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Opening Ceremony



ごあいさつ
Greeting

広 瀬 勝 貞
大分县知事／오이타 현 지사

东亚文化之都2022大分县执行委员会委员长
동아시아문화도시 2022오이타현 실행위원회 위원장

大 分 県 知 事

東アジア文化都市2022大分県実行委員会 委員長

Hirose Katsusada
都 倉 俊 一
文化厅长官／문화청 장관
文 化 庁 長 官

Tokura Shunichi 

　「東アジア文化都市2022大分県」開幕式典を開催するにあたり、県内外から多くの皆様に
ご参加をいただき厚く御礼申し上げます。
　大分県は、瀬戸内海や国立公園の山々、そして源泉数、湧出量ともに日本一の温泉など豊か
な自然に恵まれ、こうした中で、様々な特徴ある文化を育んできました。１２００年以上の歴
史を持つとも言われる国東半島の修正鬼会をはじめ、御嶽神楽や日田祇園曳山行事など、伝
統的な文化や祭りが数多く引き継がれています。
　他方、新しい文化の創造にも力を入れています。音楽では、世界的ピアニストのマルタ・ア
ルゲリッチさんを大分にお迎えし、アジアとの交流もテーマに掲げながら、「別府アルゲリッ
チ音楽祭」を開催しています。今年で22回目を迎えるこの音楽祭は、今や日本を代表する音
楽祭として国内外から注目される大分の宝となりました。
　また、美術の分野では、アジアにおける将来期待の彫刻家の登竜門と言われ、今年の秋で
16回目となる「大分アジア彫刻展」をビエンナーレ形式で開催しています。
　東アジア文化都市事業では、できるだけ多くの県民の皆さんに参加していただきながら、
これまでに本県が育んできた様々な文化活動への情熱をさらに高めていきます。さらに、中
国の温州市や済南市、韓国の慶州市の皆さんとも一緒になって文化を楽しみ感動を分かち合
うことによって、東アジアの新しい文化を切り拓いていきたいと考えています。
　今回の東アジア文化都市の取組を通じて、文化を起点に人を育て、芸術文化の力を観光や
産業などにも活かしながら、創造的で持続可能な文化都市の形成に取り組むとともに、東ア
ジアの相互理解にも貢献してまいります。

　在“东亚文化之都2022大分县”开幕之际，首先，请允许我向到场的县内外来宾们，表达最诚挚
的感谢。
　大分县依山傍海，除濑户内海和国立公园的崇山峻岭之外，还凭借日本第一的温泉数和涌出
量闻名遐迩。和大分县得天独厚的自然资源并驾齐驱的，是这方水土孕育的充满个性的文化。从
相传拥有1200年以上历史的国东半岛的修正鬼会；到御岳神乐、日田祇园曳山行事等等，源远
流长的传统文化和节日数不胜数。
　将传统文化发扬光大的同时，我们还致力于创造新型文化的实践。在音乐领域，大分迎来了世
界级钢琴演奏家玛塔・阿格里奇，并以亚洲圈交流为主题，连续20多年成功举办了“别府阿格里
奇音乐节”。今年迎来第22个生日的音乐节，如今已成为日本具有代表性的备受海内外瞩目的音
乐盛会，大分的瑰宝。
　在美术领域，两年一届的“大分亚洲雕刻展”，被誉为亚洲未来可期雕塑家们的鲤跃龙门，今年
秋季将迎来第16届展会。
　东亚文化之都事业，旨在吸引更多县民积极参与，将本土孕育的多样型文化活动的热情发扬
光大。并借此机会，同温州市、济南市和庆州市的同仁们一道，分享文化的乐趣和感动，在拓展东
亚新型文化的道路上继往开来。
　我们希望通过这次东亚文化之都的一系列交流活动，树立以文化为起点的教育观；借助艺术
文化的力量，带动观光和产业的蓬勃发展；在共建创造型可持续化发展的文化都市的同时，为东
亚各国间的相互理解，为文化多样性的相互尊重做出积极的贡献。

　 '동아시아 문화도시 2022 오이타현 '  개막식을 개최함에 있어서 현내외로부터 많은 
분들께서 참석해 주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
　오이타현은 세토내해나 국립공원의 산들, 그리고 원천수, 용출량 모두 일본 제일의 온천 등 
풍요로운 자연의 혜택을 받고 있는 가운데 다양한 특징있는 문화를 키워올 수 있었습니다. 
　1200년이상의 역사가 있다고 알려진 구니사키반도의 슈조 오니에를 비롯하여 
온다케카구라나 히타기온 히키야마행사 등, 전통적인 문화나 축제가 다수 존재합니다.
　한편 새로운 문화의 창조에도 힘을 쏟고 있습니다. 음악에서는 세계적인 피아니스트 
마르타 아르헤리치씨를 오이타에 맞이하여 아시아와의 교류에도 테마를 내걸고,「벳푸 
아르헤리치 음악제」를 개최하고 있습니다. 올해로 22회째를 맞이하는 이 음악제는 현재 
일본을 대표하는 음악제로서 국내외에서 주목받는 오이타의 보물이 되었습니다.
또 한  미 술 분 야 에 서 는  아 시 아 에 서  장 래 가  기 대 되 는  조 각 가 의  등 용 문 이 라  불 리 는
'오이타아시아조각전' 을 비엔날레 형식으로 개최하고 있습니다. 올해는 16회째 전람회를 
가을에 개최합니다.
　동아시아 문화도시 사업을 통해서 가능한 많은 현민 여러분의 참가로 지금까지 본 현이 
키워온 다양한 문화활동에 대한 정열을 더욱더 고양시켜 나가고자 합니다. 거기에 윈저우시, 
지난시, 경주시의 여러분과 함께 하나가 되어 문화를 즐기고, 서로 감동을 공유함에 따라 
동아시아의 새로운 문화를 개척해 가고자 합니다.
　이번 동아시아 문화도시 교류행사를 통하여 문화를 기점으로 인재를 육성하고, 
예술문화의 힘을 관광이나 산업 등에도 살리면서  창조적으로 지속 가능한 문화도시의 
형성에 기여함과 동시에 동아시아의 상호이해와 다양성 존중에도 공헌해 가고자 합니다.

