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韓国青年訪日団第５団（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：「日韓交流おまつり 2017 in Tokyo」への参加及び

地方の魅力と地域活性化（都内アンテナショップ・埼玉・青森編）） 

 

１．プログラム概要 

 韓国全土から選抜された発信力のある青年 16 名が，9 月 21 日から 27 日までの 6 泊

7日の日程で来日し，テーマ『「日韓交流おまつり 2017 in Tokyo」への参加及び地方

の魅力と地域活性化（都内アンテナショップ・埼玉・青森編）』のもと，「日韓交流おま

つり 2017 in Tokyo」への参加，地方視察等を通し対日理解を深めました。 

 一行は，埼玉県では日韓交流を 1300 年見守り続けてきた高麗神社のある日高市と川

越市を,青森県では青森市・十和田市・田舎館村・弘前市を訪れ，世界へ誇る各地の文

化と地場産業及び特産品関連施設の視察，地産地消を通した和食をはじめとする日本の

食文化を体験し，東京では「日韓交流おまつり 2017 in Tokyo」へ参加することにより，

様々な世代の日本人との交流等も実施する一方,東京に集まる全国のアンテナショップ

を視察し,全国の特産品等を取材すると共に,地方活性化の取り組みについての理解を

深めました。 

中でも，各地の地場産業や地域活性化の取り組み・地産地消，伝統文化や生活に根付

いた文化，そして各地での日本人とのふれあいに強い関心を示し，各々の体験や感想に

ついて SNSを通じて対外発信を行いました。また，帰国前の報告会では，訪日経験を活

かした帰国後のアクション・プラン（活動計画）について発表しました。  

 

【訪問地】 

東京都，埼玉県，青森県 

 

２．日程    

9月 21 日（木）  

入国（羽田空港），【視察】浅草六区再開発地域，【文化体験】浴衣試着，川越へ移動 

 

9月 22 日（金） 

【視察】川越まつり会館及び小江戸・川越の街並み，地場産業であり世界の食品コンテ

ストで最優秀賞を含む 1000以上の受賞歴を誇る「サイボクハム」本店，日韓交流 1300

年の歴史・高麗神社及び高麗家住宅（国指定重要文化財） 

【講義】「埼玉県日高市の魅力・高麗神社及び高麗郡建郡 1300 周年」について 

歓迎夕食会 

9月 23 日（土） 

「日韓交流おまつり 2017 in TOKYO」 ブース運営参加を通じた日本の一般市民との交

流，銀座・有楽町エリアの地方アンテナショップ視察及び取材（2グループに分かれて
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行動） 

 

9月 24 日（日） 

「日韓交流おまつり 2017 in TOKYO」 ブース運営参加を通じた日本の一般市民との交

流，銀座・有楽町エリアの地方アンテナショップ視察及び取材（2グループに分かれて

行動） 

 

9月 25 日（月）  

青森へ移動 

【視察・交流】青森県内大学生等と共に青森市街地視察・古川市場視察 

【表敬・講義】青森県庁/青森県国際交流協会，青森県の魅力に関するブリーフィング，

【文化体験】三沢市内にて温泉旅館体験，地産地消メニューによる和食体験 

 

9月 26 日（火）  

【視察】十和田市現代美術館及び Arts Towada エリア，田舎館村田んぼアート，津軽

藩ねぷた村，【体験】津軽三味線演奏体験，感想報告会 

 

9月 27 日（水） 

【視察・体験】青森県内大学生等と共にねぶたの家「ワラッセ」見学及びねぶた囃子・

ハネト体験，青森空港から帰国 

 

 

３．プログラム記録写真  

（５団） 

 
 

9月 21 日【文化体験・視察】浴衣試着体

験及び浅草六区再開発地域視察（東京

都台東区） 

9月 22日【企業視察】地場産業・サイボク

ハム本社視察（埼玉県日高市） 

9월 21일 【문화체험・시찰】유카타시착 

체험 및 아사쿠사롯쿠 재개발지역 

（도쿄도 다이토구） 

9월 22일【기업시찰】지방산업・사이보쿠햄 

본사 시찰 (사이타마현 히다카시) 
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9月 22 日 【視察・講義】高麗神社視察及

び宮司による講義（埼玉県日高市） 

 

9月 23～24日【交流】「日韓交流おまつり in 

Tokyo」ブース運営に参加しながら多くの日

本の市民と交流（東京都千代田区） 

9월 22일【시찰・강의】고마신사 시찰 및 

궁사에 의한 특강 (사이타마현 히다카시) 

9월 23~24일【교류】 「한일축제한마당 in 

Tokyo」 부스 운영에 참가해서 많은 일본 

시민들과 교류 (도쿄도 치요다구) 

  

