今西 肇 委員長 三星物産㈱建設部門品質経営室 顧問今西 肇 委員長 三星物産㈱建設部門品質経営室 顧問

高橋妙子 副委員長 日本国大使館公報文化院長 公使

김조웅 本部事務局長 東アジア文化交流協会 理事

矢野進一 幹事 駐大韓民国日本国大使館 二等書記官

渡辺泰一 幹事 日本商工会議所 ソウル事務所長

이진숙 幹事・Team長 韓日文化交流会議이진숙 幹事・Team長 韓日文化交流会議

里井瑠衣子 幹事 東アジア文化交流協会

홍정영 幹事 東アジア文化交流協会

谷川仁彦 Team長 在大韓民国日本国大使館 一等書記官

平井敏晴 Team長 翻訳家・文化研究家

윤태원 Team長 (株)和仁存윤태원 Team長 (株) 和仁存

谷博子 Team長 日本政府観光局（JNTO）ソウル事務所長

임재규 Team長 ソウルグローバルセンター

富義之 Team長 公報文化院 副院長

伊豫部節子 委員 教養文化委員会 副委員長

전진용 委員 COPANEA プロデ サ전진용 委員 COPANEA プロデューサー

김순희 委員 梨花女子大学校 教授

황미정 委員 ソウル市観光振興 担当官

고민열 委員 日本大使館公報文化院

斉藤彩 委員

김진경 委員김진경 委員

박가영 委員

辛承俊 委員* JF日本文化センター 所長補佐管理部長

青野寛子 委員* (財)自治体国際化協会 所長補佐

緒方義広 委員* 公報文化院 専門調査員

嶋智士 委員 公報文化院 等書記官西嶋智士 委員* 公報文化院 三等書記官

山村毅 監査長 日本航空㈱ ソウル支店長

本田修 監査委員 (財)国際交流基金ソウル日本文化センター所長

谷 史郎 監査委員 (財)自治体国際化協会 ソウル事務所長

高杉暢也 顧問（実行委員） 金･張法律事務所 常任顧問
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総演出監督 黄 炳 國

4.5 事務局構成(敬称略)

Amax ProWorks㈱

韓国側事務局 朴 広 幸

Steff 栗原 聰

永里 勝彦

パク・チヒョク

ヒョン・ガンヒ

チョン・ギュチョル

ソク・ウンジ

キム・ヒョンジョン

イ・チャンヒ

日本側事務局 松尾 勝日本側事務局 松尾 勝

(株)イベント＆コンベンションハウス遠藤 実

吉岡 光晶

許 栴 ハンナラ観光㈱

運営委員会実務 流れ

}

4.6 運営委員会実務の流れ
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●はKorean可

管理部門
（現場作業は実施部門に委託しているのでその実施部門の管理・指導を

行う）
（Team長） （担当）

4.7 当日行事運営体制（1）

■はJapanese可
（Team長） （担当）

運営委員長 資金管理 担当 日本事務局長

今西肇 ■金照雄 ■洪延永 松雄 勝

副委員長 実行予算管理・契約関連・協賛金関連事項

髙橋妙子 演出・出演団体管理 担当 担当
幹事 ●谷川仁彦 ●斉藤 綾 吉岡 光昌

矢野進矢野進一

演出・行事進行に関する管
理・指導、
出演者関連事項の管理・指導、
実行委員、協賛社等の対応も
必要に応じ行う。

緒方義広 ■ホ・ジョン
イ・ジンスク

伊豫部節子
里井瑠衣子

전진용

管理部門の統括本部であり、
最終決定機関、実施部門を含
む運営を代表する

平井敏晴

임재규임재규

김진경

会場運営管理 担当 担当

本田修 谷博子

市庁前広場＆清渓川のｽﾃｰｼﾞ・
ﾌﾞｰｽ関係など仮設施設関係の
管理・指導
受付 案内関係 駐車場関係

谷史郎

受付・案内関係、駐車場関係
の管理・指導
出演者関連事項を除くものす
べての管理・指導
その他

来賓対応 担当 担当

矢野進一（兼務） 이진숙

VIP・協賛企業・招待者などの
来賓すべ 対応

渡邉泰一
来賓すべてに対応

황미정

Press＆広報 担当 担当

윤태원 西嶋智士

メディアを通して対外的な情
報発信・受信に関するものす
べてに対応する

고민열

警備

統括本部管轄

リスク管理・危機管理を含む
安全管理・指導

広報文化院長 28日大交流会 担当 担当

髙橋妙子 富義之

SJC副理事長 SJC理事・監事 SJC会議室管理 担当
高杉暢也 渡邉泰一
山脇義史 山村毅

本田修
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実施部門

4.7 当日行事運営体制（2）

実施部門
（実作業チームである） ●はKorean可

■はJapanese可

総演出/監督
■ファン・ビョングック

事務局長
■パク・カンヘン

舞台監督 ソウル広場舞台 技術監督舞台監督 ソウル広場舞台 技術監督
■チェ・ジョンヨン パク・ヒョク ユン・ギウン

作家 清渓広場舞台 舞台製作
イ・ヨンジョン チェ・ビョンドン ソン・ソンス

日本窓口 日本人出演者 音楽監督
永里勝彦 木造英貴 チュ・ヨンサン

楽屋担当 楽屋担当 AVマスタ楽屋担当 楽屋担当 AVマスター
■キム・ヒョンジョン ■イ・チャンヒ イ・スンチョル

特殊効果 SJC・塩光 VJ映像
イ・ヨンジュ ■ヒョン・ガンヒ ファン・ヨンドン

ソウル広場運営 展示ブース 運営補助
チョン・ギュチョル ■パク・チヒョク ■チョン・アルム

■クォン ギホ■クォン・ギホ
設営管理 ユウ・スンビム
イ・ギロ ■チェ・ヒョクツ

クオン・ヨンサン
清渓広場運営 体験ブース チョ・スンフン

■パク・ウォンガン ■ソク・ウンジ クオン・ドックン
シム・ジンヨン

備品管理 イ・ジョンミン
イム・サンヨル イ・インス

ノ サンソンノ・サンソン
ボランティア管理 ユン・ジェウク
キム・ジュンボム

翻訳管理 儀典 通訳 通訳
■チョ・ヒョーョン ■ソン・ユンジン ■チャン・ジョンミ ■ユン・ジヨン

警備・警護 コンパニオン ナレーター 通訳
イ・ジュヒョン ■チョン・ヒョジン ■イ・シネ ■チョン・ロア

■イ・ヒョンジョン ■イム・ジョミン■イ・ヒョンジョン ■イム・ジョミン
■キム・ユンヒ
■キム・ジヒョン

広報 広報制作 記録写真 通訳
■栗原聰 ホ・ドヨン ■チョ・ハンチョル ■オ・ファスク

MC MC MC MC
キム・ギマン イ・ジヨン ■笹部良子 ■ヤン・ミソンキム・ギマン イ・ジヨン ■笹部良子 ■ヤン・ミソン
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5. プログラム

■9月27日(土曜日）
項目 公演時間 区分 公演項目 団体名

出会いのハンマダン「アンニョンハセヨ、パンガプスンニダ」

1 開かれたハンマダン
15:00 - 15:20 韓 (1) 開幕ファンファーレー・マーチングバンド 塩光マーチングバンド
15:20 - 15:40 日 (2) バトントワリング 水野啓子バトンスクール

2 歓迎のハンマダン 15:40 - 16:00 韓 (3)風物B-boy 清州ドゥレ風物芸術団

3
プログラムA

出合のハンマダン

16:00 - 16:15 日 (4) 荒神神楽「八重垣能」 鳥取県立日野高等学校郷土芸能部
16:15 - 16:30 韓 (5)韓国舞踊 プリペ芸術団
16:30 16:45 日 (6)「沢内甚句」 「南部よしゃれ節」 岩手県専修大学北上高等学校

■ 9月27日(土曜日）

出合のハンマダン 16:30 - 16:45 日 (6) 「沢内甚句」・「南部よしゃれ節」 岩手県専修大学北上高等学校
16:45 - 17:00 日韓 (7) 国見よかよか・求礼チョワチョワ 国見高等学校・求礼高等学校

4
プログラムB

オウリムハンマダン

17:00 -17:15 日韓 (8) すいれき太鼓 山梨・忠北「すいれき太鼓」
17:15 ‒ 17:30 日 (9) 狸囃子 木更津総合高等学校和太鼓部
17:30 ‒ 17:45 韓 (10) 国楽室内楽 ナラッソリ
17:45 ‒ 18:00 日 (11) 最上太鼓 岡山県高松農業高等学校
18:00 ‒ 18:10 日 (12) 米子がいな万灯 鳥取県米子がいな万灯振興会

開幕式準備/VIP入場 18:00 ‒ 18:30 開幕式準備/VIP入場

開幕式公式行事 18:30 ‒ 19:20
オープニング映像
(13) 開幕祝賀序幕公演‒「千年の虹」
公式行事進行‒挨拶、祝辞、開幕宣言

キム・ドクス、サムルノリ、BACI-HOLIC、律呂、
公式行事進行 挨拶、祝辞、開幕宣言

5 開幕祝賀公演

19:20 ‒ 19:35 日韓 (14) 主題公演 : 羽衣三番叟
日韓伝統音楽、舞踊公演

日韓伝統芸術交流会
(金利恵, 李世煥、花柳春濤、花柳辰蔵、今藤珠江) 

19:35 ‒ 19:45 日 (15) 花笠踊り踊り 山形県花笠協議会 花笠舞踊団
19:45 ‒ 19:55 日 (16) 八戸えんぶり 青森空港国際化促進協会
19:55 ‒ 20:05 日韓中 (17) Oriental Fantasy－律呂 律呂

20:05 ‒ 20:15 日 (18)忘れかけたこの故郷の情熱、和太鼓・踊
り・唄 BATI -HOLIC 

20:15 ‒ 20:30 日 (19) 招待歌手特別祝賀公演Ⅰ タイナカサチ
20:30 ‒ 20:50 韓 (20)招待歌手特別祝賀公演Ⅱ ユンナ‒ VJC韓国観光親善大使

NO  
こむ 項目 公演時間 区分 公演項目 団体名

オウリムハンマダン「新しい発見！新しい未来！」

開幕パレード
14:00 ‒ 14:15 韓 (1) キリノリ プリペ芸術団
14:15 ‒ 14:30 韓 (2) 吹打隊 我山市ぺバン小等学校

第一部 : 「若者達が集う」

■ 9月28日 (日曜日）

2
第1部公演

「若者達が集う」

14:30 ‒ 14:40 日韓 (3) ワックチャチッコル 日本舞踊教室
14:40 ‒ 14:55 日 (4) 魂SOUL ソウル日本人学校
14:55 ‒ 15:10 韓 (5) 打楽合奏 京畿道ヒョチョン小等学校
15:10 ‒ 15:25 日 (6)太鼓、創作舞踊 鹿児島県神村学園 鼓舞道部

第二部 : 「伝統に魅入られる」

3
第2部公演

「伝統に魅入られる」

15:55 ‒ 16:05 韓 (9）ヨンヒーハンマダン ナムサダンチュルタギ
16:05 ‒ 16:15 日 (10) 平家踊り 山口県下関市中等教育学校
16:15 ‒ 16:25 韓 (11) プクチョン獅子舞 無形文化財伝承会

16:25 ‒ 16:35 日 (12) 清水目八ツ鹿踊り 宮城県一迫商業高校
清水目八ツ鹿踊り清水目八ツ鹿踊り

16:35 ‒ 16:45 韓 (13) カンリョンタルチュム 無形文化財伝承会
第三部 : 「今日に感謝する」

4
第3部

「今日に感謝する」

16:45 ‒ 17:00 日 (14) 鹿児島おはら・はんや節 鹿児島県永明会

17:00 ‒ 17:15 韓 (15) 創作打楽「歓喜」 プリペ芸術団
17:15 ‒ 17:25 日 (16) エイサー 沖縄県名桜エイサー
17:25 ‒ 17:40 日韓 (17) よさこいアリラン はなこりあ
17:40~17:55 韓 (18) アラリロック 高句麗バンド
16:45 ‒ 17:00 日 (19) 秋田竿燈 秋田市竿燈会
17:00 ‒ 17:15 日韓 (20)よさこいアリラン SJC サンミョン大 東亜製薬など17:00 ‒ 17:15 日韓 (20)よさこいアリラン SJC、サンミョン大、東亜製薬など

フィナーレ :「ひとつになる」

5 オウリムハンマダン

19:00 ‒ 19:10 日韓 (21) 日韓打楽のCollaboration BATI-HOLIC･プリペ芸術団
19:10 ‒ 19:40 日韓 (22) 星・明・祭‒ 全出演者
19:40 ‒ 19:45 日韓 (23) 光のパフォーマンス 象徴物/星・明・祭
19:45 ‒ 20:00 日韓 (24) オウリムハンマダン:カンガンスレ 全出演者・観覧客
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■9月27日

開かれたハンマダン

14:30 - 14:40 韓 (1) 風物ノリ・ハンマダン プリペ芸術団

14:40 ‒ 14:50 日 (2) よさこい よさこい真

14:50 - 15:00 日韓 (3) よさこいアリラン はなこりあ

歓迎のハンマダン
15:00 ‒ 15:15 韓 (4) 韓国舞踊 ハンタレ舞踊団

■ 9月27日

歓迎のハンマダン
15:15 ~ 15:30 日 (5) こきりこ、麦屋節、五箇山追分 富山県立南砺総合高等学校平高等学校 郷土芸能部

出会いのハンマダン

16:00 - 16:15 日 (6) 太鼓、創作舞踊 神村学園鼓舞胴部

16:15 ‒ 16:30 日 (7) 秋田 竿燈(重要無形文化財） 秋田県秋田市 竿燈会

16:30 ~16:45 韓 (8) 韓国舞踊 自然のソリ舞踊団

16:45 ~17:00 日 (9) 鹿児島おはら節・はんや節 鹿児島県永明会

オウリムハンマダン

16:30 ~16:45 日韓 (10) 日韓中 弦楽5重奏 律呂

16:45 ~17:00 韓 (11) 風物B-boy 清州ドゥレ風物芸術団

17:00 ‒ 17:15 日 (12) 花笠踊り 山形県花笠協議会 花笠舞踊団

17:15 ~ 17:35 韓 (13) 韓国舞踊 チョンスギョンチュムサラン舞踊団

17:35 ~ 17:50 日 (14) エイサー 沖縄県 名桜エイサー

NO  項目 公演時間 区分 公演項目 団体名

1
第1部

「若者達が集う」

14:00 - 14:15 韓 (1) コスプレ ムーンストーン

14:15 - 14:30 日 (2) アニメソング aya 『LOVERIN TAMBULIN』

14:30 ‒ 14:45 韓 (3) ダンス リトルキャッツ、キャッツ

■ 9月28日

2 第2部
「伝統に魅入られる」

14:45 ‒ 15:00 韓 (4) 最上太鼓 岡山県高松農業高校

15:00 - 15:15 日 (5) 韓国舞踊 ハンタレ舞踊団

15:15 ‒ 15:30 韓 (6) 米子がいな万灯 米子がいな万灯振興会

3
第3部

「今日に感謝する」

15:30 ‒ 15:45 韓 (7) 京畿民謡 カナック芸術団

15:45 - 16:00 日 (8) バトントワリングショー 水野啓子バトンスクール

16:00 - 16:15 韓 (9) 韓国舞踊 自然のソリ舞踊団

16:15 - 16:30 韓 (10) 天年楽 天年歌舞楽

16:30 ‒ 16:45 日 (11) 八戸えんぶり 青森空港国際化促進協議会

16:45 ‒ 17:00 韓 (12) ソド民謡 仁川伝統国楽芸術団

4
第4部

「一つになる」

17:00 ‒ 17:15 韓 (13) 風物・農楽 サンミョン大学校

17:15 ~ 17:30 日 (14) すいれき太鼓 山梨・忠北「すいれき太鼓」

17:30 ~17:40 韓 (15) サムルノリ 仁川勤労者文化センターオルシクプンムルぺ
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6. 参加団体一覧表

日本側参加団体

Ｎｏ 日本側出演団体名 所在地 人員
9/27
清渓広場

9/27
ソウル広場

9/28
清渓広場

9/28
ソウル広場

1 宮城県立一迫商業高等学校
清水目八ツ鹿踊り

宮城県
仙台市 12 ○

2 富山県立南砺総合高等学校
平高等学校 郷土芸能部

富山県
南砺市 39 ○ ○

3 山梨・忠北「すいれき太鼓」 山梨県
甲府市

34 ○ ○

岡山県立高松農業高等学校 岡山県4 岡山県立高松農業高等学校
伝統芸能部

岡山県
岡山市 11 ○ ○

5 山口県立下関中等教育学校 山口県
下関市 33 ○

6 国見よかよか・求礼チョワチョワ 長崎県
雲仙市 32 ○

7 神村学園鼓舞胴部 鹿児島県
串木野市 28 ○ ○

8 米子がいな万灯振興会 鳥取県
米子市 22 ○ ○米子市

9 山形県花笠協議会花笠舞踊団 山形県
山形市 20 ○ ○

10 青森空港国際化促進協議会八戸えんぶり
青森県
八戸市 25 ○ ○

11 はなこりあ 東京都
杉並区 50 ○ ○

12 かごしま永明会 鹿児島県
鹿児島市 20 ○ ○

兵庫県13 水野啓子バトンスクール 兵庫県
芦屋市

42 ○ ○

14 日韓伝統芸術交流・日本舞踊教室（ワッチャチッコル） 日本/韓国 50 ○ ○

15 秋田市竿燈会 秋田県
秋田市

33 ○ ○

16 名桜エイサー 沖縄県
沖縄市 10 ○ ○

17 鳥取県立日野高等学校郷土芸能部 鳥取県 21 ○17 鳥取県立日野高等学校郷土芸能部 日野町 21 ○

18 専修大学北上高等学校郷土芸能部 岩手県
北上市

20 ○

19 木更津総合高等学校和太鼓部 千葉県
木更津市 19 ○

20 ＢＡＴＩ－ＨＯＬＩＣ 京都府
京都市

7 ○ ○

21 タイナカサチ 東京都 1 ○

22 ａｙａ（LOVERIN TAMBURIN） 東京都 1 ○

23 ソウル日本人学校 在韓国
日本団体 40 ○

24 YOSAKOI KOREA 眞(JIN） 在韓国
日本団体 22 ○

25 Seoul Japan Ｃｌｕｂ 在韓国
日本団体 400 ○

計 訪韓日本側出演団体：22団体 530名 /在韓国日本人団体：3団体 462名

*SJC 外 よさこいソウラン参加団体
韓国日本語教育研究会及び高等学校、東亜製薬、CANON、韓国外国語大学校 日本語課、ソウル女子大学校、サンミョン大学校、

高麗大学校 日語日文学課、慶煕大学校 国際教育院、中央大学校 日語日文学課
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NO 韓国側出演団体名 地域 人員

参加プログラム

27日 28日

ｿｳﾙ広場 清渓広場 ｿｳﾙ広場 清渓広場

1 ヨングァンマーチングバンド ソウル 90 ○

2 風物B-boy 清州 10 ○

3 韓国舞踊(プリペ芸術団） ソウル 8

4 プリイペ芸術団 ソウル 12 ○ ○ ○

5 金徳洙サムルノリ ソウル 20 ○

6 律呂 仁川 5 ○ ○

7 ユンナ ソウル 1 ○

8 ペバン小等学校 我山 55 ○

9 日本舞踊教室 ソウル 10 ○

10 ナラソリ ソウル 10

11 サンミョンハンオリム ソウル 15 ○

12 北清獅子舞 ソウル 20 ○

13 カンリョンタルチュム ソウル 30 ○

14 ナムサダンチュルタギ 安城 8 ○

15 高句麗バンド ソウル 5 ○ ○

16 ムーンストーン 京畿 14 ○

17 カナック芸術団 仁川 10 ○17 カナック芸術団 仁川 10 ○

18 キャッツ、リトルキャッツ ソウル 20 ○

19 仁川勤労者文化センター 仁川 15 ○

20 仁川伝統国楽芸術団 仁川 11 ○

21 自然のソリ舞踊団 仁川 12 ○ ○

22 天年歌舞楽 ソウル 20 ○22 天年歌舞楽 ソウル 20 ○

23 ハンタレ舞踊団 仁川 8 ○ ○

24 チョンスギョン舞踊団 仁川 10 ○

25 ヒョチョン小等学校 京畿 25 ○

25団体 444
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7. 事前広報(韓国側)
製作物

7.1.1 ソウル市内バス停広告 (5ケ所→両面ライティングBOX)

◀[鐘路区‒鐘路1街 ]◀[ 鐘路区‒鐘路1街 ] 

◀[ 鐘路区‒鐘路6街 ] 

◀[ 鐘路区‒鐘路4街 ] 

◀[ 龍山区‒中大付属病院] 

◀[ 龍山区‒国立中央博物館] 
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7.1.2  屋外LED広告

◀ロッテ百貨店LED

鐘路２街普信閣交差点LED▶

83



フリーペパー日刊紙 FOCUS 全面広告 (2回)

▲2008 9 25(A-13) 2008 9 26(A-15)

7.1.4  ポスター制作(2種)

▲2008.9.25(A-13), 2008.9.26(A-15) 

▲菊2折版 ▲菊4折版(日本語/韓国語) 
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7.1.5 ホームページ制作

韓国語ページ

日本語ページ
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7.1.6 リーフレット
（1）日本語(A4-3折)

▼内紙

表紙

（2）韓国語(A4-3折)

▼内紙

表紙
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7.2 記者発表
7.2.1 韓国側

2008年 9月17日 午後 3:00～ ソウルプレスセンター外国人記者クラブ

司会者の案内

実行委員長の挨拶 運営委員長の挨拶

会見場の様子
会見場の様子

実行委員長の説明

会見場の様子記者質問

運営委員長の説明

逐次通訳 おまつり本の説明 総演出監督の説明 会見場の様子
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7.2.2 日本側特派員・記者発表

2008年 9月17日午後 12:00～ ロッテホテル

会見場の様子会見場の様子

運営委員長の説明 副運営委員長の説明

会見場の様子会見場の様子

記者質問 記者質問

総演出監督の説明 プログラムの説明
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8.  会場設営

ソウル広場
8.1.1 ソウル広場全体平面図8.1.1  ソウル広場全体平面図

VIP駐車場

⑩

⑤
⑥

⑩

⑪

⑦
⑧
⑨

⑫

① ② ③④

⑦警察
⑧消防
⑨医療
⑩出演者控え室

ブ

①インフォメーション
②プレス受付
③運営本部
④倉庫

⑪広報PRブース
⑫移動式化粧室

⑤運営委員会
⑥警備
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8.1.2  ソウル広場ステージ3D立面図