　「東アジア文化都市2022大分県」開幕式典が盛大に開催されますことを心よりお祝い申
し上げます。
　大分県は、日本全国で唯一の磨崖仏の国宝である「臼杵石仏」や八幡社の総本宮である宇佐
神宮、また源泉数・湧出量ともに日本一を誇る温泉に代表されるように、個性豊かな風土のも
と独自の文化が育まれてきた地です。古くから異文化を積極的に受け入れるとともに融合し
ながら、固有の文化や風土を創造する都市として、また近年では音楽分野など、全国的に良く
知られる魅力的な取組がなされています。
　大分県では、このように多種多様な人や文化を受け入れ、共に生きてきたという背景を踏
まえ、県全体として「創造県」を掲げておられます。また、大分市、別府市、臼杵市、竹田市にお
いては、文化を核にした「創造都市」としてのまちづくりが進められています。大分県は、歴史
的にも文化的にもまさに「東アジア文化都市」としてふさわしい都市であり、中国の温州市、
済南市、韓国の慶州市との様々な文化交流を通じて、さらなる飛躍を遂げられることを期待
しております。
　一方で、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、国境を越えた往来が容易ではな
い状況が続いています。関係者の皆様におかれましても、本式典の開催まで大変な思いをさ
れたと聞いております。その様な未曾有の困難と不安の中、一致団結し、取り組んでこられて
いる県民の皆様に、改めて敬意を表します。
　本事業を通して、大分県、そして県内の各地で中韓各都市とともに新たなる文化が創造さ
れ、その魅力が世界に広く伝えられると同時に、文化の力で人や産業をも惹きつけ、大分県の
益々発展につながっていくことを心からお祈りします。

　我非常荣幸，能和诸位欢聚一堂，共同庆祝“东亚文化之都2022大分县”隆重开幕。

　大分县拥有被誉为国宝的全日本唯一的磨崖佛——“臼杵石佛”，这里还坐落着八幡神社的总
本宫——宇佐神宫，不仅如此，大分县还凭借全日本第一的温泉源泉数和涌出量闻名遐迩。和大
分县得天独厚的天然资源并驾齐驱的，是这里充满个性的风土人情，和独一无二的传统文化。大
分人自古以来宽容积极地接纳异域文化，在不断发扬传统文化的同时，作为融合新文化的创新
型都市，特别在音乐领域，已成为日本家喻户晓，魅力满载的旗舰都市。

　大分县广泛接纳异域文化和人文资源，打造共生社会背景，县全体一举荣获“创造型县”称号。
此外，在大分市、别府市、臼杵市和竹田市，正不断推进以文化为核心的“创造型都市”的城镇建
设工作。无论从历史角度，还是从文化角度评价，大分县都是当之无愧的“东亚文化都市”。我们
期待通过与中国温州市、济南市和韩国庆州市丰富多彩的文化交流，取长补短，共同实现划时代
的飞跃。

　遗憾的是，受到近期新型冠状病毒感染的影响，跨国境往来困难的状况持续至今。借此，请允
许我向全体组织者、志愿者和参与活动的所有县民们表达深切的敬意，在前所未有的困境和焦
虑中，我们大分人团结一致，创造了奇迹。

　通过本次项目，大分县以及县内其他地区将携手中韩各城市，持续创建新文化，继而将之发扬
光大，并将其魅力广泛传播到世界各地的同时，达成吸引人材和商务实业的最终目标。大分的明
天，必将更加美好。

　 '동아시아 문화도시 2022 오이타현 ' 개막식을 성대하게 개최할 수 있음에 진심어린 
축하말씀을 드립니다.
　오이타현은 일본 전국에서도 유일하게 마애불이 국보인 「우스키 석불」이나 하치만 신사의 
총본궁인 우사신궁,  그리고 원천수・용출량 모두 일본 제일을 자랑하는 온천으로 대표되는 
바와 같이 개성이 넘치는 풍토 아래 독자적인 문화가 배양되어 온 지역입니다. 예로부터 
이문화를 적극적으로 받아들임과 동시에 융합시키면서 고유의 문화나 풍토를 창조하는 
도시로서, 또한 근년에는 음악분야 등 전국적으로 잘 알려진 매력적인 이벤트가 개최되고 
있습니다.
　오이타현은 이처럼 다종다양한 사람이나 문화를 받아들이고, 공생해 온 배경에 입각하여 
현 전체를 통틀어「창조현」을 표방하고 있습니다. 또한 오이타시, 벳푸시, 우스키시, 
다케타시에서는 문화를 중심으로 한「창조도시」로서의 마을만들기 사업이 추진되고 
있습니다.
　오이타현은 역사적으로도, 문화적으로도 그야말로 「동아시아 문화도시」에 어울리는 
도시이며, 한국의 경주시, 중국의 원저우시, 지난시와의 다양한 문화교류를 통하여 한층더 
비약할 것으로 기대하고 있습니다.
　한편으로는 작금의 신종코로나바이러스 감염증의 영향으로 인하여 국경을 넘는 왕래가 
쉽지 않은 상황이 계속되고 있습니다. 관계자 여러분께서도 본 개회식을 개최하기까지 
대단히 고생하셨다는 말씀을 들었습니다. 이같은 미증유의 곤란과 불안 가운데서도 
일치단결하여  대처해 오신 현민 여러분께 다시한번 경의를 표합니다.
　본 사업을 통하여 오이타현, 그리고 현내 각지에서 한중 각 도시와 함께 새로운 문화가 
창조되어, 그 매력이 세계로 널리 전해짐과 동시에 문화의 힘으로 사람과 산업을 
매료시킴으로 한층더 오이타현의 발전으로 이어져 나갈 것을 진심으로 기원하는 바 입니다.
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張 振 豊
温州市长／원저우시장
温 州 市 長