9月 25 日【交流・文化体験】青森県内学

生と「のっけ丼」体験（青森県青森市） 

9月 25日【表敬】青森県庁表敬（青森県

青森市） 

9월 25일【교류・문화체험】아오모리 

현내 학생들과「놋케돈」체험 

（아오모리현 아오모리시） 

9월 25일【예방】아오모리현청 예방 

（아오모리현 아오모리시） 

 

  

9月 26 日【視察】十和田市現代美術館視

察（青森県十和田市） 

9月 26日【視察】田んぼアート視察 

（青森県田舎館村） 

9월 26일【시찰】도와다시현대미술관 

시찰  (아오모리현 도와다시） 

9월 26일【시찰】단보아트 시찰  

（아오모리현 이나카다테무라） 



 

4 

  

9月 26 日【文化体験】津軽三味線体験

（青森県弘前市） 

9月 27日【文化体験】青森県内学生とね

ぶた祭「ハネト」体験（青森県青森市） 

9월 26일【문화체험】츠가루샤미센 체험 

(아오모리현 히로사키시) 

9월 27일【문화체험】아오모리현내 

학생과 네부타마츠리「하네토」체험 

(아오모리현 아오모리시) 

 

４．参加者の感想（抜粋） 

 

◆ 韓国 大学生 

・「地産地消」という言葉を聞いた時，単に各地域の美味しい特産料理程度にしか思っ

ていなかったが，実際に各地を訪ねてみると，各地域の住民等が故郷を発展させようと

各地域の特産物等に誇りを持ちながら広報に熱を入れ，一生懸命努力する美しい様子を

目の当たりにし，その汗の結晶の跡を随所で感じた。日本の地方におけるこのような努

力を我が国は学ぶべきである。 

 

・高麗神社と韓国との関係，十和田市現代美術館では韓国人作家が協力している点等を

見ると，メディアから出てくる日韓関係とは全く違う様子の日韓関係を見ることができ，

予想外に肯定的な交流関係が多い事実を悟ることができた。「日韓交流おまつり」でも

想像以上に韓国を愛する日本人が多く訪れた。今後の日韓関係に肯定的な影響を及ぼす

ことに期待したい。 

 

◆ 韓国 大学院生 

・青森に行く飛行機の機体には「がんばれ日本」という言葉があり，所々で 6年前に発

生した東日本大震災への義援金を集めている様子を見て，1つにまとまる日本人の国民

性に改めて感嘆した。それは訪問した各地において，地方活性化のために観光資源や観

光地を積極的に広報しようと努める姿を見ても感じたことである。このような姿勢は我

が国も学ばなくてはいけない。 

 

◆ 韓国 社会人（フリー記者） 

・日本は先進国家ではあるが，これ以上の発展はない国と感じていた。しかし，今回の

訪日で見た日本は，既に発展しきった所では現状の維持とかつての発展を取り戻そうと
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いう努力が，地方では地域活性化を通じて更なる発展をしようとする努力を見ることが

でき，日本は依然として発展中であり，今後も発展していく国であることを悟った。 

 

◆ 韓国 社会人（フリーカメラマン） 

・韓国の地方政府が抱える問題点を，日本の地方自治体では，芸術・伝統芸能・歴史的

イベント（お祭り等）を通じて見事に解決していた。各地の地方活性化政策の様子を話

だけではなく現場も見ることにより，韓国の地方自治体における問題点の回答を見出す

ことができた。 

 

５．受入れ側の感想 

 

◆「日韓交流おまつり in Tokyo」事務局関係者 

・今年も日韓交流の直に実践するためにお越しいただいた韓国青年の皆さんに感謝し

たい。韓国青年が運営する高句麗古代衣装試着ブースは体験ブースの中でも評判が高く,

今後も是非続けていただきたい。 

 

◆「日韓交流おまつり in Tokyo」で交流した日本側ボランティア 

・韓国から来日した皆さんと一緒にブースを運営できるという，貴重な経験ができとて

も嬉しかった。年も近く友人になれたのが嬉しかった。まさに,日本と韓国の人々で作

り上げる「おまつり」であることを実感できた。 

 

◆高麗神社関係者 

・今年も韓国青年の皆さんを高麗神社に迎えることができ嬉しい。今回の若い青年も非

常に積極的に質問等もしていただき、神社についての関心も高かった。互いの文化を尊

重しながら日韓の良い関係を築いていくのに貢献してくれることを期待したい。高麗神

社は由来が由来なだけに,ここを入口にすれば,神社の文化なども韓国に方々にはすっ

と素直に入るのかもしれない。そのような意味では,高麗神社に今後も是非積極的に訪

れていただきたいし,当方も積極的に協力したい。 

 

◆サイボクハム関係者 

・我が社は日本で初めて本格的な銘柄豚を世に出した自負があり、そのような我が社自

慢の「ゴールデンポーク」を韓国青年の皆さんに「美味しい！」と喜んで食べていただ

けて嬉しい。今後も是非韓国の方々にもお越しいただき、美味しい豚肉を召し上がって

いただきたい。 

 