8.1.3  ソウル広場ステージ立面図
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（１）ステージ平面図及び

ソウル広場ステージ平面図・テント配置計画

出演者受付
（Check-in counter)▶

出演者出入口
▼

出演者控室▶

Stage

運営委員会 Booth▶

Security Booth ▶

Security Booth ▶

Security Booth ▶

Medical care Booth ▶Medical care Booth ▶
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（２）ソウル広場広報ブース配置図

（5ｍｘ5ｍモンゴルテント14棟・床上げ、3m x 6m ケノピテント２棟設置運営)

N
o ブース名

1 日本政府観光局（ＪNTO）
（ビジットジャパンキャンペーン）2

3 青森県

3

14

4 青森空港国際化促進協議会

5 富士箱根伊豆国際
観光テーマ地区推進協議会

6 静岡県

7 （財）地域伝統芸能活用センタ

1

4

5

7 （財）地域伝統芸能活用センター
鳥取県
千葉県 木更津市
岩手県 北上市8

9 沖縄県

10 CGV(協賛者ブース）

6

7
13

11 ソウルグローバルセンター

12 仁川国際都市展覧

13 韓国観光公社（KTO)

14 抽選ブース

15 星明祭参加ブース

8

9

15

9

10

12

11
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ソウル広場設営風景

◀広報ブース▶

◀星明祭行事▶

◀運営本部
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8.2 清渓広場
8.2.1  清渓広場ステージ立面図

8.2.2  清渓広場ステージ平面図
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8.2.3  清渓広場

（5ｍｘ5ｍモンゴルテント4棟及び3m x 3mモンゴルテント8棟ケノピテント1棟設置運営)（5ｍｘ5ｍモンゴルテント4棟及び3m x 3m モンゴルテント8棟ケノピテント1棟設置運営)

駐車スペース

③ ①

②④

◀出演者控室▶

車
道

車
道

ステージ ① ②

③

⑤⑥

⑦

④⑧ ◀出演者控室 コンソール・控室▶

出演者受付
◀（Check-in counter)

◀体験ブース

95



8.2.4  清渓広場設営全景

▲体験ブース1

▲体験ブース3▲体験ブース2
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9.  製作物

記者会見入口Xバナー（1.8ｍｘ0.6ｍ）

▲日本語 ▲韓国語
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9.2  公式ガイドブック （A5)

9.3  カード形リーフレット

◀前 韓国語

裏日本語▶
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9.4  広報ブース看板(5m x 0.45m)各1組

9.5  運営ブース看板 (5m x 0.45m)各1組

9.6  運営ブース看板 (3m x 0.45m)

支援者垂れ幕(1.8m x 2.5m)▶

9.7  広報ブース裏面大型バナー (1.8m x 50m)
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9.8  IDカード

9.9  食券・駐車証食券 駐車証

9.10 スタンプラリー

◀駐車許可証

▲スタンプカード表裏

▲説明サイン(2.0m x 1.5m) 2組

▲スタンプカ ド表裏
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9.11 スタッフユニホーム

◀支援者

◀舞台進行

◀ボランティア

◀主催者
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9.12 マンジャン(のぼり）(600x3000)20組

9.13 ソウル広場ステージ主催・後援
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9.14 星明祭バルーン他

▼日本アニメーション大使ドラえもん
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9.15 特設ステージロゴ表記

◀ソウル広場ステージロゴ表記▲

▲清渓広場ステージロゴ表記
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10.  行事

10.1  9月27日プログラム
10 1 1 9月27日清渓広場プログラム10.1.1  9月27日清渓広場プログラム

10.1.2  9月27日ソウル広場プログラム

叟
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10.1.3  9月27日 清渓広場風景

ボランティアMC 風物ノリハンマダン

よさこい真 はなこりあ

ハンタレ舞踊団 平高等学校

神村学園

自然のソリ 秋田竿燈
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鹿児島県永明会 律呂

ど清州ドゥレ風物芸術団 花笠おどり

チョンスギョンチュムサラン舞踊団 沖縄エイサー

10.1.4 9月27日ソウル広場風景

ヨングァンマーチングバンド

水野バトンスクール 風物B-boy
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日野高等学校 韓国舞踊プリペ芸術団

北上高等学校 国見高等学校・求礼高等学校

すいれき太鼓 木更津総合高等学校

ナラソリ

最上太鼓 がいな万灯
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10.2   9月28日プログラム
10.2.1  9月28日清渓広場プログラム

NO  項目 公演時間 区分 公演項目 団体名

オウリムハンマダン「新しい発見！新しい未来！」

1
第1部

「若者達が集う」

14:00 - 14:15 韓 (1) コスプレ ムーンストーン

14:15 - 14:30 日 (2) アニメソング aya 『LOVERIN TAMBULIN』

14:30 ‒ 14:45 韓 (3) ダンス リトルキャッツ、キャッツ

2 第2部
14:45 ‒ 15:00 韓 (4) 最上太鼓 岡山県高松農業高校

15:00 15:15 日 (5)韓国舞踊 ハンタレ舞踊団2 第2部
「伝統に魅入られる」

15:00 - 15:15 日 (5) 韓国舞踊 ハンタレ舞踊団

15:15 ‒ 15:30 韓 (6) 米子がいな万灯 米子がいな万灯振興会

3
第3部

「今日に感謝する」

15:30 ‒ 15:45 韓 (7) 京畿民謡 カナック芸術団

15:45 - 16:00 日 (8) バトントワリングショー 水野啓子バトンスクール

16:00 - 16:15 韓 (9) 韓国舞踊 自然のソリ舞踊団

16:15 - 16:30 韓 (10) 天年楽 天年歌舞楽

16:30 ‒ 16:45 日 (11) 八戸えんぶり 青森空港国際化促進協議会

16:45 ‒ 17:00 韓 (12) ソド民謡 仁川伝統国楽芸術団

第4部
17:00 ‒ 17:15 韓 (13) 風物・農楽 サンミョン大学校

4
第4部

「一つになる」
17:15 ~ 17:30 日 (14) すいれき太鼓 山梨・忠北「すいれき太鼓」

17:30 ~17:40 韓 (15) サムルノリ 仁川勤労者文化センターオルシクプンムルぺ

10.2.2  9月28日ソウル広場プログラム

NO  
こむ 項目 公演時間 区分 公演項目 団体名

オウリムハンマダン「新しい発見！新しい未来！」

1 開幕パレード
14:00 ‒ 14:15 韓 (1) キリノリ プリペ芸術団
14:15 ‒ 14:30 韓 (2) 吹打隊 我山市ぺバン小等学校

第一部 : 「若者達が集う」
14:30 ‒ 14:40 日韓 (3) ワックチャチッコル 日本舞踊教室

2
第1部公演

「若者達が集う」
14:40 ‒ 14:55 日 (4) 魂SOUL ソウル日本人学校
14:55 ‒ 15:10 韓 (5) 打楽合奏 京畿道ヒョチョン小等学校
15:10 ‒ 15:25 日 (6)太鼓、創作舞踊 鹿児島県神村学園 鼓舞道部

第二部 : 「伝統に魅入られる」

3
第2部公演

「伝統に魅入られる」

15:55 ‒ 16:05 韓 (9）ヨンヒーハンマダン ナムサダンチュルタギ
16:05 ‒ 16:15 日 (10) 平家踊り 山口県下関市中等教育学校
16:15 ‒ 16:25 韓 (11) プクチョン獅子舞 無形文化財伝承会

16:25 ‒ 16:35 日 (12) 清水目八ツ鹿踊り 宮城県一迫商業高校
清水目八ツ鹿踊り

16:35 ‒ 16:45 韓 (13)カンリョンタルチュム 無形文化財伝承会16:35 ‒ 16:45 韓 (13) カンリョンタルチュム 無形文化財伝承会
第三部 : 「今日に感謝する」

4
第3部

「今日に感謝する」

16:45 ‒ 17:00 日 (14) 鹿児島おはら・はんや節 鹿児島県永明会

17:00 ‒ 17:15 韓 (15) 創作打楽「歓喜」 プリペ芸術団
17:15 ‒ 17:25 日 (16) エイサー 沖縄県名桜エイサー
17:25 ‒ 17:40 日韓 (17) よさこいアリラン はなこりあ
17:40~17:55 韓 (18) アラリロック 高句麗バンド
16:45 ‒ 17:00 日 (19) 秋田竿燈 秋田市竿燈会
17:00 ‒ 17:15 日韓 (20)よさこいアリラン SJC、サンミョン大、東亜製薬など

フィナーレ :「ひとつになる」フィナ レ :「ひとつになる」

5 オウリムハンマダン

19:00 ‒ 19:10 日韓 (21) 日韓打楽のCollaboration BATI-HOLIC･プリペ芸術団
19:10 ‒ 19:40 日韓 (22) 星・明・祭‒ 全出演者
19:40 ‒ 19:45 日韓 (23) 光のパフォーマンス 象徴物/星・明・祭
19:45 ‒ 20:00 日韓 (24) オウリムハンマダン:カンガンスレ 全出演者・観覧客
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10.2.3  9月28日 清渓広場風景

ムーンストーン aya

リトルキャッツ、キャッツ 岡山県高松農業高校

カナック芸術団

ハンタレ舞踊団 米子がいな万灯

水野啓子バトンスクール 自然のソリ舞踊団
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天年歌舞楽 八戸えんぶり

仁川伝統国楽芸術団 サンミョン大学校

仁川勤労者文化センターオルシクプンムルぺ山梨・忠北「すいれき太鼓」

SJC 他

111



10.2.4 9月28日 ソウル広場風景

キリノリ キリノリ・マンジャンキリノリ キリノリ・マンジャン

吹叩隊 ワクチャチッコル

ソウル日本人学校 ソウル日本人学校

ヒョチョン小等学校ヒョチョン小等学校

神村学園 神村学園
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南砺総合高等学校 南砺総合高等学校南砺総合高等学校 南砺総合高等学校

サンミョン大学 ナムサダンチュルタギ

下関市中等教育学校 プクチョン獅子舞

一迫商業高等学校 カンリョンタルチュム

永明会 プリペ
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名桜エイサー はなこりあ

高句麗バンド 竿燈

SJC

竿燈
高麗大学

よさこいアリラン
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11.  特別行事

開幕公式行事（9月27日 6:30PM）

序幕公演「千年の虹」MCキム・ギマン / イ・ジヨンアナウンサー

キム・ドクス ハンオリムヨニダン キム・ドクスとBATI-HOLIC

律呂とサムルノリ VIP着席

金容雲実行委員長挨拶 成田豊支援委員長挨拶 今西肇委員長開幕宣言祝辞挨拶
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11.2 開幕祝賀公演（9月27日 7:20PM）

羽衣三番叟 花笠おどり

律呂

八戸えんぶり

BATI-HOLIC

11.3 日韓招聘歌手祝賀公演（9月27日 8:15PM）

タイナカ サチ

日韓招聘歌手祝賀公演（ 月 日 ）

サチとユンナ

ユンナ
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11.4 全出演者による星明祭（9月28日 7:10PM）

竿燈・万灯
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11.5 フィナーレ（9月28日 7:45PM）

フィナーレ :挨拶 フィナーレ インタビュー

フ ナ レ 「ひと になる カンガンスルレフィナーレ :「ひとつになる」カンガンスルレ
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（１）フ ナ レ（よさこいアリランとカンガンスルレ）

11.6 記憶に残った公演

（１）フィナーレ（よさこいアリランとカンガンスルレ）

（イ）「ソウル広場でひとつになった」

９月２８日（日）の夕方6時頃、ソウル広場の周囲の高層ビルを夕闇が包み始めると、広場中央に秋田
竿灯がすっくと立ちあがり、ゆらゆらと揺らめいた。「日韓交流おまつり２００８ in Seoul」のフィ
ナーレ『ひとつになる』のスタートである。舞台の上では、SJC（ソウル・ジャパン・クラブ）の代表
が『よさこいアリラン』を踊り始めた。アーリラン、アーリラン・・・。SJCのチームは総勢160名。
それに続いたのが韓国日本語教育研究会及び高校生 そして 東亜製薬 キヤノン 韓国外国語大学それに続いたのが韓国日本語教育研究会及び高校生。そして、東亜製薬、キヤノン、韓国外国語大学
校日本語学科、明知大学校、ソウル女子大学校、祥明大学校、高麗大学日語日文学科、キョンヒ大学
校国際教育院、中央大学校日語日文学科の代表達。それぞれ２０人から４０人が揃いのＴシャツや法
被を着て、鳴子（注）をカシャ、カシャと鳴らしながら踊った。アーリラン、アーリラン・・・。日
韓合わせて４００名が歓喜して踊る様子に、観衆も一緒に動き出した。
フィナーレ最後の出し物は「カンガンスルレ」でした。韓服を着た韓国人の少女が、振り袖を着た日
本人の少女と一緒に舞台上に表れて、カンガンスルレを唱いながら広場中央に降りて行くと、そこに
は今回「おまつり」に出演した多くの人々が待ち受けていた。その中には、先ほど『よさこいアリラ
ン』を踊った人々もいて 皆自然に手を取り合ってカンガンスルレを踊っていた カンガンスルレン』を踊った人々もいて、皆自然に手を取り合ってカンガンスルレを踊っていた。カンガンスルレ、
カンガンスルレ、カンガンスルレ・・・。観客も加わって、ソウル広場の彼方此方で踊りの輪ができ
た。「おまつり」の参加者と観客が、韓国人と日本人が、一緒に手を取り合って踊った。心も繋がっ
たと感じた瞬間だった。

（ロ）今後の「おまつり」の形が見えた

２７日と２８日の２日間にわたってソウル広場と清渓広場で繰り広げられた「日韓交流おまつり」は
こうして幕を閉じた それぞれの出し物がそれぞれに思い出に残るものではあったが やはり最後のこうして幕を閉じた。それぞれの出し物がそれぞれに思い出に残るものではあったが、やはり最後の
フィナーレは多くの人々に感動を与えた。『東亜日報』も「カンガンスルレ」の場面を紹介しながら
大変好意的なコラムを掲載してくれた。
昨年（2007年）の反省に立って、春頃からソウル市内の大学を回り日語日文課を対象に講演をして
「おまつり」への参加を呼びかけていたが、竹島問題で成功が危ぶまれる中、直前に改めて動員をか
けたところ、予想以上の韓国人、特に大学生が集まった。正に、運営委員会の場で繰り返し議論して
きた「参加型」のお祭りの形ができあがった訳で、今後目指すべき方向が見えた気がした。

（ハ）今後の「おまつり」の形（ハ）今後の おまつり」の形

今回「よさこいアリラン」では、参加団体の紹介が関係者の意図に反して最後に纏めてされること
になってしまったが、それでも名前を読み上げられたことを知った団体はそれに応じて歓声を上げて
いた。やはり所属団体を明確にし、ある程度互いに競わせるような工夫をすればより多くの参加団体
を確保できるのではないかとの感触を得た。そして、これが定着すれば「おまつり」の運営委員会へ
の韓国人大学生の参加も確保できるのではないかと、夢が膨らむ。

（ニ）「カンガンスルレ」を最後に（ ） 」 最後

演出・構成の議論で、「カンガンスルレ」を入れるかどうかが論点になったが、やはり入れてよ
かったと思う。「おまつり」の数週間後、韓国人のオピニオン・リーダーが参加する某協会で講演を
する機会があり、今回の「おまつり」の話もした。すると、会長が「カンガンスルレ」は秀吉軍が攻
めてきた時（文禄・慶長の役）、それを迎え撃つ韓国軍の勝利を願って土地の女達が踊ったのが始ま
りという話もある」とコメントした。この話は『お祭りと祝祭が出会う時』にも出てくる話であるが、
正に「日韓交流おまつり」の凄いところは、このような歴史を全て呑み込んだ上で皆がひとつになっ
て踊るところではないか。「よさこいアリラン」ももっともっと育てて行きたいが、韓国で「おまつ
り」をやる限り、エンディングは「カンガンスルレ」であるべきと改めて思った

高橋妙子
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（２）秋田市竿燈会・米子がいな万灯振興会 ～22年間のわだかまりを越えて～（２）秋田市竿燈会・米子がいな万灯振興会 ～22年間のわだかまりを越えて～
“ワイヤーを恐れぬ気概と誇り・技、ソウル広場フィナーレでの共演

260年の歴史と伝統と誇る国重要無形民俗文化財“秋田竿燈”４基、22年前の1986年（昭和61
年）鳥取県米子でまちづくり・ひとづくりに繋げたい想いで産声を上げた“米子がいな万灯”2基
が今回海を渡った。

1日目：27日（土）は、ソウル広場、清渓広場に分かれ、長さ15ｍ・重さ50Ｋｇ・提灯46個の竿
燈を 手の掌・肩・腰・額に乗せ 差し手が目の前で見せる妙技に観客は固唾をのんでみいった燈を、手の掌 肩 腰 額に乗せ、差し手が目の前で見せる妙技に観客は固唾をのんでみいった。
米子万灯の妙技はソウル広場、ステージ前スペースと広場中央に1基づつに分かれて2箇所。開始２
時間前、万灯振興会の津村事務局長から声がかかる、「ステージ両端から広場中央を縦断する形で
幅20ｍ、長さ150ｍの2本のワイヤーが張られている」（これは翌日の仕掛け花火に使うラインロ
ケット用ワイーヤーであったが、指摘があるまで注意しないと分からない位のワイヤー）。しかも
広場中央の竿竹はステージ前のそれより一回り長い。対応策はワイヤーを外すことは不可能にて、
差し手は幅20ｍのワイヤーの内側で触れない様に妙技する、ワイヤーの真下両側に目立つ服装のス
タッフを配置し危険を知らせる。妙技開始、恐れず竹を継いでいく米子の若衆、風に煽られワイ
ヤーに触れる、と目をつぶった場面が3度、早く無事終わってほしい、秋田市竿燈会の幹部も初めヤ に触れる、と目をつぶった場面が3度、早く無事終わってほしい、秋田市竿燈会の幹部も初め
て見る米子の技に注目しながらも心配顔。それでも尚、竹を継いでいく差し手。それは今回選抜さ
れてきた米子万灯振興会を代表する若衆の誇り、本おまつりへの気概ではなかったろうか。

2日目、28日（日）18時10分～ＮＨＫの全国ＮＥＴ番組海外ネットワークでおまつり中継がは
いった。中継開始のヘッドラインに合わせ、秋田市竿燈会・藤田会長が舞台で挨拶、韓国語に通訳、
4基の竿燈がソウル広場舞台正面の所定の位置に進みでて提灯に灯りを入れ、その状態のまま地上5
0ｃｍの位置で待機、5分経過、時間が長く感じられる、やがて森本副会長の掛け声で一揆に夜空に
立った、この光景が日本全国津々浦々まで流れているのであろうかと想いを馳せる。やがてステー立 た、 の光景が日本全国津 浦 まで流れて るのであろうかと想 を馳せる。やがて テ
ジではフィナーレを迎える、出演者が団体毎に順に観客に挨拶、その後舞台から降り、広場で輪を
つくりはじめた。秋田市竿燈会藤田会長・米子がいな万灯振興会津村事務局長両者の事前打合せで
広場を囲む形で全部で6基の配置が決められた、フィナーレの時間が通常の竿燈妙技時間に比べて
長いため、秋田市竿燈会の意向で、差し手はささず竿燈を立てた状態で置いておく・・との話で
あった。5分、10分経過し、事態は一変した、目を疑う光景が広場で。秋田竿燈が揺れているでは
ないか、その横では竿が触れ合うように、（米子の）万灯の先端から“日韓交流おまつり”の吹流
しをつけた米子のがいな万灯が大きく舞っている、目の前で繰り広げられる妙技、観客は差し手と
夜空の提灯を交互に見守る。そして秋田と米子の面々が穏やかな顔で声を掛け合っている。

本おまつりに架けるおもいは、日韓の間でおまつりという交流を通して、相互の多様性を理解し、
未来志向の絆を生み出す一助になることを期待し願う・・・。日本国内での話ではあるが両者には
22年間に渡る“わだかまり”が存在し、多くのメディアでも報じられてきた、運営委員会として、
本年のおまつりのシンボル“光”のテーマとして招くことを発案し、様々な障害を越えながら、今
西委員長の秋田・米子訪問による“未来志向への呼びかけ”“おもい”が、そして、そこには
両者共演という「歴史的瞬間」があった。秋田市竿燈会・米子がいな万灯振興会が、本共演を端
緒としてこれから少しづつ交流を深めていっていただくことを願い、両会の次世代への“語り話”

が が ど だに今瞬間があり、5年、10年と交流が積み重ねられ、120年後にもまた共演するというのはどうだ
ろうか。そして我々がその一助になれたのならこれ以上の喜びはない。

松尾 勝
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（３）日韓で見た夢

「ありがとうございました̶」
フィナーレで秋田竿燈、米子万灯が一気に立ち上がった時
私は心からそう思い、深く頭を垂れた。

初めて参加した1月末の準備委員会のこと。「竿燈（のようなもの）をやろうと、今朝突然ひらめい
たんですよ～」と、今西委員長が少年のような表情で仰った。

あれから約８ヶ月̶。
二転三転、四転五転。とにかくエネルギー量の多い運営委員の面々。議論はお酒やコーヒーを交えな
がら、毎回深夜にまで及んだ。日韓合作の「感性に訴える、新しいおまつり」をつくること。それが
私たち 共通 夢 あ だ た 伊豫部委 自宅 若手数 が集ま おま私たちの共通の夢であり、ミッションだった。伊豫部委員のご自宅で、若手数人が集まりおまつりへ
の思いを語り合った時などは、夜８時にスタートした会が、いつの間にか朝４時・・・ということさ
えあった。しかし、委員同士の意見の相違や、日本人と韓国人の“祭り観”のギャップに驚くことも
多く、島問題に開催さえ危ぶまれる時期もあった。直前一週間ほどは、「アレがない、コレがない、
ソレはどうなった」のと、正に「盆暮れ正月」状態。前日の深夜３時頃まで、日韓文化交流基金の
チョウさんとボランティア用の資料を作ったことも忘れがたい記憶となった。

「お願いしまーす」
フ ナ レの幕開け BATI HOLICとプリペ芸術団の 勇壮でドラマチ クな太鼓のコラボレ シ ンフィナーレの幕開け。BATI-HOLICとプリペ芸術団の、勇壮でドラマチックな太鼓のコラボレーション
が止むと、なぜか５分前に幸運にもその大役を任された（！）私の声を合図に、日本から海を越えて
やってきた６基の竿燈・万灯が、ぐぅんと支柱をしならせて立ち上がった。日韓４００人による「よ
さこいアリラン」が舞台から広場へ。ソウル広場は光と生命のエネルギーに包まれた。
私は、このおまつりに関わることができたこと、このおまつりに関わった全ての人に出会えたこと、