Zhang Zhenfeng
戴 龍 成
济南市委 宣传部长／지난시위원회 선전부장
済 南 市 委  宣 伝 部 長

Dai Longcheng

　尊敬する広瀬勝貞知事、大分県の皆様、こんにちは。中国温州市人民政府市長の張振豊で
す。
　中日国交正常化50周年に当たる今年、「東アジア文化都市2022大分県」開幕式典でご挨
拶できることを、心から嬉しく思います。このような盛大なイベントを通じて、東アジアの人
的・文化的交流が推進されることは、大きな意義があると思います。温州市人民政府および
964万人の温州市民を代表しまして、大分県の開幕式典の開催を心よりお祝い申し上げま
す。そして、大分県の皆様に心よりご挨拶を申し上げます。
　互いに「東アジア文化都市」でつながった温州市と大分県は、共に長い歴史と豊かな文化遺
産を有しています。 豊かな観光資源と独自の仏教文化を持つ大分県は、古来より「豊の国」と
呼ばれ、魅力あふれる肥沃な文化の地です。一方、温州市は2200年以上の歴史を持ち、中国
山水詩の発祥地、中国南戯の揺籃、中国数学者の里として有名な国家歴史文化都市です。同時
に、「海のシルクロード」の重要な結節点でもあり、唐の時代には日本との直通ルートができ、
近年は日本をはじめとする東アジア地域との広範な交流・協力を維持し、実りある成果を上
げ続けています。
　現在、温州市は「2022東アジア文化都市・中国温州活動年」を実施し、「宋の音韻・甌の風雅
－温州で共に世界を見渡そう」をテーマに、文化交流と相互理解を深め、文化的なコンセンサ
スを推進し、互恵関係を構築できるような、幅広なステージ作りに注力しています。「平和・協
力、開放・包容、相互学習・相互参照、互恵・ウインウイン」のシルクロード精神を基に、温州市
と大分県の交流及び協力関係をより高め、より深め、手を携えて共に新時代における東アジ
ア文化発展の新たな楽章を書き上げていきましょう。
　最後になりましたが、「東アジア文化都市2022大分県」開幕式典が盛大に開催されるこ
と、そして東アジア文明の光が世界を明るく照らすことを、心よりお祈り申し上げます。あり
がとうございます。

　尊敬的广濑胜贞知事，
　女士们，先生们，大分县市民朋友们：
　大家好！今年是中日邦交正常化50周年。在这样一个特殊的年份，“东亚文化之都2022大分
县”活动隆重开幕，这对推进东亚文化互鉴、深化人文交流，具有重要的意义。在此，我谨代表温
州市人民政府和964万温州人民，向大分县活动的举行，表示热烈的祝贺！向大分县市民朋友
们，致以诚挚的问候和良好的祝愿！
　温州与大分因“东亚文化之都”结缘，两地都有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。大分具有丰
富的旅游资源和独特的佛教文化，自古被称为“丰饶之国”，是一片充满魅力的文化沃土。我们温
州也有着2200多年的建成史，是国家历史文化名城、中国山水诗的发祥地、中国南戏的故乡、中
国数学家的摇篮。同时，温州还是“海上丝绸之路”重要节点，早在唐代就有航线直达日本，近年
来与东亚地区特别是日本保持着广泛交流合作，取得了丰硕成果。
　当前，温州正在开展以“宋韵瓯风——来温州一起看世界”为主题的“2022东亚文化之都·中国
温州活动年”，着力构筑深化交流互鉴、凝聚文化共识、推进合作共赢的广阔舞台。让我们携手共
进，秉承“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，推动温州与大分交流合作向更
高水平、更深层次迈进，共同谱写新时代东亚文化发展新篇章。
　祝“东亚文化之都2022大分县”活动圆满成功！
　愿东亚文明之光闪耀世界！
　谢谢！

　존경하는 히로세 카츠사다 지사님,
　오이타현의 현민 여러분!  안녕하십니까. 
　올해는 중일 국교 정상화 50주년이 되는 해입니다. 이런 기념할만한 해에 '동아시아 
문화도시2022 오이타현'  행사를 성대하게 개막하게 된것은 동아시아 문화의 상호 이해를 
추진하고 인문 교류를 심화시키는 데 중요한 의미가 있습니다. 이 자리에서 저는 원저우시와 
964만 원저우시민을 대표하여 오이타현 행사의 거행에 열렬한 축하를 표하면서, 오이타현의 
현민 여러분께 진심어린 안부와 축원을 드립니다!

　원저우와 오이타는 '동아시아 문화도시'로 인연을 맺었고, 두 지역은 모두 유구한 역사와 
깊은 문화적 저력을 가지고 있습니다. 풍부한 관광 자원과 독특한 불교 문화를 가지고 자고로 
'풍요의 나라'로 불리는 매력적인 문화의  땅입니다. 우리 원저우도 2200여 년의 오랜 역사를 
가지고 있으며, 역사 문화 도시, 중국 산수시(山水詩)의 발상지, 중국 남극의 요람, 중국 
수학자들의 고장입니다. 이와 동시에 원저우는 '해상 실크로드'의 중요한 루트로 당나라 
때부터 일본 직항로가 있었고 최근 몇 년 동안 동아시아 지역, 특히 일본과 광범위한 교류와 
협력을 유지하여 풍부한 성과를 거두었습니다.

　현재 원저우는 2022 동아시아 문화 도시·중국 원저우 행사를 실시하여, '원저우에 와서 
세상을 보라'를 테마로 문화교류와 상호이해를 심화하고 문화적 공감대를 형성하며 협력과 
윈윈을 추진하는 넓은 무대를 구축하는 데 주력하고 있습니다. 우리 함께 손을 잡고 나아가 
'평화・협력, 개방・포용, 상호학습・참조, 호혜・공영'의 실크로드 정신을 계승하여 원저우와 
오이타의 교류 및 협력의 관계를 보다 높고, 깊은 차원으로 매진하여 새로운 시대의 동아시아 
문화 발전의 새로운 장을 함께 펼쳐 나가도록 추진합시다.