◆自治体関係者 

・数ある地域から青森県を選んでいただき感謝申し上げると共に心から歓迎したい。青

森と韓国の交流は年々増えており、ソウルとの直行便も増えている位である。青森県ブ

リーフィングの質疑応答では良いヒントになるような貴重な意見もいただけたし、今回

の青年等は青森の魅力もどんどん SNS で発信していただけるとのことで、青森と韓国と

の交流を促進していただけると思うし、大変嬉しい。今後も是非韓国の方々にお越しい

ただきたい。 

 

・Arts Towadaと十和田市現代美術館の視察にお越しいただき、歓迎したい。十和田市

現代美術館には韓国人作家の作品も複数あり、Arts Towada にもご貢献いただいている。

今度は是非、もっとゆっくり十和田市にご滞在いただき、十和田市の街作りの様子もも

っと時間をかけてご案内できる機会があれば嬉しい。 
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６．参加者の対外発信 

  
地場産業・サイボクハム本社視察について

の発信 

 

ぶーぶーと言う鳴き声以外，豚に関する物

は全て揃っている。600 名近い職員が自ら

育て自ら販売するサイボクハム。東京ドー

ム2倍の敷地に豚のテーマパークが作られ

ており温泉まである。吉田氏の説明による

と，社長の夢に豚が 2 度現れ「掘ってみろ」

というので掘ったら温泉が出たという。レ

ストランでゴールデンポークのとんかつ

を食べた。豚の排出物は肥料として使い，

それらで栽培した野菜も売っている。 

青森での交流及び県庁表敬についての発信 

 

私たちは東京を発ち青森に着きました！青

森は美味しい林檎が有名なだけではなく，

季節毎に観られる美しい絶景でも有名で

す。今日私たちは青森に着いて青森の大学

生及び韓国に関心のある青森の市民の皆さ

んと交流する時間を持ちました。まずは，

古川市場で一緒にのっけ丼を食べながら

様々な話を交わしましたが，同年代の日本

人の友人と互いの文化を交流できる有益で

楽しい時間となりました！昼食後は青森県

庁を訪ね，青森の魅力と地域活性化事業に

ついての講義を聞きました！ 

부부, 꿀꿀 소리만 빼고 돼지에 관한 모

든 것이 다 있다. 600 명 가까운 직원들

이 스스로 기르고 스스로 판매하는 사이

보쿠 햄. 도쿄 돔 두 배 크기만한 딴 덩

어리에 돼지 테마파크가 차려져 있는데 

뜬금없이 온천도 있다. 요시다 씨의 설

명에 의하면 사장님 꿈에 돼지가 두 번

이나 나타나 '파봐, 파봐'라고 해서 팠더

니 온천이 나왔다고. 레스토랑에서 골드 

피크 카츠를 먹었다. 돼지들의 배설물은 

비료로 사용해 그렇게 재배한 야채들도 

판매한다고 한다. 

저희는 도쿄를 떠나 아오모리에 도착했습

니다! 아오모리는 맛있는 사과로 유명할 

뿐만 아니라, 계절마다 볼 수 있는 아름

다운 절경으로도 유명한 지역인데요. 오

늘 저희는 아오모리에 도착해 아오모리 

대학생들 및 한국에 관심있는 아오모리 

시민들과 교류하는 시간을 가졌습니다. 

먼저 후루카와 시장에서 함께 놋케동을 

먹으며 다양한 이야기를 나누웠는데요. 

또래 일본인 친구들과 서로의 문화를 교

류할 수 있던 유익하고 즐거운 시간이었

습니다! 오후에는 아오모리현청에 방문해 

아오모리의 매력과 지역활성화 사업에 대

한 특강을 들었습니다!  
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田舎館村田んぼアートについての発信 

 

田舎館村は色が異なる品種の稲を絵具の

代わりに植えて巨大な絵を描くアートを

実施しています！写真でしか見たことが

なかったのですが，実際に訪ねてみると本

当に美しい光景でした！また，海外からの

観光客と日本国内の方々も多く訪れ，人口

8 千名しかいない村に田んぼアートを見に

年間 40 万名以上が訪れると言います！！ 

田んぼアートを初めて見ましたが，本当に

本当にとても美しかったです。青森にお越

しになり，癒しのひとときを持つのも良い

と思います。 

訪日団全体の感想についての発信 

 

あっという間に 1 日と言う時間が過ぎまし

た。それだけ楽しかったということでしょ

う。 

本当に多くの話を、特に日本が何故地域別

に特徴をもって発展できたのか，またその

特徴を商品化できたのか，その原動力と行

政上の差は何があるのか等々，学校では全

く学べなかった多くのことを学んで帰りま

す。 

日韓文化交流基金や日本大使館等を検索し

てみると多くの活動が出てきますので，ご

関心のある方には強くお勧めします！！！ 

이나카다테무라(田舎館村)는 색이 서로다

른 품종의 벼를 물감대신 심어서 거대한 

그림을 그린 아트라고 합니다! 사진으로

만 보다가 직접 방문하여보았는데 정말 

아름다운 광경이었습니다! 또한 외국인 

관광객들과 일본국내분들도 많이 오셨으

며 인구 8천명 밖에 안되는 마을에 논아

트를 보시러 연간 40 만명이상이 방문한

다고 합니다!!  