それら全てに感謝し、深く深く頭を垂れた。
「ありがとうございました̶」

「日韓の素晴らしい未来のために 」「 」「日韓の素晴らしい未来のためにー」「 」
９月末の夜空に、澄んだ少女の声が響いた。

斉藤 彩

（４）団体名：はなこりあ

記憶に残った公演は 第１回目から継続して出演していただいている「はなこりあ」による公演で記憶に残った公演は、第１回目から継続して出演していただいている「はなこりあ」による公演で
す。「はなこりあ」は日本で開かれているワンコリアフェスティバルをきっかけとして活動を始めた
団体で、日本人、在日韓国人、韓国人留学生が参加しています。このお祭りとの関係で大変印象深い
のは、日本に留学していたとき「はなこりあ」さんの活動に参加していた学生の方達が、韓国に帰国
された後も、ソウルでの日韓交流おまつりの機会に「はなこりあ」の演技に参加してメンバーの方と
の再会を果たしているというお話です。

また、過去の日韓交流おまつりで知り合った他のグループの方と今年はコラボレーションして参加
してくださったという話も聞きました この日韓交流おまつりのテーマである「交流」を地でいく活してくださったという話も聞きました。この日韓交流おまつりのテ マである「交流」を地でいく活
動をしていただいて、とても嬉しく思います。演技自体も、韓国の音楽と日本の「よさこい」をミッ
クスしたもので、大変鮮やかな衣装、ノリの良い曲、そして観客も一緒になって踊れる踊りと、観客
や関係者をぐっと引き込む演技で、この日韓交流おまつりに欠かせない公演になっていると思います。

当日は今西運営委員長や私も一緒になって踊らせていただきましたが、とても良かったです。「は
なこりあ」さんは、プロ活動をされているわけでもないですし、メンバーも多様で、毎回日韓交流お
まつりに参加していただくのに大変なご苦労をしていただいているのですが、今後も継続して参加し
ていただくことと、ますます活躍の場を広げて頂くことを願っています。ていただくことと、ますます活躍の場を広げて頂くことを願っています。

谷川 仁彦
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（５）八戸えんぶり

私はPRブースを担当していたので、お祭りの演目はあまり見ることが出来なかったのですが、
青森県のブ スでも披露して下さ た「八戸えんぶり の演技が印象に残 ています青森県のブースでも披露して下さった「八戸えんぶり」の演技が印象に残っています。
八戸市のホームページに記載されている資料によると、「えんぶり」はその年の豊作を祈願す
るため、太夫と呼ばれる舞手が馬の頭を象った華やかな烏帽子を被って独特の動作で、稲作に関
する一連の作業である種まきや田植えなどの動作を表現した舞とのことです。鎌倉初期の頃に始
まったと伝えられる祭りですが、「えんぶり」という言葉は動詞の「イブリ（揺り）」に通じ、
大地を揺さぶる、揺さぶり起こすなど等の意味がこめられており、揺れる太夫の烏帽子に神が降
臨すると信じられていたそうです。
陸奥（みちのく）の小さな町に何百年も受け継がれてきた祭りですが、舞も衣装もとても優雅
で 華やかで 伝統の重みを感じました 大人の演技の合間に子供たちが可愛らしい踊りを披露で、華やかで、伝統の重みを感じました。大人の演技の合間に子供たちが可愛らしい踊りを披露
してくれるのですが、真っ赤なホッペの子供たちがたくさんの見物客の前でも物怖じもせず、一
生懸命演技している姿がまた実に可愛いのです。衣装を着けた踊り手達は大人も子供もどこか誇
らしげで素敵でした。故郷を愛し伝統を守っている人々の自信と喜びでしょうか。
大人の踊り手達は農具を模した棒を手に、足には藁で出来たツマゴという履物を履いて一心に
踊ります。東北の気候は厳しく作物を育てることの苦労は生半可ではなかったことと思います。
八戸に生まれ、生きてきた人々の豊作への真摯な願い、そして子孫繁栄への切なる思いを感じる
ことが出来たように思いました。

谷 博子
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2008年9月の27日、28日。韓国ソウルの中心部であるソ
ウル広場に設けられた日本各地から来ているブースのコー
ナーに八つの「星の木」が植えられていました 最初は木の

「星明祭」報告

ナーに八つの「星の木」が植えられていました。最初は木の
枝しかなく、とても寂しく見えたのですが、2日間来場してくれ
た両国の市民たちによって立派な「願い星」がたくさん実る
ことになりました。夜になって星の木の一番上に飾られてい
る星に明かりが入り、決して派手ではないですが素朴なお
祭りの雰囲気を作ってくれました。

実は、今回この「星の木」は最初の段階から出たアイデア
ではなかったです。チーム長である私は、巨大で派手な設
置物を作ろうと思っていたのです(笑)。置物を作ろうと思っていたのです(笑)。

それが、最後の最後になって星の木になったわけなんですが、今考えてみると、とても良いものを作って
しまった(？)と、自己満足しています。では、この星の木はどのような道を歩んできたのでしょう。その経緯
から報告いたします。

□ 「星」までの経緯
１．「かんとう(韓灯)」でいこう！
2008年度年初に行われたお祭り運営委員会で、今西委員長は「日韓交流お祭りのここから120年先の

将来を考えると、やはり交流お祭りならではのシンボルが必要である」と主張し、「手作り」や「参加型」と将来を考えると、やはり交流お祭りならではのシンボルが必要である」と主張し、 手作り」や 参加型」と
いったお祭りの精神をよく表現している鳥取県「米子がいな万灯」をベンチマーケットすることに決めました。

そして、2008年度のお祭りは「光り」をテーマにすることにしました。
日韓交流お祭りのシンボルとしては韓国の「韓」という文字に「灯」につけて「かんとう(韓灯)」としました。
「かんとう」製作にあたる技術的な面への諮問やアドバイスなどを受けると共に、日韓交流お祭りに対して
あまり積極的ではなかった秋田竿灯の代わりに「米子がいな万灯」を2008年度のお祭りに招聘することに
しました。

早速上記の筋の内容を鳥取県庁側に連絡をし、伊予部節子さん、矢野進一書記官、私を訪問団として
鳥取県庁や「米子がいな万灯振興会」、米子市役所を訪問、情報収集を行って帰ってきました。鳥 県 米 灯振興会」、米 市役所を訪問、情報 集を行 帰 。
２．座礁した「かんとう(韓灯)」

鳥取での情報収集を通じて、初心者でも簡単なものなら十分作れると確信し、「かんとう」製作という方
向に向かいましたが、「提灯」というものは「仏教的な色が強すぎる」という指摘があり、いろんな議論を
行ったあげく、「提灯形」は結局取り消しにすることになりました。
韓国はキリスト教の信徒が多いため、仏教色の強い提灯を作ってしまうとお祭りそのものまで白い目で見
られてしまうような恐れがある、とのことです。

個人的にはこの結論にどうしても納得がいかなかったのですが、「ロウソクデモ」が続いている韓国内の
情勢や、ちょうどあの時期両国間におきた「領土問題」などで敏感になっている世論を(ごく一部の世論だ
としても)刺激するのは良くない、ということで取り消しになったわけです。
３．「かんとう(韓灯)」から「星」へ

メールなどで「提灯の宗教色」について激論を行っていた運営委員らは、週末に会合を開き、「提灯はや
める」と決め、提灯の代わりになるようなシンボルについて論議をしました。

そこで、平井さんが「星」という意見を出し、皆が大賛成の声を揚げ、次から次へと星関連のアイデアが
出ました。その場で「星明祭(仮)」という名称も出ました。しかし、仮の名称であるはずの「星明祭」という言
葉が、いつの間にか正式な名前になってしまったのは今でも疑問を抱いています。皆がお祭りの日程に
追われて忘れてしまったのではないかと思っています。

□ 「星」の製作
１．「七夕祭り」や「カラス・カササギの橋」

お祭りのメインイメージとして「星」に決められたものの、それをどうやって表現するのか、とても悩みまし
た。日韓交流のための明かりとしての星を表したかったです。

運営委員会で皆さんの意見を求めた結果、「天の川」のイメージが候補として浮かんできました。「日韓
両国をつないでくれる星の橋」として天の川をイメージ化することにしました。

ちょうど日本と韓国には七夕伝説があることから、織姫や牽牛をそれぞれ日本と韓国にし、両方をつな
くれるカラ やカササギも 緒に入る も面白 と思 ました ち うどカササギと う鳥は韓国人がいでくれるカラスやカササギも一緒に入るのも面白いと思いました。ちょうどカササギという鳥は韓国人が

一番好む鳥なので親近感を持たれることもできるだろうと思いました。
しかし、あまりにも七夕伝説にはまってしまい、「七夕祭りが連想されるだけだ」という指摘が出るように

なり、もっとシンプルな形で進めていくことにしました。
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２．記録に残るより記憶に残るものを目指して！
もっとシンプルな形としての象徴物は、ソウル広場会場の玄関になるよう設置しようと計画しました。両側に

鉄筋の設置物を立て、設置物の間をＬＥＤの星で埋める、また設置物の下段には来場客が作った折り紙の
星で飾る、という計画です。

そうすると、5メータ以上の鉄筋の設置物や横断幕、ＬＥＤの星を製作しなければならない、結構巨大なもの
になってしまいます。
巨大なものを作りたかったのは、皆にインパクトを与え、またＰＲの効果もあるのではないかと思ったからです。

しかし そうい た過程のなかでお祭りの基本精神である「手作り 「参加型 を忘れてしま ているのではしかし、そういった過程のなかでお祭りの基本精神である「手作り」、「参加型」を忘れてしまっているのでは
ないかという反省があり、またや原点からやり直すことにしました。

原点からやり直し、工夫してその結果物と誕生(？)したのが「星の木」です。星の木は矢野書記官のアイデ
アでした。

□ 皆の「願い星」になろう！
１．本番「星ブース」への対応について

いよいよ本番の日になり、会場に行くと、ソウル市主催のマラソン大会でとても混雑していました。星ブース
も設置されていなか たので あ ちこ ち走りまわりながら 応自治体のＰＲブ スの隣に机を置くことにしも設置されていなかったので、あっちこっち走りまわりながら一応自治体のＰＲブースの隣に机を置くことにし
ました。

結局、臨時であったはずの場所がそのまま星ブースになったわけなのですが、テントもお水もない机で9月
の強い日差しを浴びながら苦労してくれたボランティアの学生たちには今でも申し訳なく思っています。

ソウル市のイベントでバタバタしていた事務局の事情はよくわかりますが、星ブースに対する配慮が少し足
りなかったのではないかと思います。
２．来場客からの評判を受けて

果たしてたくさんの人が星を作ってくれるだろうか、とても心配していましたが(作ってくれないととても寂しい
枝しか残らないものですので) 奇跡のようにお祭りが始まる前からたくさんの人が集まって「早く作らせて！」枝しか残らないものですので)、奇跡のようにお祭りが始まる前からたくさんの人が集まって「早く作らせて！」
と言ってくれました！

あっという間に星の木の竹の枝は星でいっぱいになりました。星にはそれぞれの願い言葉が書いていまし
た。私は今後お祭りへの希望をここで見つけたと思っています。

皆が参加して、楽しんで、自分の思い出を作る。決してそれが必ず交流とは関係ないことだとしても、結局
それは日韓友情につながるんだと思います。「交流」を前面に出すより、お祭りを通じて楽しんでいるうちに相
手国に対する理解や親近感を感じるだけでも友情の基盤は固くつくられるのではないかと思います。
お祭りで楽しめるためには自分の手で何かを体験する、というものが一番効果的だと思います。

□ 「星」の今後について
１．素朴さを守りながら

今後、「日韓交流お祭りin Seoul / Tokyo」で「星」をずっと続けていくべきだとおもいます。 星が持ってい
る象徴さ、そして「手作り」や「参加型」というお祭りの精神にあっているからです。

しかし、派手な「星」より、今の素朴な「星」を守っていきたいと思います。やはり、お祭りというものは心と心
のつながり、記録より記憶に残るようなものであるため。
２．考えていくべき問題点

ボランティアへの事前教育が必要とされます。決して派手なものを目指しているのではないですが、せっかボランティア の事前教育が必要とされます。決して派手なものを目指しているのではないですが、せっか
く作ってもらった星の木の下部に照明をつけるともっときれいに見えると思います。 今後、「星明祭」という名
称について話し合いをしなければならないと思います。 お祭りの後星の木の処理問題についてももっと有意
義な方向にいくよう工夫していきたいと思います。

李鎮夙（い・じんすく）
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（１）日時：２００８年９月２８日（金）２０：３０～２２：３０

12.  大交流会

（１）日時：２００８年９月２８日（金）２０：３０ ２２：３０

（２）場所：ロッテホテル３Ｆ「サファイア・ボールルーム」及び２Ｆ「エメラルド・ボールルーム」

（３）事業概要：

（イ）「日韓交流おまつり２００８ in Seoul」最終日の夜、「おまつり」実行委員会及び在韓国日本大
使館の共催により、両国の出演団体をはじめ、実行委員・運営委員等の関係者、協賛企業関係者をは

じめとする当地各界関係者等が一同に会する交流レセプションを開催した。

（ロ）式次第は以下のとおり（３Ｆのみ）。

２０：００ 開場

２０：３０ 開会
２０：３５ 挨拶（重家俊範大使）

２０：４０ 乾杯（金容雲（キム・ヨンウン）「おまつり」実行委員長）

２０：４５ 懇談

２１：３０ いわゆる「おまつり本」の広報（今西肇「おまつり」運営委員長）

２２：３０ 閉会

（４）来場者数：６１２名

（内訳）実行・支援委員会 ： １３名

日本側出演団体 ：２１９名

韓国側出演団体 ： ３５名

出演者 名 本 韓国よさこいアリラン出演者：２８９名（日本・韓国）

協賛企業 ： １４名（日本・韓国）

招待者 ： １８名

大使館関係者 ： ２４名

（５）招待者中主要な来場者：（５）招待者中主要な来場者：

金守漢（キム・スハン）韓日親善協会中央会会長（元国会議長）

柳珍桓（ユ・ジンファン）文化体育観光部海外文化弘報院長
趙泰永（チョ・テヨン）外交通商部東北亜局長
裵宰鉉（ペ・ジェヒョン）外交通商部文化外交局長

徐淵昊（ソ・ヨンホ）韓日文化交流会議事務局長徐淵昊（ソ ヨンホ）韓日文化交流会議事務局長
李堯植（イ・ヨシク）韓日女性親善協会会長
小此木政夫慶應義塾大学教授
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（６）評価：

（イ）本年も、両国の出演団体をはじめ、実行委員・運営委員等の関係者、協賛企業関係者
をはじめとする当地各界関係者等が一同に会する交流レセプションを開催した。ただし本年を じめとする 各界関係者等が 同 会する交 を開催した。ただし 年

は、「おまつり」実行委員会及び在韓国日本大使館の共催とするとともに、特に「おまつり」に

出演した日韓の市民に対し交流の場を提供するとの点を重視し、昨年（「おまつり」開幕前夜に

開催）とは異なり、「おまつり」最終日の夜に開催した。

（ロ）準備段階から相当多数の来場者が予想されたため、会場の選定が難航したが、結局本

件レセプション開催３日前に、ロッテホテル３Ｆ「サファイア・ボールルーム」に加え、同２Ｆ

「エメラルド・ボールルーム」に第２会場を急遽設けることとし、来場者のうち高校生の出演団
体を第２会場に収容することとした。

（ハ）最終的に、両会場を合わせ、昨年（３３０名）を大きく上回る６１２名もの来場者が

詰めかけ、来場者同士が至る所で名刺交換や写真撮影を行いつつ交流する等、両会場とも大変
な盛況を呈した。

（ニ）結果的に「おまつり」及び本件レセプションを通じ、出演団体をはじめとする日韓の関
係者に交流の場を提供するという目的は十分に達成されたと評価することができる。

（ホ）「おまつり」も今や、両国の市民レベル、地方レベル、民間企業、団体等から、高い関
心と期待が寄せられる行事へと成長しつつある。そうした「おまつり」を通じた両国の交流を促

進するとの観点から、本件レセプションは大きな役割を果たすものである。

（７）会場バナ（７）会場バナー
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（８）会場写真

受付の様子 重家俊範大使と記念撮影

司会の様子 重家俊範大使と記念撮影

重家俊範大使のご挨拶 重家俊範大使と記念撮影

実行委員長乾杯 挨拶実行委員長乾杯のご挨拶
交流の記念撮影

実行委員の皆様 交流祭宴会の様子
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13.  観客へのアンケート

日韓交流おまつり in Seoul 2008 来場者アンケート結果
アンケ ト配布数 500枚-アンケート配布数：500枚

-回答者数：371名（9月27日149名、9月28日122名）
-アンケート実施場所：主にソウル広場

その他
5%

主婦
10%自営業

9%
会社員

33%

（１）回答者内訳

学生
43%

（２）今回の行事をどのように知りましたか？

その他
28%

家族･友人等の
知人
35%

所属する外国人
コミュニティ

3%

ラジオ
6%

新聞
11% インターネット

10%

ソウル市などの
機関紙

10% 7%
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（４）この行事にどの程度満足しましたか？（３）この行事に来た主な理由（動機）は
何ですか？

外国の文化を理
解する機会だと

思って
32%

無料の行事だから
8%

その他
13%

とても満足
19%

とても不満
2%

やや不満
5%

家族や友人と過ご
すため

30%

知人から誘われて
17%

やや満足
74%

（５）もしもこの行事で不満な点があると

意思疎通が困難だった
4%

その他
19%

見るに値するも
のがなかった

16%

（５）もしもこの行事で不満な点があると
すれば、どんな点ですか？

プログラムが長過ぎ
1%

案内やスタッフが不
親切だった

1%

プログラムが短過ぎ
7%

充分な案内や情
報がなかった

52%

（６）今後 このような行事にまた参加（６）今後、このような行事にまた参加
する気持ちはありますか？

ない
5%

ある
95%

＜その他の主な意見＞
●主催側の運営が未熟
●スタッフの対応が未熟
●ゲームが多すぎて公演の観覧ができない

●ゲームの行列が長過ぎる
椅 が

●工事のせいで周辺の交通が不便
●余りにも(韓国側が)日本に負けている感じ

●スペースが狭い
●休憩のための空間が狭過ぎる

舞 が遠 演が●椅子が足りない
●うるさい
●広報不足

●舞台が遠くて公演がよく見えない
●昨年と同じ
●行事が重複している
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14.  報道記事
14.1 日本における報道一覧表

媒体名 掲載日 媒体 掲載面 内 容 写真
産経新聞 2008 09 07 サイト 【週刊韓（カラ）から】 ウ 「日韓交流おま り 開催 有産経新聞 2008-09-07 サイト 【週刊韓（カラ）から】ソウルで「日韓交流おまつり」開催 有

産経新聞 2008-10-09 紙面 27面 集う日韓交流おまつり2008inSeou (9月27、28日、ソウル市) 有

朝日新聞 2008-09-19 紙面 夕刊 こんな時だからこそ 「日韓まつり」ソウルで開催へ 有

朝日新聞 2008-09-28 紙面 37面 竿灯・万灯に大きな声援 「日韓まつり」ソウルで開幕 無

朝日新聞 2008-10-09 紙面 8面 未来志向うたい１０年 ９８年署名 日韓共同宣言 無

東京新聞 2008-09-26 紙面 28面 竹島問題超え、交流を ソウルであす日韓市民「おまつり」 無

東京新聞 2008-09-28 紙面 31面 熱気球 有

毎日新聞 2008-09-28 紙面 28面 神楽や舞踊で日韓の友好を 交流まつり 有

日経新聞 2008-09-29 紙面 6面 日韓民間交流へ ソウルで祭典 有

日経新聞 2008-11-12 紙面 14面 物流・環境に活路探る韓国 進む市民交流 若い世代に文化受容の芽 有日経新聞 2008 11 12 紙面 14面 物流 環境に活路探る韓国、進む市民交流、若い世代に文化受容の芽 有

スポーツ報知 2008-09-28 紙面 25面 「日韓交流お祭り」１１００人参加 無

デイリースポーツ 2007-10-21 紙面 27面 日韓交流祭に1100人 有

日刊スポーツ 2008-09-28 紙面 28面 日韓交流おまつり ソウルで開幕 無

東京中日スポーツ 2008-09-28 紙面 21面 日韓交流おまつり 無

産経スポーツ 2008-09-29 紙面 25面 八ツ鹿踊りや平家踊りで日韓交流 有

東奥日報 2008-09-28 紙面 5面 日韓の文化 若者が披露 ソウルでまつり 本県からも参加 有

デーリー東北新聞 2008-09-28 紙面 5面 大久保組、えんぶり披露 「おまつり」で日韓交流 ソウル 有

秋田魁新報 2008-09-28 紙面 3面 日韓交流おまつり2008 ソウルの空、竿燈揺れる 有

岩手日報 2008-09-28 紙面 26面 ソウルに舞う日韓交流の輪 専大北上高の生徒参加 有

山形新聞 2008-09-28 紙面 26面 「おまつり」で日韓交流 本県舞踊団、花笠を披露 ソウル 有

河北新報 2008-09-26 紙面 21面 栗原の芸能韓国で披露 「被災地の奮闘伝えたい」 有

下野新聞 2008-09-28 紙面 7面 日韓の若者が「まつり」で交流 ソウルに約千人 無

上毛新聞 2008-09-28 紙面 5面 なし 有

千葉日報 2008-09-28 紙面 3面 「おまつり」で日韓交流 木総合高、和太鼓で狸囃子 有

山梨日日新聞 2008-09-29 紙面 18面 すいれき太鼓ソウルに響く 山梨園芸高、交流行事に登場 有

北日本新聞 2008-09-28 紙面 32面 ソウルで五箇山民謡 平高 有

北国新聞 2008-09-28 紙面 37面 「おまつり」日韓が交流 有

福井新聞 2008-09-28 紙面 26面 「おまつり」で日韓交流 無

京都新聞 紙面 面 伝統 「おま り 日韓交流 竹島問題はね け ウ 有京都新聞 2008-09-28 紙面 8面 伝統の「おまつり」で日韓交流 竹島問題はねのけソウルで 有