　'동아시아 문화 도시 2022 오이타현' 행사의 성공적인 개막을 기원하며, 동아시아의 문명의 
빛이 세계를 밝게 비추어 주기를 바랍니다!

　감사합니다!

　皆様、こんにちは。済南市委宣伝部部長の戴龍成と申します。
　「東アジア文化都市2022大分県」開幕式典の開催をお祝い申し上げます。大分県は「豊か
な国」として知られ、南の山々、北の瀬戸内海に恵まれ、豊富な天然資源がある山紫水明の地
です。「九州の屋根」とも呼ばれる連なる火山群があることから、温泉湧出量は世界一を誇り
ます。大分県は日本一の「おんせん県」であり、観光業が進んでおり、旅行の聖地としても有名
です。文化交流においても、大分県は花を咲かせています。和太鼓演奏グループ「DRUM 
TAO」は故郷である大分県から世界へ発信しています。大分県は積極的に異文化を受け入
れ、融合し、常に新しいカルチャーを創造しています。「大分の宝物」と言われる「別府アルゲ
リッチ音楽祭」、「大分アジア彫刻展」などの国際的な文化交流事業によって、大分県はアジア
で高い評価を得ています。
　済南市は南に泰山があり、北に黄河が流れています。古くから「海右名郡、天下泉城」という
美称もあります。済南市は国家歴史文化名城であり、中国の温泉の都でもあります。
　そして、最初に中国優秀旅行都市と認定された都市の一つです。済南市の山、泉、湖、城壁が
渾然一体になっていて、自然風貌には独自の特色があります。中国儒家文化の伝承の地、齐魯
文化の発祥の地として、済南は4600年の文明史、2600年の建城史があり、歴史的文化財は
非常に豊かです。中華道徳文化の始祖といわれる舜、陰陽五行説を確立した鄒衍、中国医学の
祖である扁鵲、詞宗の李清照、「詞中の龍」と呼ばれる辛棄疾など、先賢や有名な人物も輩出し
ており、済南市の歴史文明に輝く貴重な宝物となっています。
　済南市と大分県は山と海で隔てられていますが、文化では繋がっています。特に近年は文
化と観光において協力することが多く、都市間の友情が深まっています。2022年の東アジ
ア文化都市である大分県と済南市がこれからも、共に繁栄し、機会を創出し、使命を担い、文
化都市を構築し、「詩と遠方」のある美しい未来を開拓できるよう祈念しております。
　最後になりましたが、私は済南市を代表しまして、「東アジア文化都市2022大分県」開幕
式典が盛大に開催されますことをお祝い申し上げます。それから、1000万人の済南市民を
代表いたしまして、将来、皆様が泉城済南へご来訪頂けることを心から期待しております。

　大家好，我是济南市委宣传部部长戴龙成。首先，祝贺“东亚文化之都2022大分县开幕式”盛大
启幕。
　大分是有名的“丰饶之国”，南依群山、北面内海，钟灵毓秀、物产丰盛，广布的火山带不仅为大
分带来“九州屋脊”的美誉，更提供了世界第一涌出量的温泉资源。作为日本第一“温泉县”，大分
旅游产业发展迅速，是有名的旅游胜地。文化交流方面，大分同样成绩斐然，作为日本太鼓组合
“DRUM TAO”的故乡，“DRUM TAO”由这里走向世界。大分积极接受和融合不同文化，致力于
新文化的创造，有“大分之宝”之称的“别府阿格里奇音乐节”、“大分亚洲雕刻展”等国际性文化交
流活动让大分县享誉亚洲。
　济南南依泰山、北跨黄河，素有“海右名郡、天下泉城”的美誉，是国家历史文化名城、中国温泉
之都，被评为首批中国优秀旅游城市。济南的山泉湖河城浑然一体，生态风貌独具特色。作为中
国儒家文化的传承地、齐鲁文化的发源地，济南拥有4600年文明史、2600年建城史，历史遗产
非常丰厚。在这里，中华道德文化始祖大舜、阴阳五行学说创立者邹衍、中医鼻祖扁鹊、一代词宗
李清照、词中之龙辛弃疾等先贤辈出、名人荟萃，是济南辉煌灿烂的文明瑰宝。
　济南与大分虽山海相隔，却文化通融，近年来一直致力于文化和旅游合作，进一步加深了城市
友谊。两城同为2022“东亚文化之都”，在此，衷心希望两城共享殊荣、共创机遇、共担使命、共建
文都，一同谱写“诗和远方”的美好华章。
　最后，我谨代表济南市预祝“东亚文化之都2022大分县开幕式”圆满成功!也借此机会，代表
1000万济南市民，欢迎各界友人来泉城济南做客！

　여러분 안녕하십니까. 지난시위원회 홍보부장 대용성입니다. 
　'동아시아 문화도시2022  오이타현' 개막식의 성대한 개막을 축하드립니다.

　오이타는 '풍요의 나라'로 유명하며 남쪽은 산, 북쪽은 새토내해의 혜택으로, 천연자원이 
풍부하며 산자수명한 고장입니다. 큐슈의 지붕으로도 불리며 널리 분포된 화산대가 있어서 
세계 제일의 온천을 자랑합니다. 오이타현은 일본 제일의 '온천현'으로서 관광산업이 발전한 
유명한 관광지입니다. 문화교류에서도 큰 성과를 거두며 일본 타이코 그룹 'DRUM TAO'의 
고향이며 'DRUM TAO'는 오이타에서 세계로 발전해 나갔습니다. 오이타가 서로 다른 문화를 
적극적으로 받아들이고 융합시켜 새로운 문화의 창조에 힘써 왔으며 '오이타의 보물'이라고 
불리는 '벳부 아르헤리치 음악제', '오이타 아시아 조각전'등 국제적인 문화 교류 활동으로 
오이타현은 아시아에서 명성을 올리고 있습니다.