논 아트를 처음 보았는데 정말정말 굉장

히 아름다웠습니다ㅠㅠ아오모리로 오셔

서 힐링의 시간을 가지는 것도 좋을 것 

같습니다! 

순식간에 7일이라는 시간이 지났습니다. 

그만큼 즐거웠다는 이야기이겠지요. 

정말 많은 이야기들 특히 일본이 왜 지역

별 특징을 가지고 발전을 할 수 있었는

지. 또 그 특징을 상품화 할 수 있던 원

동력과 행정상의 차이는 무엇이 있었는지 

등등. 

학교에서는 전혀 배우지 못했던 많은 것

들을 배우고 돌아갑니다.  

일한문화교류기금이나 일본대사관 등을 

찾아보면 많은 활동들이 있으니 관심있는 

분들에게 강추 드립니다!!! 
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７．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

    

韓国青年訪日団 5 団参加者全員が報告会で 7 日間の日程を振り返ると共に，「日韓交

流おまつり」に参加した得た成果や各種視察先で学んだ成果等，そして帰国後のアク

ション・プランについて発表した。 

代表的な発表内容としては，『「日韓交流おまつり」に参加することにより，文化の力

の大きさ，重要さを実感した』，「自分は日本についてかなり知っているつもりになっ

ていたが，韓国人に馴染みのない青森を訪問でき，新鮮なことばかりでまだまだ日本

について学び足りないと実感した」，「日本の地域活性化の背後には，関わる方々の地

元への愛情，地元に関する豊富な知識，積極的に広報しようという努力や意欲が見ら

れ，その緻密な戦略に驚いた」等の意見を異口同音に聞くことができた。 

アクション・プランとしては，今回の日程を日本の魅力と共に詳細にブログで紹介す

ると抱負を語ったり，SNS はもちろん各大学内，社会人の方々はそれぞれの仕事を活

かしながら各種イベント等で紹介するとしたり，今回の成果を動画に仕上げて韓国内

の日本関連のみならず旅好きの有名サイトにアップして紹介したい等，今後の活動に

期待が持てるような内容の発表が多かった。中でも、団員の中にはフリーのカメラマ

ン，フリーの記者，パワーブロガーも含まれており，今回の訪日体験をまとめて広く

伝えられるような媒体に発表したいと意欲的に語っていた。 

한국청년방일단 5단 참가자 전원이 보고회에서 7일간 일정을 돌이켜보면서 「한

일축제한마당」에 참가해서 얻은 성과나 각종 시찰을 통한 성과 등, 그리고 귀국 

후의 액션플랜에 대해 발표했다. 

대표적인 내용으로는, 『「한일축제한마당」에 참가해서 문화의 힘이 얼마나 크고 

중요한가를 실감했다』,「본인은 일본에 대해 잘 알고 있다고 생각했었는데 한국인

들에게 익숙하지 않은 아오모리를 방문해서 모두가 신선했고 아직 일본에 대해 

지식이 부족하다고 실감했다」, 「일본의 지역활성화 배후에는 관여하시는 분들의 

그 지역에 대한 애정, 그 지역에 관한 풍부한 지식, 적극적으로 홍보하려는 노력

이나 의욕을 볼 수 있었고, 그 치밀한 전략에 놀랐다」등의 의겨능 이구동성으로 

들을 수 있었다. 

액션플랜으로서는 이번 일정을 일본의 매력과 함께 상세히 블로그로 소개하겠다

고 포부를 밝혔거나, SNS는 물론 각 대학 내, 직장인들은 각 일을 활용하면서 각

종 행사 등에서 소개하겠다, 이번 성과를 동영상으로 만들어 한국내의 일본 관련 

사이트 뿐만 아니라 여행을 좋아하는 사람들을 위한 유명 사이트에 올리겠다는 

등, 향후 활동을 기대할 수 있는 내용들이 많았다. 그 중에서도 단원 중에는 프

리랜스 카메라맨, 프리랜스 기자, 파워블로거가 있었으며, 이번 방일 체험을 정리

해서 널리 알릴 수 있는 매체에서 발표하고 싶다고 의욕적으로 말했다. 

 