神戸新聞 2008-09-28 紙面 30面 伝統文化通じ日韓交流 ソウルでイベント 兵庫からも参加 有

山陽新聞 2008-09-28 紙面 4面 伝統芸能で「日韓交流」 高松農高も参加 ソウルでおまつり 有

日本海新聞 2008-09-29 紙面 26面 八ツ鹿踊りや平家踊り披露 日韓おまつり 有

山陰中央新報 2008-09-28 紙面 26面 伝統芸能で日韓交流 日野高生 荒神神楽を披露ソウルで「おまつり」 有

山口新聞 2008-09-28 紙面 21面 伝統の踊り 日韓交流 ソウルで開幕 有

山口新聞 2008-09-29 紙面 19面 下関の学校が平家踊り披露 日韓交流おまつり 有

高知新聞 2008-09-28 紙面 3面 祭りで日韓交流 ソウル１１００人参加 無

西日本新聞 2008-09-28 紙面 38面 「おまつり」で日韓交流 無

佐賀新聞 2008-09-28 紙面 4面 「おまつり」で日韓交流 竹島問題はねのけ ソウル 無佐賀新聞 2008 09 28 紙面 4面 「おまつり」で日韓交流 竹島問題はねのけ ソウル 無

長崎新聞 2008-09-28 紙面 3面 おまつりで日韓交流ソウル竹島」逆風はねのけ 国見高も参加 有

熊本日日新聞 2008-09-28 紙面 4面 「おまつり」で日韓交流 ソウル 竹島問題はねのけ 有

南日本新聞 2008-09-27 紙面 社会面 日韓交流おまつり 神村学園高生出発 有

沖縄タイムス 2008-09-28 紙面 10面 名桜エイサー ソウルフル 日韓交流おまつり出場 有

琉球新報 2008-09-28 紙面 5面 県、冬場ゴルフＰＲ 韓国の交流イベント出展 有

琉球新報 2008-09-28 紙面 29面 はと笛 有

共同通信 2008-09-25 サイト 竹島反発はねのけ あすから日韓おまつり 無

共同通信 2008-09-27 サイト 「おまつり」で日韓交流 竹島問題はねのけソウルで 無

共同通信 2008-09-27 サイト 「緊張したけど楽しい」 日本の参加者の声 無緊張 楽 」 本 参 者 声 無

共同通信 2008-09-28 サイト 八ツ鹿踊りや平家踊り披露 日韓おまつり最終日 無

時事通信 2008-09-20 サイト 対立乗り越え交流行事＝ソウルで来週「日韓交流おまつり」 有

時事通信 2008-09-27 サイト 交流行事は盛況＝ソウルで日韓祭り 有

ＮＨＫ 2008-09-27 ニュース 20：45 ニュース・気象情報 「日韓交流おまつり」始まる 有

ＮＨＫ 2008-09-28 時事教養 18時 海外ネットワーク 市民レベルで日本と韓国の交流を！ 有

日本テレビ 2008-09-27 ニュース 18時 リアルタイム 有

ＴＢＳ 2008-09-28 ニュース 6時 有

フジテレビ 2008-09-28 ニュース 6時 産経テレニュース 有

テレビ朝日 2008-09-28 ニュース 5：50 ＡＮＮニュース 有

ビテレビ東京 2008-09-28 ニュース 5：50 ＴＸＮニュース 有

ソウルナビ 2008-09-22 サイト 日韓交流おまつり２００８ in Seoul 有

ソウルナビ 2008-10-01 サイト 写真でみる「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」！ 有

コネスト 2008-09-26 サイト ９月２７～２８日 日韓交流おまつり２００８ 有

中央公論 2008-12-10 1月号 グラビア 「日韓交流おまつり」に見る両国の真の付き合い方 有

130



14.2 韓国における報道一覧表

媒体名 掲載日 媒体 掲載面 内 容 写真媒体名 掲載日 媒体 掲載面 内 容 写真
東亜日報 2008-09-18 紙面 26面 日韓、手を取り合い「カンガンスルレ」を踊る 有

東亜日報 2008-09-29 紙面 14面 今年で４回目を迎えた日韓交流おまつり 有

東亜日報 2008-10-02 紙面 31面 日韓首脳が一緒にカンガンスルレを（コラム） 無

中央日報 2008-09-23 紙面 29面 トロットと演歌のように日韓は通じる･･･おまつりがより大きなはず 有

中央日報 2008-09-23 紙面 29面 サムルノリ、･･竿燈、ピカピカ 27･28日、ソウルで51団体が公演 有

中央日報 2008-09-29 紙面 15面 ソウルで共同おまつり･･･一歩近づいた韓国・日本 有

ハンギョレ新聞 2008 09 27 紙面 18面 よく遊ぶための「日韓協力」 有ハンギョレ新聞 2008-09-27 紙面 18面 よく遊ぶための「日韓協力」 有

世界日報 2008-09-27 紙面 18面 「近くて遠い国」日韓おまつりの接点探し 有

文化日報 2008-09-05 サイト 明日清渓川ファッションショー、五間水橋の舞台で 無

アジア経済 2008-09-05 サイト 清渓川の秋の祝祭充実･･･ファッションショー、国楽公演など 有

ASIA TODAY 2008-09-05 サイト ソウル施設管理公団、清渓川での９月の文化行事計画を公開 無

FOCUS 2008-09-19 紙面 25面 「韓・日が手を取り合い本当の近い隣人に･･･」 有

日本観光新聞 10月号 紙面 １面 ソウルの空の下で開かれた楽しい日本のお祭り 有

旅行新聞 2008-09-24 紙面 不明 「日韓伝統・現代のおまつりにみんな会いましょう」 無旅行新聞 2008 09 24 紙面 不明 「日韓伝統 現代のおまつりにみんな会いましょう」 無

旅行新聞 2008-10-06 紙面 不明 オスシグ、チャランダ！ 有

旅行情報新聞 2008-09-26 紙面 29面 いろいろな韓国・日本に出会う 有

連合ニュース 2008-09-05 サイト 清渓川でファッションショー開催 無

連合ニュース 2008-09-17 サイト ソウルで「日韓交流おまつり」、２７・２８両日開催 有

連合ニュース 2008-09-27 サイト（動画） 「日韓交流おまつり」ソウルで開幕 有

連合ニュース 9月27・28日 サイト （各公演ごとの様子を配信） 有

連合ニュース 2008-09-29 サイト（動画） 「日韓交流おまつり」28日閉幕 有

NEWSIS 2008-09-05 サイト 清渓川の週末公演充実 無

NEWSIS 2008-09-17 サイト （おまつり記者会見の様子を配信） 有

NEWSIS 9月27・28日 サイト （各公演ごとの様子を配信） 有

JOINS.COM 2008-09-17 サイト ソウル広場と清渓広場で「日韓交流おまつり」開催 有

JOINS.COM 2008-09-23 サイト 日韓交流おまつり 2008 in Seoul、27～28日開催 有

JOINS.COM 2008-09-30 サイト
28日閉幕「日韓交流おまつり」、
本当の日韓交流のパフォーマンスを披露

有

オーマイニュース 2008-09-24 サイト 独島（ﾏﾏ）対立？はねのける日韓おまつり開催 有オ マイニュ ス 2008 09 24 サイト 独島（ﾏﾏ）対立？はねのける日韓おまつり開催 有

オーマイニュース 2008-10-09 サイト 何の目的でそのような質問を投げかけたのか 有

GO NEWS 2008-09-18 サイト 日韓交流おまつり、ソウル広場、清渓川広場で開催 有

ニュースワイヤー 2008-09-05 サイト 私は清渓川の公演見に行く･ 無

日本語ジャーナル 11月号 誌面 20～21 「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」 有

連合ルベル 2008-09-24 サイト 日韓文化交流のためのおまつり 有

アリランＴＶ 2008-09-28 ニュース 21時 Ａｒｉｒａｎｇ Ｎｅｗｓ 有

アリランＴＶ 2008-09-29 時事教養 Ｋｏｒｅａ Ｎｏｗ 有リラ 時事教養 有

リビングＴＶ 2008-10-02 ニュース 18時 ニュースマガジン リビングトゥデイ 有

礼堂アートＴＶ 2008-10-01 ニュース 10時 礼堂アートニュース 有

ＫＢＳ
ワールドラジオ

2008-09-18
サイト

（文化芸能）
「韓日交流お祭り２００８」 ２７日からソウルで開催 無

ＫＢＳ
ワールドラジオ

2008-09-30 時事教養 16時 時事充電、ここはソウルです 無
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14.3.1  報道件数
（１）日韓両国における報道総件数は１００件と、昨年の６２件に比べ増加。
（２）しかし 韓国国内での報道総件数はほぼ横ばいで 特に主要紙・主要テレビ局による報道件数

14.3 おまつり報道振り（概要）

（２）しかし、韓国国内での報道総件数はほぼ横ばいで、特に主要紙・主要テレビ局による報道件数
は７件と、昨年の１３件に比べおよそ半減。
（３）特に、昨年は地上波テレビ局（ＫＢＳ，ＭＢＣ，ＳＢＳ）による報道が数件見られたが、今年
は全く扱われなかった。

14.3.2  報道内容
（１）日韓両国とも、「おまつり」の概要や当日の模様につき、好意的に取り上げる報道がほとんど
であった。
（２）特に、中央日報は、「おまつり」開催前に成田電通最高顧問のインタビューと「おまつり」の（２）特に、中央日報は、 おまつり」開催前に成田電通最高顧問のインタビュ と おまつり」の
紹介記事を大きく掲載し、終了直後も当日の様子を市民の声を交えて好意的に報道。
（３）また、東亜日報は、「おまつり」の様子を詳細に描写しつつ将来の「おまつり」の方向性を提
唱し、さらに日韓首脳が一緒にカンガンスルレを踊ることに対する期待感を表明したコラムを掲載。
（４）日本国内の報道は、「竹島問題が発生し開催が危ぶまれたものの、関係者の強い思いで実現し
た」との論調が大勢を占めた。

14.3.3  評価
（１）日本国内の報道については、「おまつり」支援委員会が日本プレスに対する積極的な働きかけ（１）日本国内の報道に いては、 おま り」支援委員会が日本プレスに対する積極的な働きかけ
を行ったことが功を奏し、昨年を上回る報道がなされた。また、７月に竹島をめぐる中学校社会科学
習指導要領解説書問題が発生する中で、これを「乗り越え」て「おまつり」が実現したという肯定的
な部分が注目を集めた面もある。
（２）韓国プレスに対しては、今年の「おまつり」における新たな話題の一つであるいわゆる「おま
つり本」（邦題：「お祭りと祝祭が出会うとき」）の出版に合わせて記者発表を行うなど、「おまつ
り」運営委員会として積極的に広報活動を行ったものの、実際の報道に必ずしも結びつかなかった。
また、７月に発生した竹島問題の影響が残る中で、「おまつり」のような未来志向的なイシューの報
道には自ずと限界があったものと思われる。
（３）いずれにせよ、来年の「おまつり」に向け、「おまつり」運営委員会及び支援委員会として、
特に韓国プレスへの働きかけを如何に行っていくのかを含め、広報のあり方を改めて検討していく必
要があると思われる。

新聞 テレビ ラジオ 通信 雑誌 ネット 計

「日韓交流おまつり2008 in Seoul」報道件数一覧
単位：件（括弧内はメディア数）

韓国 16（12） 4（3） 2(1) 8（2） 2（2） 7（4） 39（24）

日本 44（37） 7（6） 0（0） 6（2） 1（1） 3（2） 61（48）

計 60（49） 11（9） 2(1) 14（4） 3（3） 10（6） 100（72）

注1：新聞は無料紙、大学紙を含む 注2：インターネットサイトにおける通信社の記事転載は含めない

主要紙・主要テレビ局による報道件数（サイトのみでの報道は除く）
韓国：7（前年比－6）、日本：16（前年比＋5）

新聞 テレビ ラジオ 通信 雑誌 ネット 計

韓国 19（11） 5（4） 0(0) 10（3） 2（1） 1（1） 37（20）

日本 16（14） 5（3） 0(0) 1（1） 0（0） 3（2） 25（20）

計 35（25） 10（7） 0(0) 11（4） 3（3） 4（3） 62（40）

「日韓交流おまつり2007 in Seoul」報道件数一覧

韓国 （ 年 ）、 （ 年 ）

単位：件（括弧内はメディア数）

計 35（25） 10（7） 0(0) 11（4） 3（3） 4（3） 62（40）

注1：新聞は無料紙、大学紙を含む 注2：通信社の記事転載は含めない

主要紙・主要テレビ局による報道件数（サイトのみでの報道は除く）
韓国：13、日本：11
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■9月28日(日) NHK中継生放送海外ネットワーク「市民レベルで日本と韓国の交流を！」

14.4 報道内容

■9月28日Arirang TV arirang News
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■12月10日発売！月刊「中央公論2009年1月号」

-「日韓交流おまつり」に見る両国の真の付き合い方
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日本観光新聞
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14.5 報道記事抜粋（和訳）

１．新聞
（１）東亜日報
（イ）（イ）
扱 い：９月１８日付２６面３段抜き
見出し：日韓、手を取り合い「カンガンスルレ」を踊る
27日、28日ソウル広場で「日韓交流おまつり」
両国の伝統音楽舞踊公演（チョ・ジョンヨプ記者、ソウル発、写真）
内 容：（記事１）
「ソウル広場で韓国人と日本人数百名がカンガンスルレを踊りながら一つになリます。」
「日韓交流おまつり2008 in Seoul」のファン･ビョングク総監督は17日、ソウル中区太平路韓国プレスセン
ターで行われた記者会見で「28日午後8時、ソウル広場で行われるこの行事のフィナーレは、日本と韓国わ 者 見 、 広場 わ 事 、 本 韓国
の市民も一緒に踊るカンガンスルレで飾る」と述べた。

27、28日にソウル広場と清渓広場で行われる本行事は、2005年の日韓国交正常化40周年記念行事の
一環として始まり、今年で4回目を迎える。韓国の25団体約500名と日本の26団体約600名が次々と伝統
音楽や舞踊を公演する。

「日韓交流おまつり実行委員会」の金容雲（キム・ヨンウン）実行委員長は、同日の記者会見で「この行
事は毎年5万人以上が観覧する等反応がよかった」と述べつつ「今年は日韓関係に微妙な問題があり困
難もあったが、このような時こそ、より両国民に信頼がなければならないと思った」と述べた。今西肇運営
委員長は「韓国と日本の文化の違いを理解し調和を図ろうという趣旨で集まった」と述べた。

「いろいろな韓国、いろいろな日本」をテーマにした本行事では、28日午後6時半から約200名が「アリラ
ン」に合わせて日本の伝統舞踊を踊る「よさこいアリラン」公演が行われる。今西運営委員長は「四国で生
れ始まった伝統舞踊である『よさこい』は日本の各地で踊られている踊りであり、簡単で普遍的なメロディ
を持っている『アリラン』とよく合うと思う」と述べた。

開幕式では、サムルノリの金徳洙（キム・ドクス）氏と日本の打楽器グループである「BATI-HOLIC」が共
演し、歌手ユンナとタイナカサチが祝賀公演を行う。

（ロ）
事扱 い：９月２９日付１４面（写真記事）

見出し：今年で４回目を迎えた日韓交流おまつり（パク・ヨンデ記者、ソウル発）
内 容：（記事２）

２８日午後、ソウル清渓広場でお目見えした鳥取県の「米子がいな万灯」。これは数十個の提灯がかけ
られた竹を手、肩、額などにのせ、村の安寧を祈る伝統の民俗行事だ。２７日、２８日の二日間、ソウル市
庁前広場、清渓広場で開かれた「日韓交流おまつり」に参加した公演のうちの一つ。日韓交流おまつりは
今年で４年目だ。

（ ）（ハ）
扱 い：１０月２日付３１面
見出し：日韓首脳が一緒にカンガンスルレを（コラム、沈揆先（ｼﾑ･ｷﾞｭｿﾝ）編集局副局長、ソウル発）
内 容：（記事３）

韓服、農楽服、ハッピ、ハカマ、舞台ドレス、普段着…。様々な服を着た数百人の韓国人と日本人たちが
「カンガンスルレ」の歌声に合わせて楽しく芝生を回る。最初は数カ所で小さい円を作って踊っていた人々
が後に自然と一つになる。大きな人間の帯がソウル広場の内側を全部取り囲む。彼らはピョンピョンと走
りながら「カーンガーンスーレ」と合唱する。

先週日曜日夕方のソウル広場の風景だ ソウル広場と清渓広場で二日間開かれた今年の日韓交流お先週日曜日夕方のソウル広場の風景だ。ソウル広場と清渓広場で二日間開かれた今年の日韓交流お
まつりはこうして終わった。出演者だけで両国で51団体約1100人に達し、プログラムだけでも７３もある大
行事が幕を下ろしたのだ。

カンガンスルレの歌声もだんだんなくなり照明も消えたが、広場のあちこちでは参加団体ごとに終了を惜
しむ質素な打ち上げが続いた。在日韓国人と日本人からなる「はなこりあ」という団体の会員の中に涙を
流す人が特に多かった。互いに抱いたまま「来年また会おう」と約束しながら。

この行事は今年で四回目だ。最近日韓間には文化交流が少なくないが、この行事のように長時間、大
規模で行われる行事はない。2005年の日韓国交正常化40周年を記念して、両国の政府主導で始まった。
毎年「無難に」終わったものの 中身を覗いて見るとそうでもない 行事のたびに峠があった 初年度もソ毎年「無難に」終わったものの、中身を覗いて見るとそうでもない。行事のたびに峠があった。初年度もソ
ウル広場で開こうとした。
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しかし、日本の島根県が「竹島の日」を制定し、小泉元総理が靖国神社を参拝したことで雰囲気が険悪に
なった。 結局大学路で行事を行うしかなかった。

次の年からは政府が後ろに退いた。有意義な行事を一回で終えるわけにはいかないのではないかという
意 が き 識者 実 委員会 支援委員会などを作 熱心 び 企業 政府機意見が出てきた。両国の識者は実行委員会、支援委員会などを作り、熱心に飛び回った。企業と政府機関
の支援を取り付け、今は民間主導で行事を受け継いできている。

今年も順調ではなかった。日本が中学教科書解説書に独島を自国領土と記述したために、両国関係は再
び冷え込んだ。主催側は開催するか中止するかを深刻に悩んだ。しかし、こういう結論を下したという。この
ような時こそ交流は続かなければなければならないと。

「祭り」を行いながら気をもまなければならないのは、日韓関係が難しくなると韓国内の日本人の肩身が狭
くなるからだ。これまで日韓交流おまつりに関わってきた小倉紀蔵京都大准教授はそのような雰囲気に対し
てこのように述べている。自分が自分の立場で韓国人の態度を見るように、韓国人も単なる好奇心で、韓国
より下等な文化を見てやるとい た態度で 日本文化ではなくただの「文化 を見ようという 各々の考えでこより下等な文化を見てやるといった態度で、日本文化ではなくただの「文化」を見ようという、各々の考えでこ
の祭りを見ただろうし、自分はそのような多様な韓国人の心情を理解する、ということだ(『さあ遊んでみよう-
多文化理解のための韓日祝祭』（邦題：『お祭りと祝祭が出会うとき』）より)。小倉准教授の話は、この祭りは
「同一性」を強要するのでなく、「異質性」を見せることに意味があり、そのような理解を土台に祭りは続かな
ければならないという意味に聞こえる。

その意見に同意しながらも、この祭りにも若干の変化を与える必要性を感じる。まずは必ずしもソウルにこ
だわる必要はないだろう。ソウルという象徴性はあるが、たまには地方の大都市で開催しても良かろう。最近、
両国の地方間の交流も活発だ。相対的に日本文化に接することの少ない雰囲気をうまく活用すれば、むしろ
地方でより大きな反響を呼ぶこともできる地方でより大きな反響を呼ぶこともできる。

そうでなければ、隔年で日本と韓国を行き来しながら行事を行うのも検討に値する。近い国といわれるが、
やはり「異国の風物」は関心を引くはずだ。東京の日比谷公園や上野公園のようなところで韓国のサムルノ
リや仮面劇などの公演が行われば、十分に日本人の関心を引くはずだ。

さらに欲を出せば、両国首脳が一回ぐらいこの行事に参加することを期待する。二国間にはシャトル外交と
いうものがある。来年の今頃、日韓交流おまつりで韓国の大統領と日本の総理が手を取り合ってカンガンス
ルレを踊ることを想像してみる。言葉だけで友好を叫ぶより、座って宣言文にサインをするより、何十倍もの
効果があるだろう。

（２）中央日報
（イ）
扱 い：９月２３日３１面
見出し：｢トロット（注：韓国の演歌）と演歌のように日韓は通じる･･･おまつりがより大きな響きを作るはず｣、「2
008日韓交流おまつり」を支援する成田電通グループ会長（キム・ヒョンギ特派員、東京発、写真）
内 容：（記事４）

日本の出版及びエンターテインメント業界では「ヨン様下限線」という言葉がある。ペ･ヨンジュンが本を出版
したり映画に出演すれば 最低でも売れる部数や観客数を言う 韓流ブームが多少おさまったとはいえ 概したり映画に出演すれば、最低でも売れる部数や観客数を言う。韓流ブ ムが多少おさまったとはいえ、概
算で10万に上るという。かつてはなかった現象である。日本に染み込んだ韓国文化の力でもあるが、ある意
味では韓国と日本の文化はやはり通じるところがあるという証拠かも知れない。

独島問題で両国政府間の冷たい気流は依然としてあるが、これを解くために韓国と日本の文化交流に一
肌脱いだ日本人がいる。成田豊（79才）電通グループ会長兼最高顧問である。世界最大の広告会社を率い
るトップである。1929年に忠清南道天安で生まれ、16才の中学校3年生まで韓国で少年時代を過ごした。鉄
道員であった父親に連れられ各地方を回った。よく登った北漢山（注：ソウル北方にある山）と凍った漢江で
スケートをした記憶がまだ鮮明に残っているという。そんな人物だけに、韓国の話が出れば心が和やかにな
る。また、韓国と日本を繋ぐ文化行事には誰よりも積極的である。ソウルオリンピックや93年の大田エキスポる。また、韓国と日本を繋ぐ文化行事には誰よりも積極的である。ソウルオリンピックや93年の大田 キスポ
の時は協賛社募集の先頭に立ち、2002年の日韓ワールドカップ共同開催の実現を水面下で支援した。「日
中韓文化交流フォーラム」、「日中韓青少年サッカー交流戦」もリードした。日韓文化交流の礎の役割を果た
してきたのである。彼は、今月27～28日にソウル広場と清渓広場で行われる「第4回日韓交流おまつり」の日
本側支援委員会委員長を務めている。行事の準備で忙しい彼に、最近、東京東新橋の電通社屋44階の事
務室で会った。
（問）「日韓交流おまつり」が4回目を迎えるが、外交問題で苦労はしなかったか。
（答）行事の初年である2005年から独島問題が起ったため、大変苦労をした。「まつり」は日本の神道を連想
させるので韓国で拒否反応が大きいだろうという心配が日本内にあった。ところが、行事を一緒に実施する
韓国側実行委員会が「韓国国民と日本国民が共に作って行きましょう」とむしろアドバイスや激励をくれて、
結果的に行事には5万名を越える観客が集まった。大成功であった。2007年からはソウル広場を使えるよう
になった。両国国民の間にはそのような（独島及び歴史問題）問題があるが、それとは別に「やることはやる
べきである」というコンセンサスがあると思う。
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（問）文化交流において最も重要な要因は。
（答）韓国の国花である無窮花の花言葉は「尊敬」だと聞いている。私は互いに尊敬する心を忘れないことこ
そ、今日、そして未来の両国国民を強く結びつける基本であると確信している。