　지난시는 남쪽은 태산에 의지하고 북쪽은 황하를 건너며 '해우명군, 천하천성'이라는 
명성을 가지고 국가 역사 문화 도시, 중국 온천의 도시로 첫 번째 중국 우수 관광 도시로 
선정되었습니다. 산천호하성(山泉湖河城)이 혼연일체가 되어 생태 풍모가 독특한 특색을 
지니고 있습니다. 지난시는  중국 유가문화의 전승지이자 제노문화의 발원지로서, 4600년 
문명사, 2600년 건성사를 보유해 역사유산이 풍부합니다.
　이곳에서 중화도덕문화의 시조인 대순, 음양오행학설의 창시자인 추연, 중의학의 시조인 
편작, 한 시대의 사종 이청조, 사중의 용이라 불리는 신기질 등 선현 명인들은 지난의 역사와 
문명에 빛나는 보물입니다.
　지난시와 오이타현은 비록 산과 바다로 나뉘어 있지만 문화는 이어져 있습니다. 특히 
최근에는 문화와 관광 협력에 주력하여 도시간의 유대가 더욱 깊어졌습니다.
　두 도시는 2022'동아시아 문화도시'로 함께 번영하고 기회를 창조하며 사명을 함께 
짊어지고 문화도시를 건설하며 '시 그리고 먼 곳(이상적인 생활)'의 아름다운 미래를 함께 
개척해 나가기를 진심으로 바랍니다.

　마지막으로 저는 지난시를 대표하여 '동아시아 문화도시 2022 오이타현 ' 개막식의 원만한 
성공을 축원합니다! 또한1000만 지난시 시민을 대표하여 장래에 여러분께서 천성 지난에 
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開 幕 式 典
フィルハーモニアホール

オープニング

主催者あいさつ

各都市あいさつ

開幕宣言

開幕記念演奏

芸術団体交流行事
コンベンションホール

朱  洛 栄
庆州市长／경주 시장
慶 州 市 長

Joo Nak Young

　皆さん、こんにちは。韓国慶州市長の朱洛栄(ジュナギョン）です。
　「東アジア文化都市2022大分県」開幕式典が盛大に開催されることを心よりお喜び申し
上げます。
　慶州市と大分県宇佐市が友好親善都市提携30周年を迎える意義深い年に、日本の温泉観
光の中心である大分県とともに、東アジア文化都市として様々な文化交流事業を展開できる
ことは光栄の至りです。
　慶州市は、ユネスコが指定した世界遺産都市として仏国寺、瞻星台など多くの文化遺産を
持っていることから、都市全体が「屋根のない博物館」と呼ばれる韓国を代表する歴史文化都
市です。 また、新羅文化祭、桜まつりなど１年を通じて文化・芸術行事が行われる祭り・観光
の都市でもあり、スポーツ、MICE、未来型自動車など様々な産業が躍動し、発展している未来
産業都市でもあります。
　このように過去と現在、未来が共存する都市である慶州で、「文化で始まる慶州、東アジア
をつなぐ平和」をテーマに、3月25日に開幕式を開催しました。これから「豊かさを伝える東
アジアの明かり」、「東アジア青少年文化芸術祭」など、様々な文化交流事業を準備しています
ので、大分県民の皆様の多くの関心とご参加をお願い致します。
　コロナの影響で大分県の開幕式典に直接出席できず、非常に残念に思います。瀬戸内海国
立公園の美しさをこの目で楽しみ、別府・由布院に代表される日本の温泉を一日でも早く実
際に体験できる日がくることを願っています。
　今回の東アジア文化都市行事をきっかけに、慶州市と大分県がさらに様々な分野で緊密に
コミュニケーションをとりながら協力し合い、ポストコロナ時代の新しい文化全盛期を築い
ていくことを楽しみにしています。
　共感と理解、尊重と信頼を基に、国境を越えた文化交流と協力が継続していくことを心か
ら願っています。
　改めまして、「東アジア文化都市2022大分県」の開幕を心よりお祝い申し上げます。あり
がとうございます。

　大家好，我是大韩民国庆州市市长朱洛荣。

　我非常荣幸，能和诸位欢聚一堂，共同庆祝“东亚文化之都2022大分县”隆重开幕。

　时值庆州市和大分县宇佐市友好城市缔结30周年之际，能有机会携手日本温泉之乡的大分
县，共同作为东亚文化之都城市，共同开展丰富多彩的文化交流事业，我深感荣幸。

　庆州市是联合国教科文组织指定的世界遗产都市，拥有佛国寺、瞻星台等为数众多的文化遗
产，整个庆州市享有露天博物馆的盛誉，是大韩民国具有代表性的历史文化名城。同时也是新罗
文化节、樱花节的故乡；是拥有贯穿全年的各种文化艺术活动和庆典的旅游胜地；也是体育、
MICE、未来型汽车等多样化经济模式蓬勃发展的产业之都。

　3月25日，以“文化始于庆州，延续东亚和平”为主题的庆典，在过去、现在和未来和谐共存的城
市——庆州隆重开幕。此外，我们还在着手准备“传递富饶的东亚明灯”、“东亚青少年文化艺术
节”等丰富多彩的文化交流事业，请大分的各界朋友们多多关注和参与。

　受到新型冠状病毒疫情的影响，不能出席大分县的开幕式，我深感遗憾。

　我期盼可以早日亲自拜访大分，亲眼见证濑户内海国立公园的壮丽绝景，亲身感受以别府和
由布院为代表的日本温泉。

　希望借此次东亚文化之都活动的契机，为未来庆州市与大分县在更多领域展开紧密沟通与合
作铺平道路，共同成就疫情后新文化全盛期的旗舰都市。

　在共识、理解、尊重和信任的基础上，我衷心地祝愿超越国界的文化交流与合作能够持之以
恒，细水长流。

　再次祝贺“东亚文化之都2022大分县”圆满开幕。

　谢谢。

　안녕하십니까. 대한민국 경주시장 주낙영입니다

　'동아시아문화도시 2022 오이타현' 의 개막을 진심으로 축하드립니다.