（問）今後、おまつり交流をどのように発展させる計画か。
（答）行事を韓国と日本が交代で実施する方策も考えている。また一つは、日中韓を結ぶことである。昨年
「日中のお祭り in 北京」を王府井で開催した。とても素晴らしい行事になった。「まつり」や韓国、中国の伝統
祝祭には、中国文明に基づいて独自の文化を構築した日中韓3国の国民が一つになって楽しめる力がある
と思う。

（問）しかしこのようなおまつり交流を何度開催しても独島・教科書問題が発生すると両国関係は感情的にな
り、対峙する悪循環が続いているが。り、対峙する悪循環が続いているが。
（答）独島問題のようなものは簡単に解決できない。ところがこれが足かせになっては何もできない。私は人
と人との交流が徐々に大きい響きとなり、これが大きくなって未来指向的関係を定立することができると信じ
ている。文化交流により両国民が相手国の文化に興味を持つようになれば、相手国を自然に訪問するように
なり、似た姿の人々と話を交わし、相手の文化や歴史の相互の関連性について理解するようになる。そうな
れば政治的な問題で両国の交流が中断することは避けられる。

（問）民間の立場から見て、両国の政府に言いたいことは。
（答）韓国のある知人が話したとおり、両国間の敏感な問題は、はしかのようなものである。治ったと思ったら（答）韓国のある知人が話したとおり、両国間の敏感な問題は、はしかのようなものである。治ったと思ったら
また発病する。それを賢明に、早く克服できるように互いが冷静に対処するしかない。そうしてこそ、日韓の
両国民が相互文化の「同じようで違う」、「違うようで同じ」という微妙な違いを理解し、互いの文化を尊重する
ことができる。

（問）先月閉幕したオリンピックを見た感想は。
（答）韓国の選手達を尊敬する。特に野球は、兵役免除のためではなくやはり「日本を破ってオリンピックで優
勝する。そして韓国の名を世界に知らしめる」という熱い心を持った選手が多く勝ったのだと思う。私は韓国
選手達の「日本には必ず勝つ」という意志は決して悪くないと思う。但し、日本は2002年の日韓ワールドカッ
プで早くに脱落した後、熱心に韓国を応援したし、これに韓国の国民も喜んだ経験がある。通じるものがある
のである。今後両国がそれを活かせばいい。

（問）韓国との交流の先頭に立っていらっしゃるが、成田顧問にとって韓国はどんな存在なのか。
（答）「故郷」である。人生において最も感性の強かった思春期を過ごしたところである。私の大陸的気質も韓
国の影響が大きい。韓国での生活経験を通じて、人間は生れながらにして平等であること、そして相手に対
する配慮の多切さを学んだ。

（問）好きな韓国のドラマや俳優がいるか。
（答）「冬のソナタ」は全て見た。ドラマの雰囲気や流れがやはり韓国的である。歌も同じである。日本の「演
歌」は韓国にルーツがあると思う。古賀政男という有名な作曲家がいたが、彼が「美空ひばり」の歌などほと
んどの演歌を作った。ところが彼は韓国出身である。哀愁漂うメロディーや、途中で一度柔らかく折るパター
ンは、演歌と韓国のトロットで同じである。好きな女優は多すぎて一人を指名することができない。

（ロ）
扱 い：９月２３日２９面
見出し サム ノリ オ 竿燈 ピカピカ見出し：サムルノリ、オルス･･･竿燈、ピカピカ

27・28日、ソウルで51団体が公演（キム・ヒョンギ特派員、東京発、写真）
内 容：（記事５）
27日と28日の二日間に渡ってソウル広場と清渓広場において開かれる「日韓交流おまつり2008」には、韓

国から25団体、日本から26団体が参加し、伝統音楽や舞踊の公演を行う。韓国は500人、日本は600人が
参加する。観客は10万人を予想している。
27日午後3時45分頃清渓広場では、日本が無形文化財として指定された「秋田竿燈」が披露される。秋田

地方で300年以上受け継がれてきた伝統のおまつりである秋田竿燈は、高さ10メートル程の竿燈を額や手
のひら 腰等に載せて竿燈が倒れないように維持しつつ町の平安と豊作を願う町のおまつりであるのひら、腰等に載せて竿燈が倒れないように維持しつつ町の平安と豊作を願う町のおまつりである。

統一した衣裳に赤い花で飾った笠を被って踊る山形県の伝統の踊りである花笠音頭等も登場する。28日
には、青森県の伝統の踊りである八戸えんぶり等の公演が繰り広げられる。

韓国側からは27日の開幕式に金徳洙のサムルノリ、28日にはプクチョン獅子舞、カンリョン仮面劇と京畿
民謡公演等を披露する。
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この行事のハイライトは、28日午後6時30分から始まる「よさこいアリラン」である。日本の四国地方の伝統
の踊りであるよさこいを韓国の「アリラン」に合わせ、両国の約200人の参加者が踊る。続いて両国の市民が
共に参加するカンガンスルレで締めくくる。（詳しい日程はwww.omatsuri.kr)

（ハ）
扱 い：９月２９日１５面
見出し：ソウルで共同おまつり･･･一歩近づいた韓国・日本（イ・ジンジュ記者、ソウル発、写真）
内 容：（記事６）

２８日午後６時、ソウル市庁前広場。日本の伝統お祭り衣装である「法被」を着た男性が１３メートルの竿に
提灯を掲げ、妙技を見せた。４６個の提灯を９段に積み上げた「竿燈」は日本の重要無形民俗文化財だ。秋
田市の名人たちは重さ５０キロを越える竿燈を掌や額、腰にのせ、バランスをとった。豊作を祈る提灯が夜空
に稲の穂のようにしなる姿を見た市民たちは 嘆声をあげたに稲の穂のようにしなる姿を見た市民たちは、嘆声をあげた。

ソウル都心で再現された竿燈は、「いろいろな韓国、いろいろな日本」というテーマで２７日、２８日の二日間
開かれた「日韓交流おまつり」の行事の一つだ。日韓国交正常化４０周年を記念して２００５年から開かれ４
回目を迎えるこの行事に両国の約５０の団体、１１００人余りの公演者が参加した。２７日の開幕行事では
「金徳洙（ｷﾑ･ﾄﾞｸｽ）サムルノリ」と、太鼓と笛を中心とした日本のパフォーマンスグループ「 BATI-HOLIC 」が
共演するなど、二日間多彩な文化行事が続いた。

両国の若い世代が楽しむ文化も登場した。アニメ「セーラームーン」の服装をしてコスプレ公演を行ったイ・
ハンソル氏（２１歳、女性）は「一般市民が参加する小さい活動が続けば、韓国と日本の間に生まれた誤解も
振り払うことが出来ると思う」と述べた 夫人と一緒にソウル広場にやってきたパク・ソンジン氏（３３歳 公務振り払うことが出来ると思う」と述べた。夫人と一緒にソウル広場にやってきたパク・ソンジン氏（３３歳、公務
員）は、「業務の関係で日本に行って来たが、伝統祝祭であるまつり見物は出来なかったので、ソウル中心
部で多様な公演を見ることが出来、不思議な気分だ」と述べた。

韓国をより知りたくて、先週延世大学語学堂に登録したというクボヤヒロコ氏（３０歳）は、「ソウルで日本の
伝統公演を見て感慨深い。私と私の韓国人の友達のように、日韓両国がより親しくなればよい」と述べた。舞
台の後ろには日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の広報ブースも設置された。

（３）ハンギョレ新聞
扱 い：９月２７日１３面扱 い：９月２７日１３面
見出し：よく遊ぶための「日韓協力」
書評、金容雲、小倉紀蔵(監修)著『さあ！遊びましょうー多文化理解のための韓日祝祭』（邦題：『お祭りと祝
祭が出会うとき』）（パク・ビョンス記事、ソウル発、写真）
内 容：（記事７）
日本語の「祭り」は通常「祝祭」と翻訳される。しかし、祭りは韓国の祝祭とは違う。外見をみても祭りは規模
も大きく、華麗だ。これに対し、韓国の祝祭は素朴だ。歴史的にも日本の祭りは統治体制に編入されながら
支配階層から公認された行事に発展したが、韓国の伝統祝祭は支配層と分離された一般庶民の遊び文化と
しての性格が強い。このように異なる二つの祝祭は一緒に交わることができるだろうか。２００５年日韓友情しての性格が強い。このように異なる二つの祝祭は 緒に交わることができるだろうか。２００５年日韓友情
年を迎えて始まった日韓交流おまつりはその回答を見つけ出す過程ということができる。
この本は、２７日から２日間ソウルで開かれる今年の行事に合わせて韓国と日本で同時に出版された。前書
きを書いた作家・平井敏晴氏の言葉をかりると、二つの祝祭の融合、「ビビンパ」を作るための試みだ。作家・
企業家・外交官・芸能人など多様な分野の両国の関係者が二つの国の祝祭文化の特徴と類似性、異質性、
発展のための提言などを様々な観点から提示している。 金容雲、小倉紀蔵監修。

（４）世界日報
扱 い：９月２７日１８面
見出し：「近くて遠い」日韓祝祭の接点探し
書評、金容雲、小倉紀蔵(監修)著『さあ！遊びましょうー多文化理解のための韓日祝祭』（邦題：『お祭りと祝
祭が出会うとき』）（チョン・ソンス記者、ソウル発、写真）
内 容：（記事８）
過去の歴史、独島領有権問題などで、すぐに顔を赤くして対立する韓国と日本。韓国のタレントと歌手、コメ
ディアンが日本で爆発的な人気を呼ぶなど民間レベルではある程度交流が行われているが、両国は依然と
して「近くて遠い国」だ。
両国の冷え込んだ関係のために一般には広く知られていないが、韓国と日本の間には実際に定例的な交流
が多い。そのうち一つが「日韓交流おまつり」だ。毎年秋、ソウルで開かれる。
『さあ！遊んでみよう』は日韓交流おまつりに参加した「日韓交流おまつり」運営委員会の中心的な関係者に
よる「韓国と日本を本当に会わせるためには、単に両国のものを持ってきて見せるだけでは足りない」という
自覚の産物だ。
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すなわち、行事の趣旨は両国の祭りを結び付け、より多くの人々の歓声の中で楽しい時間を過ごそうという
ものであるが、実際は、一過性の行事にとどまり、また、いつまで維持されるか分からないという懸念が反映
されたものだ。
日韓両国の専門家たちが両国の祭り文化を様々な角度から分析し比較した の本は 文化の差を越えて日韓両国の専門家たちが両国の祭り文化を様々な角度から分析し比較したこの本は、文化の差を越えて、
お互いがお互いに対してもっと近付けるようにと日韓両国で同時に出版された。
一方、今年の日韓交流おまつりは２７、２８日ソウル市庁前のソウル広場で開かれる。

（５）文化日報
扱 い：９月５日付インターネット版
見出し：明日清渓川ファッションショー、五間水橋の舞台で（ハン・ピョンス記者、ソウル発）
内 容：（記事９）

（清渓川広場の９月の行事を紹介する中で）２７日 ２８日には 韓国と日本の文化公演を比較することが（清渓川広場の９月の行事を紹介する中で）２７日～２８日には、韓国と日本の文化公演を比較することが
出来る「日韓交流おまつり」が開催される。
※アジア経済（記事１０）、ＡＳＩＡ ＴＯＤＡＹ（記事１１）、連合ニュース（記事１７）、ＮＥＷＳＩＳ（記事２３）、ニュー
スワイヤー（記事３１）については、本件と同様の内容であるため省略。

（６）ＦＯＣＵＳ
扱 い：９月１９日付２５面
見出し：「韓・日が手を取り合い本当の近い隣人に･･･」

「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」２７～２８日開催「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」２７～２８日開催
計１１００名余りが出演･･･うきうきする文化交流の時間（キム・ヤンス記者、ソウル発、写真）

内 容：（記事１２）
日韓両国が手を取り合いお互いの文化・民俗的違いを理解するお祭りが繰り広げられる。
２７日～２８日にソウル広場と清渓広場では「いろいろな韓国、いろいろな日本」というテーマのもと、「日韓

交流おまつり 2008 in Seoul」が幕を開ける。
「日韓交流おまつり」は２００５年の日韓国交正常化４０周年を記念した「日韓友情年」記念事業として開催

されて以来４回目だ。両国の多様な伝統芸術と文化を理解し経験できる今回のお祭りには、計１１００余りの
出演者と約２５０名のボランティアが参加し 楽しい交流の時間となる見込みである出演者と約２５０名のボランティアが参加し、楽しい交流の時間となる見込みである。

お祭りの始まりである２７日は、青少年文化交流プログラムを軸に展開される。午後６時３０分からソウル広
場で開かれる公式開幕行事では、「金徳洙サムルノリ」と日本の打楽演奏チーム「 BATI-HOLIC 」の共演が
行われ、続いて歌手ユンナの祝賀公演が続く予定だ。２８日には、牙山市排芳小学校の吹打隊とプリペ芸術
団のキルノリを皮切りに、ナムサダン・チュルタギ公演・体験、日本の伝統の踊りと韓国のアリランを調和させ
たよさこいアリランの公演等が続く。

お祭りの総演出を担当したファン・ビョングク監督は「両国の純粋な文化交流を通じ、コミュニケーションの
チャンネルを構築する」とし「感動の大祝祭の場を演出する」と強い意思を表明した。行事関連の詳細はホー
ムページ（www.omatsuri.kr）をご参照。ム ジ（www.omatsuri.kr）をご参照。

（７）日本観光新聞
扱 い：１０月号１面（写真記事）
見出し：ソウルの空の下で開かれた楽しい日本のお祭り（ソウル発）
内 容：（記事１３）

日韓交流増進を目的に開催された日韓交流おまつり２００８が、先月２７日と２８日両日、ソウル市広場及び
清渓広場で楽しいお祭りの熱気を吐き出した。写真は日本の「米子がいな万燈」の公演の様子。

（８）旅行新聞
（イ）
扱 い：９月２４日付（記載面不明）
見出し：「日韓伝統・現代のおまつりにみんな会いましょう」

約１０００名の一般団体が参加し公演（イ・ジヘ記者、ソウル発）
内 容：（記事１４）

韓国と日本がソウルの中心部で楽しいお祭りを繰り広げる。
日韓交流おまつり事務局は、１７日、記者懇談会を開き、「今年で４回目を迎える『日韓交流おまつり 2008 

in Seoul』が２７日～２８日の両日に渡ってソウル広場及び清渓広場で『いろいろな韓国、いろいろな日本』と
いうテーマで開催される」と明らかにした。韓国の２５の団体約５０００名、日本の２６の団体約６００名が参加
した大規模日韓行事だ。日韓両国の主要企業を含む約１２０の団体が後援、昨年は７万５千人がこの行事に
参加した。
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（ロ）
扱 い：１０月６日付（記載面不明）
見出し：オルシグ、チャランダ！（パク・ウチョル記者、ソウル発）
内 容 （記事 ）内 容：（記事１５）

先月２７日と２８日の両日間ソウル市庁前広場と清渓広場では、「日韓交流おまつり」が行われた。温かい
秋の陽射しが清渓広場に降り注ぐ午後２時ごろ、興味深いサムルノリと農楽が始まった。

（９）旅行情報新聞
扱 い：９月２６日付２９面
見出し：いろいろな韓国・日本に出会う

「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」開催
（ミン ウネ記者 ソウル発 写真）（ミン・ウネ記者、ソウル発、写真）

内 容：（記事１６）
日韓両国間の最大規模の純粋な市民文化交流行事である「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」が２７日と

２８日の両日間、ソウル市庁前広場と清渓広場で開催される。
この行事は２００５年に日韓国交正常化４０周年を記念した「日韓友情年」の記念事業として開催された「日

韓交流おまつり」が始まりであり、今年で４回目を迎える。
今年は「いろいろな韓国、いろいろな日本」をテーマに韓国と日本の多様で異色な伝統芸術と文化が紹介さ

れる。
今回の行事には 両国の約１１００名の出演者が参加し公演を繰り広げる予定であり 韓国のボランティア今回の行事には、両国の約１１００名の出演者が参加し公演を繰り広げる予定であり、韓国のボランティア

約２５０名が行事を助ける予定である。
おまつりの初日である２７日には「青少年交流、市民交流、地域交流」をスローガンにソウル広場と清渓広

場で多様な交流・体験プログラムが行われ、午後６時３０分から行われる公式開幕行事には、金徳洙サムル
ノリをはじめに、日本の打楽演奏チームでる「バチホリック」との共演、歌手ユンナの祝賀公演などが行われ
る予定である。

また、２８日には、午後２時からソウル広場と清渓広場で多様な文化交流、公演、体験プログラムが行われ
る。この日は牙山排芳小学校の吹打隊、プリペ芸術団のキルノリをはじめ、ナムサダン・チュルタギ、プクチョ
ン獅子舞 カンリョン仮面劇など韓国の主要無形文化財をはじめ 秋田竿灯 エイサー よさこいなど日本のン獅子舞、カンリョン仮面劇など韓国の主要無形文化財をはじめ、秋田竿灯、エイサー、よさこいなど日本の
無形文化財の公演が行われる。

特に２８日の午後７時からソウル広場で行われる閉幕式では、韓国と日本の全ての出演者及び一般市民
が参加し、カンガンスルレを踊る予定だ。

今回のお祭りの総演出を担当したファン・ビョングク監督は「この行事では両国の多くの出演団体と市民、
青少年による直接的な交流と体験が行われ、これを通じ、市民レベルの相互理解が深まることとなる」とし、
「このような純粋な民間レベルの文化交流行事を通じ、両国の関係が好転することを望む」と述べた。

一方、おまつり関連記者会見は１７日にプレスセンター内の外信記者クラブで行われた。
記者懇談会にはおまつりに対する舞台の規模及び各種公演 体験プログラムがプレゼンテーションを通じ記者懇談会にはおまつりに対する舞台の規模及び各種公演、体験プログラムがプレゼンテ ションを通じ

て紹介され、金容雲、今西肇日韓交流おまつり運営委員会委員長などが参加した。
金容雲日韓交流おまつり運営委員長は、「今回で４回目を迎えたこの行事が日韓両国に深い印象及び効

果を与えるだろう」とし「両国間に独島という微妙な関係が存在するが、それだけ両国の信頼が必要な時期
であるため、この行事によって両国の親密な関係が維持されることを望む」と述べた。

２．通信通信
（１）連合ニュース
（イ）
扱 い：９月１７日付インターネット記事
見出し：ソウルで「韓日交流おまつり」、２７・２８両日開催（キム・ヒソン記者、ソウル発、写真）
内 容：（記事１８）
韓国と日本の文化交流行事「韓日交流おまつり」が２７、２８日の２日間、ソウル市庁舎前広場と清渓川広場
で開催される。韓日国交正常化４０周年を記念し２００５年に始まった同行事は、両国の伝統芸術と文化を体
験するプログラムで構成される。

４年目を迎えた今年は両国から５１団体１１００人余りの公演者が参加する。初日の２７日は青少年文化交
流プログラムを中心に各種交流・体験イベントが催される。ソウル市庁舎前広場で午後６時３０分から催され
る公式開幕行事では「金徳洙のサムルノリ」と京都の和太鼓チーム「 BATI-HOLIC 」の競演がステージを飾
るほか、韓日で活躍する人気歌手ユンナの祝賀公演も予定されている。
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翌２８日にはプリペ芸術団、忠清南道牙山市排芳小学校の鼓笛隊によるパレードを皮切りに、ナムサダン
の綱渡り、重要無形文化財「プクチョン獅子舞」、「カンリョン仮面劇」など韓国の伝統公演のほか、秋田竿燈、
沖縄のエイサーなど日本の伝統公演が続々登場する。午後７時からのフィナーレ公演では光のパフォーマン
スが夜空を華やかに飾り 行事関係者と参加者全員で手に手をと て「カンガンスルレ」を歌うスが夜空を華やかに飾り、行事関係者と参加者全員で手に手をとって「カンガンスルレ」を歌う。

主催側は、韓日両国市民の直接的な文化交流を通じ市民レベルでの理解と疎通のチャンネルをより確固
としたものにできるよう、感動のまつりを演出すると話している。

（ロ）
扱 い：９月２７日付インターネット記事（動画）
見出し：「日韓交流おまつり」ソウルで開幕（ペ・サムジン記者、ソウル発）
内 容：（記事１９）

韓国と日本の文化交流行事である「日韓交流おまつり」が２７日～２８日の二日間の日程で ソウル広場と韓国と日本の文化交流行事である「日韓交流おまつり」が２７日～２８日の二日間の日程で、ソウル広場と
清渓広場一円で開かれた。

今年の日韓交流おまつりには韓国２５団体、日本からは２６団体が参加し、両国の地方自治体と観光団体
の広報ブースが設置され、両国の伝統芸術と文化を体験することが出来るプログラムとして構成された多彩
なイベントが行われる。

「いろいろな韓国、いろいろな日本」をテーマに行われる今回の行事には約１１００名の後援社が参加する
中、初日には青少年文化交流プログラムなどが紹介された。
＜金容雲日韓交流おまつり実行委員長：今日のこのお祭りのテーマは「いろいろな韓国、いろいろな日本」。
多様な面を誤解無く お互いに理解して今後の日韓関係が肯定的な方向に向うよう誘導したいです ＞多様な面を誤解無く、お互いに理解して今後の日韓関係が肯定的な方向に向うよう誘導したいです。＞
２８日には、牙山排芳小学校の吹打隊とプリペ芸術団のキルノリをはじめとして、ナムサダンノリ・チュルタギ
公演・体験、プクチョン獅子舞、カンリョン仮面劇などの韓国の伝統講演と、秋田竿灯、エイサーなど日本の
伝統公演が行われる予定である。

特に午前７時からソウル広場で行われるフィナーレ行事では、光のパフォーマンスが夜空を華麗に照らし、
行事関係者及び全参加者が手を取り合いカンガンスルレを踊る場が用意される。

行事関係者はこのお祭りが今後韓国だけでなく、日本でも韓国文化を紹介するきっかけになることを望むと
述べた。
＜今西肇日韓交流おまつり運営委員長：韓国と日本が政治的に難しくても、文化を通じて克服していくことを＜今西肇日韓交流おまつり運営委員長：韓国と日本が政治的に難しくても、文化を通じて克服していくことを
願いつつお祭りを準備しました。今後は日本でも韓国文化を紹介することが出来るよう発展させる予定です。
＞
今年で４回目を迎える日韓交流おまつりは２００５年の日韓国交正常化４０周年を記念し、初めて始まった。

（ハ）
扱 い：９月２９日付インターネット記事（動画）
見出し：「日韓交流おまつり」２８日閉幕（パク・ジホ記者、ソウル発）
内 容：（記事２１）内 容 （記事 ）

韓国と日本の文化交流行事である「日韓交流おまつり」が２７日～２８日の二日間の日程を終え閉幕した。
日韓交流おまつり実行委員会（委員長：金容雲日韓文化交流会議委員長）が主催した今回の行事は、２０

０５年日韓国交正常化４０周年を記念誌開催されたもので、４回目の今年は「いろいろな韓国、いろいろな日
本」をテーマに両国から計５１団体、約１１００名の公演者が参加した。

お祭り初日の２７日には青少年文化交流プログラムを中心に多様な交流、体験プログラムが行われ、二日
目の２８日には、牙山排芳小学校の吹打隊とプリペ芸術団のキルノリをはじめとして、ナムサダンノリ・チュル
タギ公演・体験、プクチョン獅子舞、カンリョン仮面劇などの韓国の伝統講演と、秋田竿灯、エイサーなど日本
の伝統公演が披露された。

午後７時からソウル広場で行われたフィナーレ行事では、光のパフォーマンスが夜空を華麗に飾り、行事関
係者及び全参加者が手を取り合いカンガンスルレを歌う場も設けられた。

３．インターネットメディア
（１）ＪＯＩＮＳ．ＣＯＭ
（イ）
扱 い：９月１７日付インターネット記事
見出し：ソウル広場と清渓広場で「日韓交流おまつり」開催（キム・ヨンボム記者、ソウル発、写真）
内 容：（記事２５）
韓国と日本の約50の文化公演団体から約1000名が参加する「日韓交流おまつり2008 in Seoul」が27日、2
8日の二日間、ソウル広場と清渓広場で行われる。
「いろいろな韓国、いろいろな日本」をテーマに行われる日韓交流おまつりの式前行事は27日午後3時から、
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ヨムグァンマーチングバンドの公演、B‐Boyの公演が繰り広げられる。開幕式は、日韓の関係者が参加する
中で午後6時30分に金徳洙氏によるサムルノリの公演で始まる。歌手ユンナとタイナカサチが開幕祝賀公演
を披露する。
主要行事としては 28日午後4時から無形文化財であるが普段観覧の機会の少ないプクチョン獅子舞 カン主要行事としては、28日午後4時から無形文化財であるが普段観覧の機会の少ないプクチョン獅子舞、カン
リョン仮面劇が舞台に上がる。午後6時には日本の無形文化財である秋田竿燈を日本へ行かずに見ること
ができる。300年以上受け継がれてきた秋田竿燈は日本の東北地方の代表的な伝統のおまつりとして知ら
れている。秋田市から訪韓した竿燈会のメンバーは、高さ10メートルの竿燈を額や手のひら、腰に載せて竿
が倒れないように妙技を見せつつ町の平和と豊作を願う。

秋田竿燈に続いて韓国のプリぺ芸術団と日本のバチホリック公演団が共同で打楽器公演を行う予定であ
る。行事の最後は会場の観覧客と出演者が共に手を繋いでカンガンスルレを踊りながら来年を約束する。

これ以外にも、日韓両国の小中高生の音楽・舞踊公演が数多く披露される等、充実した公演が観覧客の目
と耳を楽しませてくれる予定であると耳を楽しませてくれる予定である。

今年で4回目を迎える日韓交流おまつりは、2005年に日韓両国が宣布した「日韓友情年」を記念し初めて
行われて以来、毎年9月にソウルで行われている。具体的な日程は、日韓交流おまつりの韓国側事務局の
ホームページwww.omatsuri.krをご参照。

（ロ）
扱 い：９月２３日付インターネット記事
見出し：日韓交流おまつり 2008 in Seoul、２７～２８日開催

今年で４回目を迎える「韓日」平和と有効の交流の場（ソウル発）今年で４回目を迎える「韓日」平和と有効の交流の場（ソウル発）
内 容：（記事２６）

２００８年９月２７日（土）、２８日（日）の両日間、ソウル広場及び清渓広場で韓国と日本の市民約１５００人
が参加する日韓間最大規模の純粋な市民文化交流行事である「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」が開催
される。

２００５年、日韓国交正常化４０周年を記念した「日韓友情年」の記念事業として開催された「日韓交流おま
つり」は今年で４回目を迎える。今年は「いろいろな韓国、いろいろな日本」をテーマに韓国と日本の多様で異
色な伝統芸術と文化を紹介し体験できるよう準備された。公演に参加する両国の出演者だけで約１１００人
（韓国：２５団体約５００名、日本：２６団体約６００名）であり、「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」に参加する（韓国 団体約 名、日本 団体約 名）であり、 日韓交流おま り 008 Seou 」に参加する
韓国のボランティアだけでも一般市民、会社員、大学生、高校生など約２５０名にもなる。

それだけでなく、「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」の「実行委員会（委員長：金容雲韓日文化交流会議
委員長、漢陽大学名誉教授）」と「運営委員会（委員長：今西肇サムスン物産）」といった主催、主管団体も各
界各層から自発的に参加した関係者で組織、運営されており、日韓両国の約１００を超える企業、団体から
後援（支援）、協賛を受け、制作、運営費の財源を調達している。このような「日韓交流おまつり 2008 in Seo
ul」はまさに各界各層の市民が直接参加し、日韓両国の未来に向けた交流、友好の段階を一段階高めるこ
との出来る真の交流おまつりとなるだろう。

「青少年交流、市民交流、地域交流」をスローガンにお祭りの初日である２７日（土）は、青少年文化交流プ民
ログラムを軸に、ソウル広場と清渓広場で多様な交流、プログラムを行う予定である。午後６時３０分からソ
ウル広場で開催される公式開幕行事では「金徳洙サムルノリ」と日本の打楽演奏チーム「バチホリック」との
共演、公式開幕行事の後には人気歌手「ユンナ」の祝賀公演も続く予定である。

２８日（日）は、午後２時からソウル広場と清渓広場で多様な文化交流、公演、体験プログラムが行われる。
「牙山排芳小学校吹打隊」、「プリペ芸術団」のキルノリをはじめ、「ナムサダン・チュルタギ」公演と体験、「プ
クチョン獅子舞」、「カンリョン仮面劇」など韓国の主要無形文化財をはじめ、日本の主要無形文化財である
「秋田竿灯」をはじめ、沖縄の「エイサー」、ソウル日本人学校の「よさこい」、ＳＪＣ会員と各大学の学生、社会
人など両国の市民が共に参加し公演する「よさこいアリラン」、両国の地方自治体展示館など、多彩で珍しい
両国の文化に触れ、体験できる良い機会となるだろう。
特に２８日の午後７時からソウル広場で行われる「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」のフィナーレでは、韓
国と日本の全出演者と市民などが参加し、今回の行事のテーマである「星、明、祭」を演出、ソウルの夜空を
星と光で華麗に飾る予定である。特に最後の「オウルリムハンマダン」では、韓国と日本の子供２人が手をつ
ないで一緒に舞台でカンガンスルレを歌いながら登場し、行事関係者と全参加者とともに、ソウル広場で手を
取り合ってカンガンスルレを踊るオウルリムハンマダンの感動的な場面が演出される計画だ。「日韓交流お
まつり 2008 in Seoul」の総演出を担当したファン・ビョングク監督は「今回の行事は韓日両国の多くの出演
団体と市民、青少年が直接の交流と体験を通じ、市民レベルの相互理解とコミュニケーションのチャンネルを

く構築す 「漸次的 在 政治 交的な懸案事 も うな純粋な ベ 交一層固く構築する」とし「漸次的に現在の政治、外交的な懸案事項もこのような純粋な民間レベルの文化交
流行事を通じ理解され、意思疎通が行われる機会が必ず来るだろう」と述べる一方で、「両国の純粋な文化
交流を通じた意思疎通のチャンネルを構築するにあたり最も大きな役割を果たすことが出来る感動のおまつ
りを演出する」と強い意思を示した。（以下、おまつりの概要紹介、省略）
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（ハ）
扱 い：９月３０日付インターネット記事
見出し：２８日閉幕「日韓交流おまつり」、本当の日韓交流のパフォーマンスを披露

日韓文化交流行事として確実に位置づけられる
２８日、日韓両国が一つになった「ガンガンスルレ」でフィナーレ
（ソウル発、写真）

内 容：（記事２７）
２００５年の日韓国交正常化４０周年を記念した「日韓友情年」の記念事業として開催された「日韓交流おま

つり」が今年で４回目を迎え、２７日、２８日の両日間ソウル広場及び清渓広場で盛況のうちに閉幕が宣言さ
れた。

今年は「いろいろな韓国、いろいろな日本」をテーマに韓国と日本の多様で異色の伝統芸術と文化を紹介し、
体験することが出来るよう準備し、行事開催前から各界各層の注目を集めた。

おまつり初日の２７日、日韓交流おまつり実行委員会委員長（金容雲韓日文化交流会議委員長）は、あい
さつを通じ、韓国と日本の全参加者と市民が共に一緒になって、直接参加し楽しむことが出来る本当の日韓
両国の文化交流の場となり楽しんで頂きたいと述べた。

今回の「日韓交流おまつり」には、両国から計５１団体、約１１００名の公演者が参加し、２７日には、青少年
文化交流プログラムと２８日には日韓両国のパフォーマンスとしてナムサダン・チュルタギ公演、プクチョン獅
子舞、カンリョン仮面劇など、韓国の伝統公演と、秋田竿灯、エイサーなど、日本の伝統公演を披露した。

２８日は、ソウル広場で繰り広げられたフィナーレ行事は、ソウルの夜空を星と光で飾る光のパフォーマン
スであり、韓国と日本の全行事関係者と市民が共に手を取ってカンガンスルレを踊る異色な姿が注目を浴び
たた。

（２）オーマイニュース
（イ）
扱 い：９月２４日付インターネット記事
見出し：独島対立？パタパタと払い落とす日韓おまつりが開催
仁川派日本人おばさんの「多文化祝祭話」①「日韓交流おまつり2008 in Seoul」
（山田貴子記者、ソウル発、写真）
内 容 （記事２８）内 容：（記事２８）

2007年にも紹介した「日韓交流おまつり」(関連記事)が今年9月27～28日に開催されるという事実を
知ったのは8月の中旬であった。

その時、すぐメールインタビューを行いたく公式サイトのアドレスにメールを送ったが、返事は
なく、9月になってからは秋夕等の行事のため問い合わせることもできなかった。

そんな中、昨年「日韓交流おまつり」に参加した、仁川地域に住んでいる日本人親子の「よさこい」
チームである「YOSAKOI KOREA JIN」のメンバーから連絡があった。

「今回は『日韓交流おまつり』事務局から連絡がありませんでした。サイトを検索し応募期間が過ぎ
たことを今にな て知りましたが 我々から連絡を取 て出演をお願いしましたたことを今になって知りましたが、我々から連絡を取って出演をお願いしました。」

2005年からこのおまつりを見守っていた市民の一人として何か残念な気持になった。独島問題等
のため、広報を遠慮したのだろうか。理由は分からないが興味を持っている人も分からない間にお
まつりが準備されていたようである。仁川地域の人なので、一層そのような疎外感を感じたのかも
知れない。
逸る気持ちを抑えつつ、公式サイトを訪ねた。

「『青少年交流、市民交流、地域交流』をスローガンにお祭りの初日である２７日（土）は、青少年文化交流
プログラムを軸に、ソウル広場と清渓広場で多様な交流、プログラムを行う予定である。午後６時３０分からソ
ウル広場で開催される公式開幕行事では『金徳洙サムルノリ』と日本の打楽演奏チーム『バチホリック』とのウル広場で開催される公式開幕行事では『金徳洙サムルノリ』と日本の打楽演奏チーム『バチホリック』との
共演、公式開幕行事の後には人気歌手『ユンナ』の祝賀公演も続く予定である。」―日韓交流おまつり2008
in Seoul公式サイト(http://www.omatsuri.kr)報道資料から。
28日夕方7時からソウル広場で行われる日韓交流おまつり2008 in Seoulのフィナーレでは、日韓の

すべての出演者と市民等が参加し、今回の行事のテーマである「星、明、祭」を演出、ソウルの夜空
を星と光で華麗に飾る予定である。特に最後の「オウルリムハマダン」では、韓国との日本の子供2名
が手を繋いで共に舞台の上でカンガンスルレを歌いながら登場する。行事関係者とすべての参加者が
共にソウル広場で手を繋いでカンガンスルレを歌うオウルリムハマダンの感動的な場面が演出される
計画である計画である。
「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」の総演出を担当したファン・ビョングク監督は「今回の行事は韓
日両国の多くの出演団体と市民、青少年が直接の交流と体験を通じ、市民レベルの相互理解とコミ
ュニケーションのチャンネルを一層固く構築する」とし「漸次的に現在の政治、外交的な懸案事項も
このような純粋な民間レベルの文化交流行事を通じ理解され、
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意思疎通が行われる機会が必ず来るだろう」と述べる一方で、「両国の純粋な文化交流を通じた意思
疎通のチャンネルを構築するにあたり最も大きな役割を果たすことが出来る感動のおまつりを演出
する」と強い意思を示した。
韓交流 公式 ( ) 報道資料 以下 紹介日韓交流おまつり2008 in Seoul公式サイト(http://www.omatsuri.kr)の報道資料には以下のように紹介

されている。
「今年は『日韓観光交流年』でもあり、日韓交流おまつり中高生交流プロジェクトとして若者の相互交
流、地方間交流の促進を図るため、日本外務省事業である『2１世紀東アジア青少年大交流事業』の一
環として韓国と直行定期便か姉妹提携を結んでいる日本自治体が今年の夏、韓国の中高生それぞれ1
0名を1週間程度招聘する。民族芸能を含む文化に触れつつ、9月の「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」
に合わせて日本の中高生が韓国を訪問する。訪日した韓国の中高生と共に「日韓交流おまつり」に参
加する交流事業を行い、これに7団体が参加する。」
考えてみれば 2005年にこのおま りが始ま た時は 正直ここまで続けられるとは思わなか た考えてみれば、2005年にこのおまつりが始まった時は、正直ここまで続けられるとは思わなかった。
当時パレードに参加したチームを撮影しつつ日本のお祭りの中にいるようにも感じ、懐かしく思い、
このような雰囲気が続けばいいと思った。おそらくそういう思いを持った人々が参加し続け、この
おまつりが続いてきたのではないだろうか。
今回は残念ながら長いパレードは行わないということだが、韓国側の関係者によると、代わりに
多様な文化交流、公演、体験プログラムがあるという。
仁川に住んでいるため、すべての行事を観覧することは難しいが、もしこの行事に興味を持って

おられる方がいれば、是非参加してほしい。このおまつりを作るのは日韓の市民であり、人々が参
加すればするほどおまつりはも と発展するだろう加すればするほどおまつりはもっと発展するだろう。

（ロ）
扱 い：１０月９日付インターネット記事
見出し：何の目的でそのような質問を投げかけたのか
仁川派日本人おばさんの「多文化祝祭話」①「日韓交流おまつり2008 in Seoul」
（山田貴子記者、ソウル発、写真）
内 容：（記事２９）
9月27日 前にも紹介した「日韓交流おまつり2008 in Seoul」に9歳の息子をつれて行って来た9月27日、前にも紹介した「日韓交流おまつり2008 in Seoul」に9歳の息子をつれて行って来た。
今回も昨年と同じように「ソウル広場」と「清渓広場」というソウルを代表する広場での開催だったが、昨年よ
り目についたことがあった。それは日本のあちこちの地方から来た観光広報ブースだった。各ブースでは
色々な景品を準備したイベントやゲームに子供から年配の方まで立ち並んで参加していた。
息子も「青森空港国際化促進協議会」が主催する「ミニ烏帽子の製作体験」をはじめ他のブースにも参加す
ると言い出し、私が仁川地域の日韓家庭の子供からなるヨサコイチームである「YOSAKOI KOREA JIN」が出
演する清渓広場に撮影しに行こうと言っても聞かず、ここで待つというほど熱中していた。
結局わがままを通した息子は、私が撮影とインタビューを終えて帰ってくる時までずっと体験ブースを歩き
回っていたようだ ここを離れてはいけないと言っておいたのでそこにいるだろう と思いながら息子を探して回っていたようだ。ここを離れてはいけないと言っておいたのでそこにいるだろう、と思いながら息子を探して
いたところ、あるブースからMCをしている男性の声が聞こえてきた。列に並んでいる人々にゲームのやり方
を教えているようだった。相手が日本人だと「あーどうも」などと一言二言しか喋らず、日本語もあまりできな
い様子だったが、私はなぜ（彼が）「日韓のお祭り」のMCなのか少し気になった。
ところが、そのMCは相手が韓国人だとうれしそうな表情で「独島は誰の領土ですか?」と尋ねていたのだ。韓
国人だと分かって意識せずに自然と出てきた言葉なのか？と考えながら、しばらく見ていたが、ほぼ80%以上
が韓国人であったためか、一人一人に全く同じ「独島は誰の領土ですか」という質問をし続けていた。
私の知っている限り、「独島問題」のため開催自体も難しいのではという懸念もあったこのおまつりで、どうし
てそのような言葉が出てくるのか全く理解できなかった。てそのような言葉が出てくるのか全く理解できなかった。
以前「オーマイニュース・ジャパン」の書き込み欄に、韓国のある芸能人が公共放送で「海外旅行で失敗した
時には、日本語で謝って日本人のふりをしなさい」と述べていたとし、その放送局のアドレスとともに書き込ん
でいた人がいたが、そのことを思い出した。
その芸能人は日本でも人気があると聞いたが、冗談で言っただろうとは思いながらも残念な気持ちがしてな
らなかった。しかし、考えてみれば、いま世界の美女たちが出演する番組の司会者も別の朝番組で「日本の
やつら」という表現を使ったのを見たことがあった。無意識的にそのような言葉が出てくるのか、意図的に話し
ているのか気になったこともあった。
他方で、いくら私がその時代に生きていないといっても、韓国の歴史上、解き難い「恨」の原因を植えつけた代
のは日本人だったという事実を考えれば、ある意味ですべての悪口を甘受しなければならない立場に立って
いるとも言えよう。
考えてみると、韓国社会ではそれほど悪気なしに、そこにいない人の悪口を言う時も多いように思える。そこ
に集まった人同士がより親しくなるためにそうするのではないだろうか、と考えたこともあった。
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しかし、率直に言って、「日韓交流おまつり」のような韓国と日本の両国間の親睦を深めるためのお祭りでは
避けるべき内容だったのではないだろうかと思う。そこで、そのMCに「いったい何の目的でそのような質問を
したのですか」と聞きたかった。しかし、あの時はまず息子を探さなければならないという状況だったのでそれ
を聞くこともできなかったを聞くこともできなかった。
後に「チェ・ジンシル氏の自殺報道」を目のあたりにしながら、ある人には悪意がないと思われる話も、それで
心が傷つく人もいるということを忘れてはいけないと思った。まず私を含めて軽率な行動と言葉に気を付けな
ければならないだろう。

（３）ＧＯＮＥＷＳ
扱 い：９月１８日付インターネットニュース（動画）
見出し：日韓交流おまつり、ソウル広場‐清渓広場で開催（ソウル発）
内 容：（記事３０）内 容：（記事３０）

来る２７日と２８日、両国間でソウル広場及び清渓広場で日韓間最大規模の純粋市民文化交流行事である
「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」が開催される。

日韓交流おまつり実行委員会は、昨日（１７日）、ソウルプレスセンターで記者懇談会を開き、韓国と日本の
文化の違いを、文化交流を通じて理解する場を準備すると明らかにした。

今年で４回目を迎える日韓交流おまつりは「いろいろな韓国、いろいろな日本」をテーマに、韓国と日本の
多様で異色な伝統芸術と文化を紹介し、体験することができるよう準備された。

また、各界各層の市民が直接参加し、日韓両国の未来に向けた交流、友好の段階を一段階高めることが
出来る本当の交流のお祭りになる見通しだ。出来る本当の交流のお祭りになる見通しだ。

ファン・ビョングク総演出監督は、一つになる公演を通じ、もう一つの意思疎通のチャンネルを構築する感動
の大祝祭の場を演出するとし、今回の行事に対する強い意志を示した。

４．雑誌
（１）日本語ジャーナル
扱 い：１１月号 ２０～２１ページ
見出し：「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」（ソウル発、写真）
内 容：（記事３２）内 容 （記事 ）
２００８年９月２７日（土）と２８日（日）、ソウル広場及び清渓広場において「日韓交流おまつり 2008 in Seou
l」が開かれた。２００５年、日韓国交正常化４０周年を記念し開催され、今年で４回目を迎える「日韓交流おま
つり」は、両国の多様な芸術と文化を紹介し体験できる市民のお祭り。特に、運営委員会を中心に各種団体
から後援、協賛を受け両国から自発的に参加した出演者とボランティアで運営されている点でさらに意味深
い。
今年は韓国から２５団体、日本から２６団体が参加し、ソウル広場及び清渓広場において多様なパフォーマ
ンスを披露した。また、ソウル市庁前に設けられた日本の地方自治体ブースでは各地方がパンフレットと特
産品を配りながら熱い広報戦を展開した。
２７日、清渓川広場では日本の国家無形文化財である「秋田竿灯」と山形県の伝統舞踊「花笠踊り」等の日
本側の公演と、ハンタレ舞踊団、清州ドゥレ風物芸術団など韓国側の公演が行われ、ソウル広場ではバトン
トワリング、「荒神神楽」、国楽室内楽などの公演に続き、開幕式と祝賀公演が行われた。祝賀公演には金
徳洙サムルノリ、日韓伝統芸術交流会が準備した「羽衣三番叟」を始め、日韓両国の人気歌手のユンナとタ
イナカサチの舞台が続いた。
２８日には午後２時よりプクチョン獅子舞、カンリョン仮面劇など韓国の伝統公演と山梨の太鼓公演である
「すいれき太鼓」、沖縄の伝統舞踊「エイサー」などが行われ、最後にソウル広場で行われたフィナーレ行事
では韓国と日本の関係者が市民と共に手を結んで踊りながら、来年を約束した。