　경주시와 오이타현 우사시의 우호친선도시 체결 30주년을 맞는 뜻 깊은 해에 일본 온천 
관광의 중심 오이타현과 함께 동아시아문화도시로서 다채로운 문화교류사업을 펼치게 되어 
영광입니다.

　경주시는 유네스코가 지정한 세계유산도시로,　불국사·첨성대 등 수많은 문화유산을 품고 
있어　도시 전체가 노천박물관이라 불리는, 대한민국을 대표하는 역사 문화 도시입니다.
또한 신라문화제, 벚꽃축제 등 연중 다양한 문화·예술행사가 펼쳐지는 축제·관광의 도시이자, 
스포츠, MICE,  미래형 자동차 등 다양한 산업이 역동적으로 발전하고 있는 미래 
산업도시이기도 합니다. 

　이처럼 과거와 현재, 미래가 공존하는 도시 경주에서 ‘문화로 여는 경주, 동아시아를 잇는 
평화’를 주제로 지난 3월 25일 개막식을 개최했습니다. 
앞으로 ‘풍요로움을 전하는 동아시아의 등불’, ‘동아시아 청소년 문화예술제’ 등 다양한 
문화교류 사업을 준비하고 있으니, 오이타현민 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

　코로나19의 영향으로 오이타현 개막식에 직접 참석하지 못함을 매우 안타깝게 
생각합니다.

　세토나이까이 국립공원의 아름다움을 두 눈으로 감상하고, 벳푸/유후인으로 대표되는 
일본온천을 직접 체험하는 날이 하루빨리 오기를 바랍니다. 

　이번 동아시아문화도시 행사를 계기로 경주시와 오이타현이 더욱 다양한 분야에서 긴밀히 
소통하고 협력하여, 포스트코로나 시대의 새로운 문화 전성기를 이끌어 나가길 기대합니다.
　공감과 이해, 존중과 신뢰를 바탕으로 국경을 초월한 문화 교류와 협력을 지속할 수 있기를 
진심으로 기원합니다.

　다시 한 번 '동아시아문화도시 2022 오이타현' 의 개막을 축하드립니다.

◆ 豊の国ゆふいん源流太鼓
・由布おろし　・天地源流
・零　　　　　・祝い

◆ 温州市芸術団体
・ダンス『対鳥』
・人形劇『歓慶盛世』

◆ 済南市芸術団体
・『奇跡』　・中国の楽曲メドレー『泉のせせらぎ』
・世界の名曲メドレー『花の香りが漂う五大州』

◆ 大分県能楽連盟
・竹生島（ちくぶしま）　・杜若（かきつばた）
・熊坂（くまさか）

◆ 大分県長唄連盟/APU長唄三味線サークル
・長唄　元禄風「花見踊」

◆ 津久見樫の実少年少女合唱団
・春よこい　・春の小川　・朧月夜　・Believe
・明日という日が　・いのちの歌　・扇子踊り　ほか

◆ 三浦一馬＆ウェールズ弦楽四重奏団
・ピアソラ：デカリシモ/オブリヴィオン/天使の死　ほか

ドビュッシー：弦楽四重奏曲 ト短調より第2楽章
　※曲目は変更になることがあります。

◆ 大分高等学校書道部/大分南高等学校書道部
・書道パフォーマンス

◆ 日田祇園囃子保存会
・八重桜　ほか

◆ 慶州市芸術団体
・花郎(ファラン)　・幸如楽(ヘンヨラク)
・Beautiful慶州

ごあいさつ
Greeting

プログラム
Program
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マルタ・アルゲリッチ Martha Argerich

済 南 市 Jinan温 州 市 Wenzhou 慶 州 市 Gyeongju

10歳でN響と共演。17歳でヤッシャ・ハイ
フェッツ氏に師事。フランスで開かれた世界の国
際コンクール優勝者を集めたコンクールにおいて
最優秀グランプリを受賞。英国に渡りイフラ・
ニーマン氏に師事し室内楽を学ぶ。また、ナター
ン・ミルシュタイン氏、ユーディ・メニューイン
氏に師事。これまで世界各国を代表するオーケス
トラと共演している。

　1350年前、新羅の鼓吹隊は国家的な行事や戦闘で演奏したと
いわれている。 当時の楽器と衣装を考証して復元し、2017年に
創設された慶州市立新羅鼓吹隊は、各種国際行事やパレードで
の、国楽（韓国の伝統音楽）演奏で活躍し、慶州を代表するユニー
クで新しいコンテンツとしての地位を占めている。

●花郎(ファラン)
　花郎（新羅時代の護国武士）の気性を込め、鼓吹隊のパレードに
　マッチしたリズムの曲
●幸如楽(ヘンヨラク)
　鼓吹行進の真面目で堂々とした様、そしてその裏に隠された新
　羅人の演技に対する楽しさが表現された曲

東京藝術大学を首席で卒業。これまでに梅津南美
子、清水髙師各氏に師事。
スペインで催された国際ソロヴァイオリンコン
クール2位(最高位)をはじめ、オーストリアのベー
トーヴェン国際ヴァイオリンコンクール1位など
数々のコンクールで受賞している。
現在、桐朋学園大学院に宗次エンジェル基金奨学
生として在籍中。

6歳よりヴァイオリンを宮澤健一氏に師事。11歳
でヴィオラに転向し、東京藝術大学附属高校、同大
を経てパリ国立高等音楽院を最高位の成績で卒
業。ヴィオラを菅沼準二、B. パスキエ、C. ルロー
ン、F. ニェリの各氏に師事。
2015年に別府アルゲリッチ音楽祭にてアルゲ
リッチ氏とシューマン《ピアノ五重奏》で共演する
など、その活動は多岐にわたる。

7歳よりチェロを始める。１１歳まで米国フィラデ
ルフィアで過ごし、東京藝術大学音楽学部器楽科
を首席で卒業（アカンサス音楽賞受賞）。その後
ロームミュージックファンデーションより奨学金
を得て、シベリウス・アカデミー（フィンランド）、
ベルン芸術大学（スイス）に留学。実力派チェリス
トとして高い評価を得ている。日本フィルハーモ
ニー交響楽団ソロ・チェロ奏者を経て、現在はＮＨ
Ｋ交響楽団首席チェロ奏者を務める。
　

清水髙師（ヴァイオリン）

共 演 者 Co-star

曲の紹介

◆慶州市立新羅鼓吹隊

アルゼンチンのブエノスアイレス生まれ。
1965年にショパン国際ピアノコンクールで優勝し、世界的な評価を決定的なものにして以来、半世紀
以上にわたり、人気、実力ともに世界最高峰の芸術家として常に第一線で活躍を続けている。大分県内
においては、1996年より「別府アルゲリッチ音楽祭」総監督を務め、1998年の第1回別府アルゲリッチ
音楽祭から、アジアをはじめ世界の音楽家との共演を行っている他若手音楽家の育成にも力を注いで
いる。
こどもたちの豊かな心の成長を願って開催する「ピノキオコンサート」にアルゲリッチ氏も出演し、全
国で多くの人たちが参加してきた。「社会での芸術の役割」を見据えて、15年の歴史を刻んでいる。

ピアノと弦楽四重奏（2本のヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ）のために書かれたロ
ベルト・シューマンの代表的な室内楽作品。

マルタ・アルゲリッチ氏と、ヴァイオリンの清水髙師氏を
はじめ国際的に活躍している国内屈指の演奏家による記
念演奏が行われる。

マルタ・アルゲリッチ氏紹介

栗原壱成（ヴァイオリン） 小峰航一（ヴィオラ） 辻本　玲（チェロ）

©Rikimaru Hotta

曲目：Ｒ.シューマン/ピアノ五重奏曲 変ホ長調 
　　　op.44から第1楽章（予定）

　1996年に創設された慶州市合唱団は、クラシックから大衆的
な音楽までシチズンフレンドリーな合唱団。他都市との芸術文化
交流を通じて友情を分かち合い、また慶州の文化を広める役割を
担っている。

●Beautiful慶州
　観光都市慶州のPRのため、慶州に興味を持ってもらう目的で、
　全国民を対象に行われた「慶州観光ロゴソン公募展」で最優秀
　賞を受賞した作品

<合唱場所：慶州芸術の殿堂>

曲の紹介

◆慶州市立合唱団

◆温州市中等幼稚師範学校

◆温州市甌劇芸術研究院・泰順県木偶文化芸術協会・
　泰順県職業教育センター

　中国済南市歌舞劇院国楽団は、オリジナル楽曲の演奏を行う民
族楽器演奏団体。『香り漂う国楽』をはじめ、『晴れやかな夏のジャ
スミン』、『香り漂う泉韻』、『僕が世界一周の旅に立つ』などの楽曲
を次々と創作し、特別コンサートにも出演。
　2015年から2018年にかけて、４年連続で中国文化部、山東
省や済南市の派遣より、スウェーデン、マルタ、ブルガリア、スペ
イン、フィンランド、ロシア、ドイツ、チェコ、ハンガリー、パキス
タンなど10ヵ国での文化交流イベントに出演。訪問した先々で
観客から高く評価され、中国の優秀な民族音楽の発揚と斉魯文化
の海外発信に貢献している。

済南市で開催された「済南趵突泉コンサート」より。
「香り漂う泉韻」をテーマに演奏された３曲
●『奇跡』
●中国の楽曲メドレー『泉のせせらぎ』
●世界の名曲メドレー『花の香りが漂う五大州』

曲の紹介

◆中国済南市歌舞劇院 国楽団

●ダンス『対鳥』
　『対鳥』とは中国温州楽清地区の伝統的な民謡の代表作とされ、
歌い手がお互いに鳥の名前を当てるデュエットである。1987
年、中国の歌謡曲７曲がユネスコ・アジア文化センター（ACCU）
の『アジア・太平洋の民謡』に選出され、そのうちの２曲を温州の
歌謡曲「対鳥」、「丁丁当（ジングル・ベル）」が占め、広く知れ渡るよ
うになった。
　この『対鳥』をBGMにしたダンスは、少女たちの百鳥との一体
感と、人間と自然との調和・共存の理想像を表現している。

●人形劇『歓慶盛世』
　南宋に始まり、明清時代に最盛期を迎えた温州泰順糸繰り人形
劇は、中国の国家級無形文化財・文化遺産であり、2022年杭州ア
ジア大会の開会式に出演を予定している。『歓慶盛世』は、『徐策跑
城』、『貴妃酔酒』、『梁祝』など庶民に親しまれている物語を背景
に、糸操り人形劇、棒遣い人形劇、手指遣い人形劇など、人形と物
語、舞台を融合させ、さらに人形を操る人間の繊細な技法と音楽
を活かすことで、伝統芸能ならではの魅力を伝えている。『歓慶盛
世』では、中華民族の復興、無形文化遺産事業の発展と国民のわく
わくとした幸福感を表現している。

開幕記念演奏
Commemorative performance

芸術団体交流行事 出演団体
Performer 
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©井村重人 ©Satoshi Oono

1979年の発足以来、国内での公演のほ
か、海外60カ国以上で公演やツアーを
開催。メンバーは、本業や学業をそれぞ
れもっている中で、伝統文化である和
太鼓の浸透及び発展に向け、日々鍛錬
を重ねている。メンバーが指導する
ジュニアチームの「三代目源流」も、
2018年「日本太鼓ジュニアコンクー
ル」で優勝し、内閣総理大臣賞を受賞す
るなど、幅広い世代で活躍している。