（２）連合ルペル
扱 い：９月２４日付インターネット記事
見出し：日韓文化交流のためのおまつりの場（ソウル発、写真）
内 容：（記事３３）

「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」が９月２７日～２８日に、ソウル市庁前広場と清渓広場一帯で開催さ
れる。

今年の日韓交流おまつりには、韓国から２５団体、日本から２６団体が参加する。二日間、会場には両国の
方自治体 広報ブ が され 多彩な ベ が われ プ 獅 舞 仮 劇 秋地方自治体の広報ブースが設置され、多彩なイベントが行われる。プクチョン獅子舞、カンリョン仮面劇、秋

田竿灯など両国を代表する伝統公演も披露される。特に２７日午後７時に開かれる開幕祝賀公演には、ビ
ジットジャパンキャンペーン韓国観光親善大使である歌手ユンナが参加し、フィナーレを飾る予定だ。

「日韓交流おまつり」は日韓国交正常化４０周年を記念し、２００５年「日韓友情年」の行事として始まった。
www.omatsuri.kr
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５．ラジオ
（１）ＫＢＳワールドラジオ
（イ）
扱 い：９月１８日付インタ ネット記事扱 い：９月１８日付インターネット記事
見出し：「韓日交流おまつり２００８」２７日からソウルで開催（ソウル発）
内 容：（記事３８）

韓国と日本の伝統芸術の祭り「韓日交流おまつり２００８」が今月２７日、２８日の２日間、ソウル市庁前の広
場と清渓川広場で行われます。

韓日交流おまつりは、２００５年に韓日国交正常化４０周年を記念して初めて行われ、４回目の今年は、両
国から５１の団体が参加して公演します。

初日の２７日は、ソウル市庁前の広場で金徳洙サムルノリチームと、京都の和太鼓・芸能集団「バチホリッ
ク」の共演が行われるなど ２日間にわたって 両国の伝統芸能が楽しめる多様な公演が繰り広げられますク」の共演が行われるなど、２日間にわたって、両国の伝統芸能が楽しめる多様な公演が繰り広げられます。

（ロ）
扱 い：９月３０日１６時～「時事充電、ここはソウルです」
見出し：なし（ソウル発、ファン・ミンギョン記者）
内 容：（記事３９）（A はレポーター、B は応答者）
A：アンニョンハセヨ。レポーターのハン・ミギョンです。
A：先週末、ソウルの都心では、韓国と日本の文化交流フェスティバル『日韓交流おまつり』行事が開かれま
した。した。
A： 今回で４回目を向かえるこの行事では、韓国から25団体・日本からは26の団体が参加し、多様な公演を
披露してくれたのですが、そのお祭りの現場の中に私と一緒に行って見ましょう。

（『秋田竿灯』の笛と「どっこいしょ、どっこいしょ」のかけ声の背景音が流れている。）
A：今、日本の無形文化財として指定されている秋田の『竿灯』という伝統公演が行なわれているのですが、
日本に行かなくても、めったに見ることのできない公演をソウルの都心で見ることができました。

(「ありがとうございました」の声と共に、観客の歓声と拍手の音が流れる )( ありがとう ざいました」の声と共に、観客の歓声と拍手の音が流れる )
A：公演をとても楽しく見ておられますが、今日はどのようににしてこちらに足を運ばれたのですか。
B：お祭り(祝祭)をやっているというので、家内と一緒に出てきたんです。
A：ここでどういったものを見物されましたか。
B：さっき、さっきの何だったけ。ハナコリア（奥さんの声）。ハナコリアと、今これを見ているんですよ。
A：このように、直接に日本の文化を体験されてみた感想はどうですか。
B：面白いですね。面白くていいですね。日本の文化と我が国の文化と似ていて合っていると思います。
B：私はこの『日韓交流おまつり』を、大学路にある韓国放送大学の日本学科に通っているので、何度も観て
きたのですが、今回はここでやっているというので主人と一緒に来てみたんです ( 奥さんの応答 ) 。( )
A：このように見に来られて、日本の文化を直接に体験されてみて、どうですか。
B：交流というものを通じてお互いの文化を学び合って、そのようにしてお互いがひとつになるようなのでいい
と思います。

A：韓国と日本の各種の公演だけではなく、行事会場の一方では、体験型のイベントが多様に準備されてい
ました。
（ 星のモニュメントを作る女の子と父親との楽しそうな会話の声が流れている ）
A：アンニョンハセヨ。今日はこちらに、どのようにして足を運ばれたのですか。
B：偶然に通りがかったところ、こうした行事があって、子供たちが喜ぶので、立ち寄ったんですよ。
A：立ち寄られみて、どういったものを見物されたのですか。
B：ここで韓日の文化を体験し、向こうで公演していた日本の踊りを見ました。
A：直接、このように行事に参加してみて、どうですか。
B：とてもいいですね。子供たちの教育になると思うし、日曜日に適当な行き場所がないところへ、このように
良いイベントがあるので、いいと思います。

A：アンニョンハセヨ。今日はこちらに、どのようにして来られたのですか。
行事を見 きたん すよB：この行事を見にきたんですよ。

A：今、作っておられるのは何なんですか。
B：これは、願いごとを書く星だと聞いて、書いているんですよ。
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A：どんな願い事を書かれたのですか。
B：家族がみんな健康で幸せになりますように。
A：今日、今、行事に参加されてみた感想はどうですか。

見物 たん すが すね 本と う た行事を観る も興味深 よう 星 願 ごB：見物してみたんですが、いいですね。日本とのこうした行事を観るのも興味深いし、このように星に願いご
とを書く機会もあったりして、良いと思います。

（ 青森県広報ブース前で八戸えんぶりを演じる民謡音が聞こえてくる ）
A：それではこの『日韓交流おまつり』の詳しい内容についても聞いて見ましょう
A：アンニョンハセヨ。
B：アンニョンハセヨ。私は 駐韓日本大使館の矢野進一といいます。
A：今日の行事はどんな行事ですか。
B 韓日両国の祭りをひとつの場所で見せたり 参加したりする そういうような行事ですB：韓日両国の祭りをひとつの場所で見せたり、参加したりする、そういうような行事です。
A：わぁ、すごく規模が大きいんですね。どれくらいの規模なんですか。
B：昨年は7万5千人ぐらいの歓覧客があったのですが、今年は10万人ぐらいの観覧があるのではないか、そ
のように予測しております。
A：こうした行事を開催するようになった契機とは一体どのようなものなのですか。
B：2005年度に日韓国交正常化40周年を記念して『日韓友情年』が実施され、その年に700件ほどの行事が
行われ、その中でもこの行事が非常に反響があったので、もう一度やろうということで2006年度にも行なわ
れ、さらに昨年も行われて、本年に到っているのです。
A：見ると とても多くのブ スがあるのですが どんなことを紹介するブ スなんですかA：見ると、とても多くのブースがあるのですが、どんなことを紹介するブースなんですか。
B：主に、日本の地方自治体・韓国の地方自治体、そして日本の観光広報のブースなどの構成となっていま
す。
A：こうした行事を通じて、望んでいるようなことがあるとしたら、それはどんなことですか。
B：本年の行事のテーマは「いろいろな韓国、いろいろな日本」というものですが、多様な日本・多様な韓国を
知らせることができればと思っております。

（『よさこいアリラン』の背景音楽で、ロック調にリメイクされた「アリラン」が流れる 。）
A：今回の行事のフィナーレでは 公演をした人たちと観客が一緒になって「アリラン」を歌い カンガンスルレA：今回の行事のフィナ レでは、公演をした人たちと観客が 緒になって「アリラン」を歌い、カンガンスルレ
を踊りながら、互いに名残りを惜しみ合っていました。この行事を通じて、お隣の国への情を互いにいっそう
厚くすることができました。
A：今はソウルだけで毎年9月に行なわれていますが、近く日本でもこの交流おまつりが行われるということで
すので、日本でも韓国の文化行事を紹介できるようになることを期待します。レポーター、ハン・ミギョンでした。

「緊張したけど楽しい」日本の参加者の声「緊張したけど楽しい」日本の参加者の声

【ソウル２７日共同】ソウルで二十七日、始まった「日韓交流おまつり２００８ ｉｎ Ｓｅｏｕｌ」に参加した日本人
の多くは、公演を終えて「緊張したけど楽しかった」と感想を語った。

▽秋田の竿灯（かんとう）を披露した秋田市竿燈会の藤田勝（ふじた・まさる）会長（７０）「参加は四回目。今
年は日韓の間でいろいろあったが、私たちは関係なく文化交流を続けていく。風が吹いて竿灯には条件が良
くなかったが、喜んでもらえるものをお見せできた」

▽花笠踊りを踊った山形県花笠協議会花笠舞踊団を率いた花柳衛優（はなやぎ・えゆう）さん「多くの拍手、
歓声をいただいた。海外での交流は、その土地の文化を見せてもらい、私たちの文化をアピールし日本を分
かってもらうこと。その中で（花笠を）見てもらったことが誇り」

▽民謡・民舞「沢内甚句・南部よしゃれ節」を演じた岩手県の専大北上高校三年生の地下菜津美（じげ・な
つみ）さん（１７）「想像以上に多くの人が見に来ていて緊張したが、みんながんばって踊ってくれた。半年前
から練習量を増やして韓国にやってきた。また来たい」

▽「すいれき太鼓」を披露した山梨県の山梨園芸高校三年生の三森大樹（みつもり・ひろき）さん（１７）「韓
国には初めて来た。（おまつりの前に）二泊三日のホームステイをし、温かく迎えられ安心した。今日は緊張
したが、みんな笑顔で演じられ最高だった」
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▽五箇山追分などを演奏した富山県立南砺総合高校平高校郷土芸能部の河端晃介（かわばた・こうすけ）さ
ん（１８）「違う文化の中で見る人がどのような反応をするのか、少し心配したが、大きな拍手をいただき、喜ん
でもらえたようなのでうれしい」

▽荒神神楽を披露した鳥取県立日野高校二年生の奥田理菜（おくだ・りな）さん（１７）「韓国を訪れたのは二
回目。見ている人の拍手が少なかったのがちょっと。（竹島問題は）特に気にしていなかった。毎日練習して韓
国に来た。また来たい」

▽最上太鼓を披露した岡山県立高松農業高校三年生の渡辺陽子（わたなべ・ようこ）さん（１７）「舞台が今ま
でで一番広かったので、他の人の太鼓の音が良く聞こえず、リズムがずれるのではないかと心配した。（観客
の）拍手を受けただけで十分だった」

▽鹿児島おはら節などを踊ったかごしま永明会（鹿児島市）の永田明子（ながた・あきこ）会長（８４）「薩摩を
外国で紹介するというので、みんな張り切って踊った。日韓の間で少し問題があったが、公演に向けて何の心
配もしなかった。芸事を互いに見せ合う文化交流は大事で、これからも続けていきたい」

▽太鼓演奏と創作舞踊を披露した鹿児島県の神村学園鼓舞道部の伊地知裕紀子（いじち・ゆきこ）さん（１８）
「みんな初めての海外公演で、今回のために練習を積み、貴重な体験になった。太鼓の演奏に声援をいただき、
うれしかった」

▽エイサーを踊った沖縄県名護市の名桜大学「名桜エイサー」の小野泰輝（おの・やすてる）さん（２２）「緊張
して公演を迎え、違う国の文化を受け入れてもらえるだろうかとも思ったが、手拍子で迎えてもらい、とても気持
ちよく踊れた。知らない土地の人に沖縄の伝統を伝え、共に喜べることは本当に素晴らしい。沖縄に多くのエイ
サーの踊り手がいる中で、ソウルに招かれうれしい」

▽八戸えんぶりを踊った青森空港国際化促進協議会（青森県）所属の中学一年生、佐々木洸航（ささき・ひろ
みち）君（１３）「多くのお客さんの前でうまく踊れた。お客さんが最後に笑顔だったので喜んでもらえたと思う。海
外でえんぶりを踊るのは初めてだが、緊張もしなかったし、楽しみにしていた。また機会があれば海外で踊りた
い」

▽和太鼓を披露した千葉県の木更津総合高校和太鼓部の長谷川亜弥（はせがわ・あみ）さん（１７）「最近、歴
史問題などがあり、開催自体がないかもしれないと心配だったが、こういう時だからこそ楽しく自分たちの思い
を伝え合えればと思った。これからもいろんな日本の人と韓国の人が交流を持ち、それによって政治もいい方
向に行けばいいなと思う」

▽バトントワリングを披露した水野啓子（みずの・けいこ）バトンスクール（兵庫県）の北田有加（きただ・ゆか）
さん（２４）「参加は今回が初めて。ソウル市民の前で公演でき、楽しかった。私にできることはバトンなので、今
日の公演で韓国の人に『バトンっていいな』と思ってもらい それが両国交流の発展につながればよい」日の公演で韓国の人に『バトンっていいな』と思ってもらい、それが両国交流の発展につながればよい」

▽万灯の公演をした米子がいな万灯振興会（鳥取県）の金谷正和（かなたに・まさかず）さん（３７）「おまつり
は国を超えみんなを一つにしてくれる。私たちもがいな祭りに誇りを持っているので、韓国のみなさんに見ても
らい、写真を撮ってもらって本当にうれしかった。これからも自分でできる日韓交流があればどんどんしていき
たい」

▽東京と熊本に長唄・三味線などのけいこ場を持つ今藤珠美（いまふじ・たまみ）さん（５４）「昨年は寒かった
が 今年は気候も良く 観客も多くてよかった 毎月ソウルに来て韓国の若い人たちに長唄や三味線を教えてが、今年は気候も良く、観客も多くてよかった。毎月ソウルに来て韓国の若い人たちに長唄や三味線を教えて
いるが、今回は（交流の）成果が上がっているように感じた」

▽「国見よかよか」を韓国の高校生と一緒に踊った長崎県立国見高校の大場貴瑛（おおば・たかあき）さん（１
５）「竹島問題などいろいろ日韓の間にあったので、『（韓国に）行けなかったら残念だな』という不安もあったが、
来てみたら楽しく過ごせた。一生懸命練習した踊りを韓国の生徒と一緒に踊れたのが一番記憶に残る」

▽和太鼓などによるパフォーマンスを行った楽団ＢＡＴＩ－ＨＯＬＩＣ（京都府）の黒坂周吾（くろさか・しゅうご）さ
ん（３２）「一部の日本人は韓国に対して嫌悪感を持ち 逆の場合もある でも 文化に触れ合うことでお互いにん（３２）「 部の日本人は韓国に対して嫌悪感を持ち、逆の場合もある。でも、文化に触れ合うことでお互いに
人間性が分かり、『案外、日本人はいいじゃないか』『案外、韓国人はいいじゃないか』と思えるようになる。そ
のために文化は必要だ。それがこのおまつりのもっとも大事なことだ。来年もぜひ、呼んでほしい」

共同通信社 2008/09/27 22:48 国際
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おまつり文化論チーム長 平井敏晴

15.1 発案と企画立案までの経緯

15.  おまつり本

発案と企画立案までの経緯
2007年6月、小倉紀蔵支援委員（当時は実行委員）により、日韓のおまつりに関する書籍（以下、おまつ
り本）の製作が発案された。これを受け、2007年10月、運営委員会の一部のメンバーを中心として、おま
つり文化論チーム（チーム長：平井敏晴運営委員）が構成され、おまつり本のコンセプト作りと企画書の
作成が行なわれた。2007年12月中旬、平井が小倉委員と東京にて、作成された企画書に関し話し合い、
両者のあいだで速やかに合意に至り、日韓同時発売として、おまつり本企画がスタートした。なお、同12
月下旬、おまつり本の作成に関して日本外務省に報告した。

15.2 目的
日韓交流おまつりの理論的・知的礎とする。
日韓交流おまつりの広報の一環とする。
日韓交流おまつりに対して関係者が抱いた初心を記録し、将来本行事を実施する上での資料とする。

15.3 コンセプト
書籍としてのコンセプトは、以下の三点である。
日韓の両国民において、市民交流を超えた知的交流の推進
韓国の文化批評家を日本において紹介
日本の文化批評家が韓国に対して抱く愛情にも似た想いを、韓国国民に紹介

15.4 監修者
複数の執筆者により書かれる本であるため、以下のお二人に監修をお願いした。
金容雲実行委員長 小倉紀蔵支援委員

15.5 おまつり文化論チーム構成員（おまつり本発行時）
平井敏晴（チーム長）、今西肇、高橋妙子、髙杉暢也、李鎭夙、金眞暻

15.6 執筆者・翻訳者について
（１）選定
執筆者については、上記３の条件を満たす文章が執筆できる文芸評論家を、日韓両国から人数のバラ
ンスを考慮して選定した。日本人執筆者は平井が選定し、韓国人執筆者に関しては、夫伯実行委員の
紹介により徐淵吴高麗大学校名誉教授を編集顧問に招き、徐教授のご意見を参考にして選定を行なっ
た。これについて運営委員会で承認を受け、さらに、小倉紀蔵委員から了解を得た（2007年12月）。
韓→日翻訳は平井の担当とした。日→韓翻訳は夫伯実行委員、金順姫運営委員、平井で協議し、고
선윤 권희주 박소영 박정원 오영아（敬称略）の五名を翻訳者として選定した선윤, 권희주, 박소영, 박정원, 오영아（敬称略）の五名を翻訳者として選定した。
（２）謝金
選定された執筆者および翻訳者には、日韓交流おまつりの趣旨をご理解いただき、少ない謝金で、事実
上ボランティアとしてお引受いただいた。謝金については、両国の謝金の差異や出版関係者の意見を参
考にし、さらに、企画が行なわれた2007年11月でのレートで、両国執筆者間で大きな格差が生じないよ
う設定した。

15.7 執筆者紹介
(1)日本人執筆者(1)日本人執筆者
赤坂憲雄（東北学院大学教授）、今西肇（三星物産顧問）、小倉和夫（国際交流基金理事長）、小倉紀
蔵（京都大学准教授）、神谷丹路（文化研究家）、黒田福美（女優）、髙杉暢也（金＆張法律事務所顧
問）、平井敏晴（文化研究家）、松岡正剛（編集工学研究所所長）
(2)韓国人執筆者
김용운 (한양대학교명예교수), 박전열 (중앙대학교교수), 부백 (경희대학교교수), 서연호 (고려대
학교명예교수), 윤나 (가수), 전경욱 (고려대학교교수), 정재정 (서울시립대학교교수), 지명관 (한림
대학교명예교수)

15.8 執筆依頼から編集までの経過
2008年1月－2月 執筆依頼
2008年3月－7月 執筆期間（原稿の修正、加筆を含む）
2008年6月－7月 翻訳期間
2008年7月－8月 編集期間 157



15.9 出版社
日本語版 アドニス書房（発行）、河出書房新社（発売）
韓国語版 図書出版 土香

15.10 発行日
日本語版 韓国語版 ともに 2008年9月11日日本語版、韓国語版、ともに、2008年9月11日。

15.11 おまつり本決算書
執筆・対談謝金 302.5万ウォン＋27.5万円
翻訳謝金 288万ウォン
日本語版制作費 1,720,600円（300冊買取分・送料を含む）
韓国語版制作費 850万ウォン（500冊買取分を含む）

15 12 目次15.12 目次
1) 日本語版
はじめに ［平井敏晴］
第１章 日韓異文化おまつり談義
「おまつり」をめぐる日韓の心の交錯、その多重主体主義的考察 ［小倉紀蔵］
祭りは越境する ［平井敏晴］
祭り ―神と人がともに楽しむ祝祭 ［朴銓烈］
異文化、異世界への扉（日本人が観た韓国の祭り） ［神谷丹路］
時代の変化とともに産声をあげた『日韓交流おまつり』 ―歴史研究者にめぐる想念 ［鄭在貞］時代の変化とともに産声をあげた『日韓交流おまつり』 歴史研究者にめぐる想念 ［鄭在貞］
朝鮮時代の祝祭、その多様な姿 ［田耕旭］
まつりをめぐる対談 ―まつりは個性の衝突を超える ［池明観＋小倉和夫］
第２章 まつりの起源と現代
日韓の祭祀感覚とシャーマニズム ［松岡正剛］
日・韓、祝祭の意義—言の葉で考える日・韓の祝祭 ［金容雲］
日韓の祭り―鹿踊りのある風景から ［赤坂憲雄］
民俗祝祭文化と現代韓国社会 ［徐淵昊］
第３章 轟きわたる情熱 ―日韓交流おまつり第 章 轟 わ る情熱 韓交流お り
日韓交流おまつりへの想いを綴る往復書簡 ［黒田福美＋ユンナ］
「日韓交流おまつり」は、北極星 ［髙杉暢也］
「日韓交流おまつり」の展望と課題に対する私的考察 ［夫伯］
違いを調和に変える魔法 ［今西肇］
おわりに ［小倉紀蔵］

2) 韓国語版
머리말 [히라이 토시하루]
제 1 장 축제의 풍경
마쓰리, 경계를 넘어 [히라이 토시하루] 
시대의 변화와 함께 새로 태어난‘한일축제한마당’- 역사연구자의 상념(想念) [정 재정] 
조선시대 축제의 다양한 모습 [전 경욱] 
제 2 장 한일 이문화(異文化) 축제 이야기
대담-충돌을 넘어 포용의 시대로 지 명관 [오구라 가즈오] 
'마쓰리'를 둘러싼 한일 마음의 교류, 그 다중주체주의적 고찰 [오구라 키조] 
이문화(異文化), 이세계(異世界)로의 창 - 일본인이 본 한국 축제 [가미야 니지] 
신과 인간이 함께 즐기는 마쓰리 - 한국인이 본 일본 축제 [박 전열] 
제 3 장 축제의 기원과 현대
낱말과 함께 생각하는 한・일의 축제 [김 용운] 
한국과 일본의 제사(祭祀)감각과 샤머니즘 [마쓰오카 세이고] 
민속축제문화와 현대한국사회 [서 연호] 
'사슴춤' 이 있는 풍경 [아카사카 노리오] 
제 4 장 우렁차는 열 정 - 한일축제한마당
마음을 전하는 편지 [구로다 후쿠미 + 윤하] 
한일축제한마당은 북극성 [다카수기 노부야]한일축제한마당은 북극성 [다카수기 노부야] 
한일축제한마당의 전망과 과제에 대한 사적(私的) 고찰 [부 백] 
차이를 조화로 바꾸는 마법 [이마니시 하지메]
맺음말 [오구라 키조]
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15.13 おまつり本の体裁

日本語版 韓国語版韓国語版

定価：2100円（税込）
本文：279ページ（モノクロ）

口絵：4ページ

定価：1万ウォン
本文：283ページ（カラー）

15.14 おまつり本の記事
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16.  収支決算報告

単位（Won)

項目 数量 単位 小計 合計金額 適用

総事業費 1.00 式 1,219,425,247

舞台・機材費 1.00 式 219,570,000

舞台・美術 1.00 式 45,650,000

照明・電気 1.00 式 58,000,000

音響・音楽 1.00 式 33,420,000

映像・記録 1.00 式 26,100,000

演出・進行費 1.00 式 21,000,000

会場運営費 1.00 式 99,851,010

運営諸経費 1.00 式 24,022,727

広報印刷費 1.00 式 32,240,000

広告宣伝費 1.00 式 44,000,000

関係書類作成費 1.00 式 25,000,000

出演管理費 1.00 式 460,658,246

出演団体招請費(運営委員会） 1.00 式 167,458,246

出演団体招請費(日本側） 1.00 式 245,000,000

出演団体招請費(韓国側） 1.00 式 48,200,000

事務局経費 1 00 式 129 407 406事務局経費 1.00 式 129,407,406

実行委員会事務局経費 1.00 式 4,237,780

韓国側事務局経費 1.00 式 50,000,000

日本側事務局経費 1.00 式 75,169,626

星明祭・WEB・報告書・その他 1.00 式 57,793,020

運営委員会経費 1.00 式 13,534,254

おまつりに関する本の制作費 1.00 式 44,810,210

税金 1.00 式 58,538,374

消費税 5.00 ％ 3,250,000

付加価値税 10.00 ％ 55,288,374
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17.  監査報告

161



18.  総評

18.1 企画から実施まで
18 2 当日運営18.2 当日運営
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18.3 将来への展望

第４回「日韓交流おまつり」は１０万人からの来場を得て成功裡に終了いたしました。
今年は竹島（独島）問題で開催が危ぶまれましたが “こんな時だからこそやるべきだ”今年は竹島（独島）問題で開催が危ぶまれましたが、 こんな時だからこそやるべきだ
というＳＪＣメンバーをはじめとする関係者の強いご支援、ご声援で開催し、日韓友好親
善促進に寄与できたことを確信しております。今や「日韓交流おまつり」は相互理解と友
好親善を促進する交流と祝宴の大舞台となってきました。

このおまつりを成功的に継続させる条件は①資金、②組織（ノウハウ）、③「心」の
３つにあると思います。
先ず、「日韓交流おまつり」は事業ですからやはり資金の裏付けがないと開催できません。先ず、 日韓交流おま り」は事業ですからやはり資金 裏付けがな と開催できま 。
従って、両国の企業、個人からのご協賛は今後とも是非、ご理解、ご支援をお願いすると
ころです。資金の裏付けをベースに、②の組織（ノウハウ）と③の「心」が成功の鍵に
なると思います。

第１回は両国政府の主導でスタートしたものの、それ以降、特に３回、４回目は両国か
らのまったくの素人のボランティア活動によっています。運営委員会の準備プロセスの中
で、その年のテーマに沿ったおまつりを実現すべく、両国のボランティア老若男女がひざ
を突き合わせ 口角泡を飛ばして議論して おまつりを作り上げてきたのです まさにを突き合わせ、口角泡を飛ばして議論して、おまつりを作り上げてきたのです。 まさに
両国合作の手作りのおまつりなのです。 そしてこのプロセスが大事なのです。この積み
重ねが得がたいノウハウになってきているのです。

そして、これまでの両国の歴史と文化を思いやると、各プログラムを立案し、実行する
ときには、常に温故知新や法古創新の故事成語に込められた教訓を思い返し、不意の葛藤
や摩擦が起こることのないように備える気配り、即ち、「心」をもって進めてきました。
今後ともこの「心」を核におきたいと思います今後ともこの「心」を核におきたいと思います。

今日、国境を越えて一人一人の行動範囲が拡張する中、世界におけるアジア地域の役割
が問われるようになってきています。日韓の間でビジネスや文化の交流がますます盛んに
なり、人、金、物、のみならず目に見えない情報や、知識、技術などの往来が盛んになっ
ています。従って、両国の絆を結ぶ２１世紀の新たなる文化的なパラダイムを共創する必
要があるのです。その役割を担うのが「日韓交流おまつり」です。そしてこのおまつりは
交流ですから、両国で交互に開催され、おまつりの共通点や相違点の相互理解を通じて、
さらなる友好親善が促進されることを確信しています。

第５回目の来年は東京での開催を韓国側が強く要望され、その方向で準備を進めようと
しています。これまで培ってきたノウハウや「心」を引き継いで、必ず成功させたいと考
えています。

我々はこの「おまつり」が両国の行き先を示す“北極星”のような存在であり続けて欲
しいと願っています 雲行きが怪しくなれば北極星は見えなくなってしまいます この輝しいと願っています。雲行きが怪しくなれば北極星は見えなくなってしまいます。この輝
きを見失わないように両国の市民に根付かせて行くことを願ってこれからも活動していく
つもりです。
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関連資料
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日本側 日本側
民族芸能 連絡先

韓国側 韓国側
姉妹都市関係等

別紙 参考資料
◇ 日韓交流おまつり 中高生交流プロジェクト 実施一覧

日本側
地方自治体

日本側
高校名

民族芸能 連絡先
韓国側

地方自治体
韓国側
高校名

姉妹都市関係等

富山県
（南砺市）

県立南砺総合高等学校
平高等学校　郷土芸能

部

五箇山民謡
（こきりこ・麦屋節・
なげ節五箇山追分）

担当：永井教頭
0763-66-2146

江原道
平昌郡

春川実業高等学校
2002年
「地域活性化に資する国際協
力に関する議定書」締結

山梨県
県立山梨園芸高校
すいれき太鼓部

すいれき太鼓
山梨県庁
担当：芳賀
055-223-1435

忠清北道 山南高等学校 1992年姉妹友好関係締結

山口県 県立下関中等教育学校 平家踊り
担当：桧垣教頭
083-266-4100

慶尚南道
晋州

晋州外国語高等学校 1987年姉妹提携調印

長崎県
（雲仙市）

県立国見高等学校 国見よかよか
雲仙市役所
担当：田中
0957-38-3111

全羅南道
求礼郡

求礼高校、
求礼農業高校

2007年姉妹結縁締結

参加者の感想から参加者 感想から

○富山県 日本側・県立平高等学校
・外国の人との交流は初めてで不安な気持ちもあったが、予想以上に楽しく話したり遊んだりするこ
とができてよかった。
・日本語が大変上手な生徒がいて、日本の文化を積極的に学ぼうとする姿勢に感心した。
○富山県 韓国側・春川実業高等学校
・交流会や合掌造りでの懇親会など、きめ細かく準備されており、大変楽しく過ごすことができた。
９月に春川高校に迎えた際は、負けないくらいの対応をしたい。

＜富山・芸能発表の風景＞ ＜富山・合掌集落にて＞

○山梨県 韓国側・山南高等学校
・今回の日本訪問で、本当に多くのことを学んだ。まず、サークルの部員と一緒の旅行だったので、
協調する姿勢とお互いを配慮する気持ちが大切だということを学んだ。また、この旅行でサークル部
員のみんなと いろんなことを理解しあい 親しくなれた 私はそれがうれしか た員のみんなと、いろんなことを理解しあい、親しくなれた。私はそれがうれしかった。
日本で学んだことは、まず集中する時は集中するということ。何かをやった後の、後始末や反省会な
どがとてもうまく行われているということなどだ。
日本と我が国は歴史的観点からみると、非常にギクシャクした関係にあった。そして、近くてとても
遠い国だった。しかし未来を作っていく私たちの、このような交流が少しずつ広がっていけばいくほ
ど、両国がより一層、未来志向の関係を築けると思う。今回、私たちがそのはじめの一歩を踏み出し
た。一歩一歩、とても着実に信頼関係というかたいレンガを積み上げていければ、いつかは日韓両国
の間にあった小さな溝の上に丈夫な橋をかけることができると思う。
・韓国の伝統文化を日本に伝えるという大きな責任をともなって日本に旅立った そんな私たちに日・韓国の伝統文化を日本に伝えるという大きな責任をともなって日本に旅立った。そんな私たちに日
本の人々は皆親切に接してくれた。日本の文化を体験し、楽しみながら、７泊８日の充実した楽しい
経験を送ることができた。
この思い出は一生、記憶に残ると思う。これから大韓民国の国民として誇りを持ち、韓国の文化にさ
らに親しみながら、韓国文化を発展させる人になりたいと思う。
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＜サムルノリの練習風景＞

○山口県 日本側・県立下関中等教育学校
・高校一年生の夏休み、とても貴重な体験をすることが出来ました。国境を越えて友達を作るという
のは、決して容易なことではないと思います。今では毎日メールでやり取りをする仲です。私は、様
々な国の事を知るためにも、国際交流はとても重要なことだと思いました。一ヶ月後に行く韓国では
どのような素晴らしい経験が出来るのかと、今からとても楽しみにしています。今回出来た友達も今
回限りで終わりではなく、一生付き合っていけるよう、もっと絆を深めたいと思っています。今回の
交流が、少しでも日韓の架け橋となることを願っています。

お互 考え方 文化的背景を理解し 尊敬し合うこと これは個人間では実現が可能だと私がこ・お互いの考え方、文化的背景を理解し、尊敬し合うこと。これは個人間では実現が可能だと私がこ
の夏知ったことだ。これが守れたら国家間の争いも消えるに違いない。
私はいつか国家間の争いがなくなることを願う。決して簡単なことではないし、お互いを理解し尊敬
し合うなんて個人間でも難しいことがある。国際平和はどの世代の人も目指してきたことだ。たまに
紛争や核爆弾といった報道を聞くと、つい国際平和なんて夢物語に過ぎないのだろうかと落ち込んで
しまう。それでも私は国際平和を目指して自分に出来ることをしていきたい。それは今回の体験を通
して痛感したことだ。

私には今回のことがき かけで出来た夢がもう つある それは将来世界中に友達を作ることだ私には今回のことがきっかけで出来た夢がもう一つある。それは将来世界中に友達を作ることだ。
個人に出来ることは限られているかも知れないが、私は私なりに国際平和に貢献していきたい。
・今回、私が交流した韓国へは飛行機でたった一時間たらずで行ける距離にあります。私の街からは
、東京より近いのです。私は、今回の交流を通し韓国のという国へ興味がわきました。また、この東
京より近い異国の友達はかけがえのないものとなりました。私は、韓国へ行くことがとても楽しみに
なっています。韓国へ行くともっと色々なことを発見、体験できると思うからです。祖父母の時代、
両親の時代そして私達の時代へと変わる中で、韓国との関係は少しずつ良い方向へ向かっています。
私たちも、その方向性を見失うことなくお互いが認め合い、信じ合えるよりよい関係を作っていけた
らと思った一夏の貴重な体験でしたらと思った 夏の貴重な体験でした。

・今回の国際交流は自分にとってとても有意義だった。一番大切だと感じたことは、心から相手とコミュニケー
ションをとる努力をすることだ。そうしなければ何も始まらない。黙っていたら何も起こらない。コミュニケーショ
ンをとる上でいろいろと失敗することもあるだろう。しかし、そのたくさんの失敗こそが意味を成すのだと思う。
いろいろと試行錯誤をすることで大きなものを得ることができる。これは、日常生活においてもいえることである
。これこそが今回の交流を通して私が得た一番の収穫かもしれない。

＜平家踊り総踊り大会＞
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○長崎県 日本側・県立国見高校
・我が家に韓国の女の子のホームステイ受入が決まりました。受入が決まり、私は楽しみに待つ反
面、自分から話しかけたりコミュニケーションをとることが苦手だから、短い時間で仲良くできる面、自分から話 かけたり ミ ケ をとる とが苦手だから、短 時間で仲良くできる
のか不安もありました。
しかし、二人と対面してみると礼儀正しくて親しみやすく、二人から話しかけてきてくれたから
、すぐに仲良くなることができて私の中の不安も消えました。
話をしていて、うまく言葉が伝わらないときはジェスチャーや絵を描いて伝えました。うまく伝
わっていくと、お互いの国の文化・学校・日常生活のことについても教え合いました。違っている
ところや似ている点も様々あり、初めて学ぶことも多くて、以前より韓国に興味を持ちました。
・全く話したことがなかった子でも、自分から話しかけてみると話してくれます。だから、もうそ
の時は話しかけることに抵抗はなかったです。話し出したら話題が尽きないほどでした。韓国に人
たちの帰国の日が近づくにつれて寂しさが募ってきました。
５日間という短い間の中でたくさんの思い出ができ、とても仲良しになることができました。私
にとって、外国の人と直接交流するのは初めての経験でしたが、こんなにも楽しい時間を過ごすこ
とができてよかったです。韓国のいろんな文化に触れることができました。
今度は私達が行く番です。本当に楽しみです。韓国の文化に直接触れることができるので、思い
っきり楽しみたいと思います！！

＜国見よかよか練習風景＞ ＜茶道体験＞
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報道関係 各位

平成20年9月17日
日韓交流おまつり実行委員会
日韓交流おまつり支援委員会

日韓共同開催文化交流事業「日韓交流おまつり2008 in Seoul」
2008年9月27日(土)～9月28日（日） 韓国・ソウル市庁舎前広場にて開催決定

2005年日韓国交正常化40周年「日韓友情年2005」のクライマックスイベント
として始まった「日韓交流おまつり」も今年で4年目を迎えます。昨年はソウル市
からの積極的な支援もあり、ソウル市の象徴ともいえる清渓川（チョンゲチョン）
からソウル市庁舎前広場において、10月20日（土）・21日（日）の2日間で延べ
75,000人の観客が集まる中、大盛況のうちに終了することができました。
今年は 日韓の新しい首脳の下 2月の福田総理の訪韓に続き 4月に李明博大統今年は、日韓の新しい首脳の下、2月の福田総理の訪韓に続き、4月に李明博大統
領が訪日するというシャトル首脳外交も復活し、日韓関係は着実に信頼の絆を強め
つつあったところでしたが、中学学習指導要領解説における竹島の記述をめぐる問
題が浮上し、おまつりの開催が危ぶまれました。
しかし、これまで築いてきた日韓両国の一般市民レベルでの深い友情とこの事業
に携わる何千人もの日本人・韓国人の関係者の熱い思いにより、この苦難を乗り越
え、両国民の更なる理解促進を図るため今年も昨年同様、ソウル市庁舎前広場とそ
の周辺にて、9月27日（土）・28日（日）の2日間「日韓交流おまつり2008 in 
Seoul」が開催されることになりました。
今年のおまつりのテーマは「いろいろな韓国、いろいろな日本」。
日本と韓国の多様な文化を体験し、さらにお互いの同質性や違いを認識すること
で、両国民の相互理解促進と未来志向のより良い関係を築くことを目指していきま
す。そして、この行事がどんな悪天候の中にあっても常に進むべき方向を照らして
くれる灯台のような、日韓友好のシンボルとして育ってくれることを願っておりまくれる灯台 ような、日韓友好 シ ボルとして育 てくれることを願 ておりま
す。
「日韓交流おまつり2008 in Seoul」に関連して、今年は2つの新たな取り組みを
行いました。
• おまつり本「お祭りと祝祭が出会うとき」の出版
＜本書の企画意図＞
「日韓交流おまつり2008 in Seoul」の実行委員会・運営委員会のメンバーを中心
にに
１）日韓両国の祭りの歴史を紐解き、きっとその源流にあったであろう共通点

を探りあてること、
２）隣国の文化に関心を示す一般読者が興味深く読め、なおかつ、一定レベル

の専門性を維持する論述を紹介することは、日韓の文芸批評界に新たな議論の場を
つくり、ひいては国民レベルで両国の相互理解を深めていく上で、必要不可欠であ
るが、現在日韓両国の間には、そのような書籍がほとんど見受けられません。そこ
で日韓の歴史問題に左右されない文化について 草の根交流を超えた 般人によるで日韓の歴史問題に左右されない文化について、草の根交流を超えた一般人による
知的理解を深めるための足がかりとなるものを提供すること、
を目的に本書の企画は進められました。
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日本の“お祭り”と韓国の“祝祭”が出会ったら。
日韓のまつりの文化の源流を探り両国の相互理解を試みる“まつりアンソロジー”

題名 ： 「お祭りと祝祭が出会うとき」日韓のまつり文化を比較して
監修 ： 小倉紀蔵・金容雲
発売日 ： 日本語版 9月10日発売
発売 ： 河出書房新社 ／ 発行 ： アドニス書房
定価 ： 2,000円（税別）

２．日韓交流おまつり 中高生交流プロジェクト
今年は「日韓観光交流年」であり、若者の相互交流、地方間の交流を促進を図るため、政
府は「21世紀東アジア青少年大交流事業」の一環として、韓国との間で直行定期便や姉妹交
流提携を結んでいる日本の地方自治体が、本年夏に韓国の中高生をそれぞれ10数名、1週間
程度招聘し、伝統芸能を含む文化に接してもらうとともに、9月の「日韓交流おまつり2008 
in Seoul」に合わせて日本の中高生が韓国を訪問し 訪日した韓国の中高生と共に「日韓交in Seoul」に合わせて日本の中高生が韓国を訪問し、訪日した韓国の中高生と共に「日韓交
流おまつり」に参加する交流事業を支援し、全国各地より多くの中高生が参加します。
＊詳細は、別紙参考資料をご参照下さい。

＜日韓交流おまつり 2008 in Seoul概要＞
（１）行事名 ： 日韓共同開催文化交流事業「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」
（２）会場 ： ソウル広場（市庁舎前）およびその周辺
（３）開催日 ： 2008年9月27日（土）・28日（日）開催 年
（４）テーマ ： 「いろいろな韓国、いろいろな日本」
（５）主催 ： 日韓交流おまつり実行委員会
（６）協力 ： 日韓交流おまつり支援委員会
（７）主管 ： 日韓交流おまつり運営委員会
（８）後援 ： 日本側
（予定） 在大韓民国日本国大使館、国土交通省、国際観光振興機構

国際交流基金、日韓文化交流基金、ソウルジャパンクラブ、
自治体国際化協会自治体国際化協会
韓国側

外交通商部、文化体育観光部、ソウル特別市、韓国観光公社、
韓国文化放送、韓国文化芸術委員会、東アジア文化交流協会、
韓日文化交流会議、

（９）参加団体数 ： 日本側 26団体（約600人）／韓国側 25団体（約500人）

（１０）観客数 ： 10万人（想定）

＜本件に関するお問い合せ先＞
日韓交流おまつり運営委員会 日本側事務局

担当 松尾
TEL 03-3831-2601
FAX 03-5807-3019

E-mail matsuo@ech.co.jp
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경복여자고등학교(24명)

■고등학생(72명)

ボランティア参加リスト

경복여자고등학교(24명)
김하은, 이시원, 허윤경, 소희진, 박석연, 이채린, 이혜화, 김은비, 주승미, 최민희, 손명주, 조은별, 
원조히, 조경진, 정소현, 정유진, 신정임, 임은혜, 김연화, 신효진, 김해미, 허한나, 정유나, 이여빈,

경복 비지니스고등학교(13명)
안효은, 신새록, 김유은, 최다혜, 이미래, 고은아, 천은지, 이유미, 홍수미, 최인나, 오민진, 정윤아, 
김현지

노원고등학교(11명)노원고등학교(11명)
임정수, 김지연, 오진경, 강석진, 박단비, 최주영, 안지민, 이예솔, 최우수, 김상아, 김나연

수일고등학교(5명)
문아름, 정정훈, 조영창, 이태훈, 김영현

현강여자고등학교(5명)
김정인, 노다영, 전소영, 백주경, 장태양

진명여자고등학교
이소희, 임산경

효문고등학교
안효정, 김민아

충현고등학교
김혜경

대진여자고등학교
박정민

신일고등학교
김희성

북일고등학교
선승범

성남외국고등학교
진세현

분당중안고등학교
진경훈

이화여자 고등학교
김수인

■대학생(101명)

명지대학 (8명)

김혜경

과천외국고등학교
김보미

선승범

대원외국어고등학교
장승규

김수인

용화여자고등학교
김정현

명지대학교(8명)
전영재, 조혜연, 이경남, 김은호, 김나래, 이용운, 신한섭, 구민철

중앙대학교(33명)
이서연, 이상재, 김정은, 박다혜, 장재석, 김영석, 김재천, 유기은, 김수민, 박나라, 심가영, 김미영, 
박지혜, 양지은, 김형진, 조아형, 김수민, 최재호, 김수정, 김하람, 김혜수, 조해연, 김호준, 김성은, 
김은선, 김기연, 전병훈, 곽선정, 노소영, 김세홍, 신주미, 배은미, 변재환

인천대하교(15명)인천대하교(15명)
박진우, 이기철, 김수진, 박용식, 박재훈, 구민경, 엄지희, 전병찬, 남소영, 김동환, 스즈키료스케, 
이지현, 최원미, 박지수, 김태규

한국외국어대학교(11명)
김진주, 윤진열, 이영주, 허예슬, 김지혜, 박지영, 채영진, 장재희, 박한솔, 이다혜, 임희진

이화여자대학교(5명)
민혜린 이경원 허효진 조숙위 이승원민혜린, 이경원, 허효진, 조숙위, 이승원
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아주대학교
권오훈, 이윤나

수원대학교

한양여자대학교
김보람

고려대학교

단국대학교
이대우, 허지숙, 한유진, 이지혜

상명대학교 수원대학교
조용일, 신혜진

여주대학교
김효정

경희대학교
민윤식

고려대학교
김규빈

덕성여자대학교
김혜미

아주대학교
이진주, 전혜미

상명대학교
백혜성, 이지현, 탁설민

관동대학교
원인영

강원대학교
김은영

가톨릭대학교
최수정

수원대학교
김정환, 최혜지

서울여자대학교
고영지

서울교육대학교
정미혜

연세대학교
김성은

숙명여자대학교
양명진 고영지

백석대학교
박수진

양명진

서울외국어대학교
유은솔

■일반인(44명)■일반인(44명)

국제교류기금 서울일본문화센터
조영호, 시노하라미도리

시사 일본어사
한진희, 김성은, 박미현

서울시청 일본어클럽서울시청 일본어클럽
조성주, 김미현, 김범태, 문철오, 한지숙, 유용식, 윤성훈, 박성배, 김수옥

사이버외국어대하교(14명)
공혜영, 박리라, 신초롱, 손샘, 양송이, 안희진, 김명희, 김한나, 최현정, 문재선, 신승서, 공민정, 
이은정, 윤지연

중앙대학교 일본어 교육원
김형애, 이정신, 권혜림김형애, 이정신, 권혜림

기타
이정재 김미경, 양문식, 홍인영, 김현정, 허영, 장신애, 아사다에미, 후지타사유리, 아키바리에, 
정광현, 김문희, 우정오
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