能楽は、奈良時代に中国大陸から伝来
した「散楽」を源流として発展。本県で
は、全国でも例の少ない流派をまたい
だ大分県能楽連盟が、大分市の平和市
民公園能楽堂を拠点に、数多くの公演
活動を行っている。また、「子ども能楽
教室」で小中学生の指導にあたるなど、
後継者の育成にも力を入れている。

長唄は300年以上前に歌舞伎の伴奏音
楽として成立し、独自の発展を遂げた
日本を代表する古典芸能。大分県長唄
連盟は、県内外で数多くの公演を行う
ほか、立命館アジア太平洋大学（APU）
の長唄三味線サークルを指導し、日本
の伝統芸能の素晴らしさを留学生等に
伝えている。2019年には、国宝富貴寺
大堂を舞台に六郷満山僧侶とコラボ
レーションするなど、長唄の発展・振興
のため新たな挑戦を続けている。

留学生は東アジア地域をつなぐ人材と
して貴重な存在。立命館アジア太平洋
大学（APU）の長唄三味線サークルで
は、大学入学後に初めて三味線を触っ
たという学生達が、大分県長唄連盟の
指導を受け、大分県民芸術文化祭をは
じめ様々な舞台での演奏を経験。高齢
者福祉施設での慰問演奏など地域に根
差した活動も行っている。

第28回（2019年）国際高校生選抜書展
（書の甲子園）団体の部で全国準優勝す
るなど、県内の書道強豪校として知ら
れている。より多くの人々に書道を身
近に感じてもらい、その素晴らしさを
広めるため、書道パフォーマンスを
行っている。2019年には、大分市の姉
妹都市であるアメリカのオースティン
で初めての海外パフォーマンスも行っ
た。

約300年の伝統を誇る大分県日田市の
夏の伝統行事「日田祇園祭」において、
笛、太鼓、三味線の音色で山鉾巡行に華
を添える。曲目は江戸から昭和初期に
かけて流行した端唄・俗曲などが約30
曲あり、日田独自に創作された囃子と
いわれる。「日田祇園の曳山行事」は、
2016年11月30日にユネスコ無形文
化遺産「山・鉾・屋台行事」として登録さ
れた。

第29回（2020年）及び第30回（2021
年）国際高校生選抜書展（書の甲子園）
団体の部において、2年連続の全国準優
勝に輝いた。1982年の創部以来、部員
の自主性を重んじ、3年生が全体の目標
とそれに合わせた練習メニューを決め
ている。今年3月に開催された第94回
選抜高校野球大会の九州地区出場校の
プラカードを揮毫した。

1974年に発足し、幼稚園児から大学生
まで60名を超す団員が加盟する県内で
も有数の少年少女合唱団。4月の定期演
奏会や、12月の「ほらほらコンサート」
といった演奏活動のほか、病院、養護学
校、幼稚園、老人福祉施設等を訪問する
奉仕活動も続けている。また、近年は創
作ミュージカルにも取り組むなど、新
たなチャレンジを重ねている。

1990年生まれ。10歳より小松亮太氏
のもとでバンドネオンを始める。2006
年に別府アルゲリッチ音楽祭でバンド
ネオン界の最高峰ネストル・マルコー
ニ氏と出会い、現在に至るまで氏に師
事。2008年10月、第33回国際ピアソ
ラ・コンクールで日本人初、史上最年少
で準優勝を果たす。NHK大河ドラマ「青
天を衝け」の大河紀行音楽演奏を担当
するなど若手実力派バンドネオン奏者
として各方面から注目されている。

桐朋学園の学生により2006年に結成。
2008年、ARDミュンヘン国際音楽コ
ンクール第3位。2009年、王子ホール
で正式なデビュー公演を行う。16年に
は神奈川フィルとの共演でコンチェル
ト・デビューを果たし、17年には名古屋
フィル定期演奏会にソリストとして出
演した。これまでにメナヘム・プレス
ラー氏をはじめ、数多くのアーティス
トと共演を果たしている。

豊の国ゆふいん源流太鼓 大分県能楽連盟

大分県長唄連盟 ＡＰＵ長唄三味線サークル

大分高等学校書道部

大分南高等学校書道部

日田祇園囃子保存会

津久見樫の実少年少女合唱団

三浦一馬 ウェールズ弦楽四重奏団
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11:00

10:30

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

芸術団体交流行事

コンベンションホールA

豊の国ゆふいん源流太鼓

温州市芸術団体

慶州市芸術団体

済南市芸術団体

大分県能楽連盟

津久見樫の実
少年少女合唱団

三浦一馬
＆

ウェールズ弦楽四重奏団

大分県長唄連盟
APU長唄三味線サークル

日田祇園囃子保存会
高校生書道パフォーマンス

開幕式典映像上映

開幕式典・開幕関連行事

フィルハーモニアホール

文化体験ブース

コンベンションホールB エントランスホール

中韓交流都市
ＰＲブース

・DRUM TAO
・大分県立芸術緑丘高等学校
・障がい者アート

・北村直登
　　ライブペインティング
　　ワークショップ
・茶道体験
・MR・VRによるラグビー体験

・中国　温州市
・中国　済南市
・韓国　慶州市

・調香体験ワークショップ
・竹細工ワークショップ

体験ブース

・エコパーク
・ジオパーク
・世界農業遺産
・宇宙港　　　　など

大分県紹介ブース

展示ブース

開幕関連行事
別府アルゲリッチ音楽祭

18：00～20：00

要予約

開幕式典
14：00～15：15

開幕記念演奏
要予約

15：00～

体験ブース

・大分アジア彫刻展
・華道家元池坊 大分支部

展示ブース

開幕式典・行事 タイムスケジュール
Time Schedule
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