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日韓クリエーター交流プロジェクトⅡ（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：秋田・東北の地域資源をクリエーターの 

視点と感性で表現・発信） 

 

1．プログラム概要 

韓国で選抜された次世代の韓国文化を担う若手クリエーターや大学生ら 23名が，10

月 27 日から 11月 3日までの 7泊 8日の日程で来日し，テーマ「秋田・東北の地域資源

をクリエーターの視点と感性で表現・発信」のもと，人・産業・文化・生活・地域活性

化を目的とした文化芸術・産業等に関わる団体や学生との交流や情報交換，文化体験や

視察などを行いました。 

一行はこれらを通じて相互理解増進と新たな交流ネットワークの構築を図るととも

に，SNSを通して日本の魅力の発信を行いました。帰国後はアクションプランの一環と

して，それぞれの参加者が訪日経験を生かして表現，発信することを目的にした展示会

を予定しています。 

 

【訪問地】秋田県，山形県，岩手県，東京都 

 

2．日程    

10 月 27日（金） 

仙台空港より入国 

【視察】山形とんがりビル（講義含む），山形市七日町アーケード 

 

10 月 28日（土） 

【視察】秋田ふるさと村，（第一期日韓クリエーター交流プロジェクト作品展視察）， 

【視察】増田の内蔵，岩手県立美術館，【ワークショップ】参加者による作品活動紹介，

意見交換会 

 

10 月 29日（日） 

【体験】大館曲げわっぱ製作，【視察・講義】大館ゼロダテアートセンター 

 

10 月 30日（月） 

【体験】乳頭温泉郷，【視察】角館武家屋敷，【交流・体験】農家民宿 

 

10 月 31日（火） 

【ワークショップ・交流】桧木内小学校にて美術を通じた交流 
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11 月 01日（水） 

【セミナー・交流】秋田公立美術大学，【視察】秋田市新屋ガラス工房， 

【交流】秋田県関係者との交流会，東京へ移動 

 

11 月 02日（木） 

【講義・視察】アーツ千代田 3331，成果報告会（帰国後の活動計画発表） 

 

11 月 03日（金） 

【視察】谷中エリア，21＿21 DESIGN SIGHT 

羽田空港より出国 

 

3．プログラム記録写真  

 

 

 

 

10 月 27日【視察】山形とんがりビル（ビ

ルの運営管理と地域との関わりについて

学ぶ）（山形県山形市） 

10月 28日【視察】秋田ふるさと村（日韓

クリエーター交流プロジェクト 第一期

作品展及び秋田伝統工芸品） 

（秋田県横手市） 

10월 27일【시찰】야마가타 돈가리 빌딩 

(빌딩 운영관리과 지역사회과의 

관계성에 대해 학습) 

(야마가타현 야마가타시) 

10월 28일【시찰】아키타 후루사토무라 

(전시중인 일한 크리에이터 교류 

프로젝트 제 1기 작품전 및 아키타 

전통공예품) (아키타현 요코테시) 

  

10 月 28日【視察】増田の内蔵視察 

（秋田県横手市） 

10月 28日【視察】岩手県立美術館，「エリ

ックカール」展の観覧（岩手県盛岡市） 

10월 28일【시찰】마스다 우치구라(전통 

창고)거리 시찰(아키타현 요코테시) 

10월 28일【시찰】이와테현립미술관 

‘에릭 칼’전 관람 

(이와테현 모리오카시) 
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10 月 28日【交流】安比リゾートでワーク

ショップ実施（岩手県八幡平市） 

10月 29日【体験】大舘曲げわっぱ製作 

（秋田県大館市） 

10월 28일【교류】앗피 리조트(시설) 

에서 워크숍 실시 

(이와테현 하치만타이시) 

10월 29일【체험】마게왓파(전통 생활 

용품) 제작체험(아키타현 오다테시) 

 

 

 

10 月 29日【視察】大館ゼロダテアートセ

ンターにて講義・意見交換及び商店街視察 

（秋田県大館市） 

10月 30日【体験】乳頭温泉郷で温泉体験 

（秋田県仙北市） 

10월 29일【시찰】오다테 제로다테 

아트센터에서 강의, 의견교환 및 상가 

시찰 (아키타현 오다테시) 

10월 30일【체험】뉴토 온천향에서 

온천순례 체험(아키타현 센보쿠시) 

 

 

 

 

 

10 月 30日【体験】農家民宿（一般家庭生

活及び伝統文化体験／31 日まで） 

（秋田県仙北市） 

10月 31日【交流】桧木内小学校訪問 

（子供たちと美術を通した交流） 

（秋田県仙北市） 

10월 30일【체험】농가민숙(일반 

가정생활 및 전통문화체험 / ~31일까지) 

(아키타현 센보쿠시) 

10월 31일【교류】히노키나이 초등학교 

방문(어린이들과 미술을 통한 교류) 

(아키타현 센보쿠시) 
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11 月 1日【交流】秋田公立美術大学（セミ

ナー開催）（秋田県秋田市） 

11月 1日【視察】秋田市新屋ガラス工房 

（秋田県秋田市） 

11 월1일【교류】아키타 공립미술대학교 

(세미나 실시)(아키타현 아키타시) 

11월 1일【시찰】아키타시 아라야 

유리공방(아키타현 아키타시) 

  

11 月 1日【交流】秋田県関係者との交流会，

なまはげ太鼓による歓迎公演（秋田県秋田

市） 

11月 2日【視察】アーツ千代田 3331（文

化芸術施設／講演含む）（東京都千代田区） 

11월 1일【교류】아키타현 행정 

관계자들과의 교류회, “나마하게 북” 

(전통음악)팀 환영 공연 

(아키타현 아키타시) 

11월 2일【시찰】아트치요다 3331(문화 

예술시설 / 강연회 포함함) 

(도쿄도 치요다구) 

  

11 月 2日 成果報告会（参加者の感想及び

帰国後の活動，展示会計画に関する意見交

換）（東京都千代田区） 

11月 3日【視察】谷中エリア視察 

（東京都台東区） 

11월 2일 성과보고회 (참가자의 

감상보고 및 귀국 후 활동, 전시회 

계획에 대한 의견 교환) 

 (도쿄도 치요다구) 

11월 3일【시찰】야나카 지구 (옛 

모습이 남는 곳) (도쿄도 타이토구) 
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4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 デザイナー 

・地方都市とローカル文化の多様性を垣間見た。伝統と文化を守る様子が印象深い。特

に昔ながらの温泉を保つための民と官の協力がそうだった。都市再生の視点から芸術が

共同体を甦らせることを確認した。 

・大都会の東京とこじんまりした秋田の異なる雰囲気を楽しんだ。特に秋田で目に焼き

ついた水田と畑，空高い風景は一生忘れられないだろう。 

 

◆韓国 画家 

・多様なプロジェクトを行う担当者たちと現場で話し合えてよかった。プロジェクトが

具体的にいかに行われているかについて説明してもらい，現場を見られたこともよかっ

た。 

・日本の伝統家屋を通して先人の知恵を学んだ。農家民宿と小学校訪問では日本人の暮

らしを共有することができた。何より公共プロジェクトを見学できたことは参考になっ

た。 

 

5．受入れ側の感想   

◆農家民宿関係者 

・韓国クリエーターの皆さんとの交流はとても楽しく，テーマを設けたこうした交流事

業はもっと沢山するべきだと思いました。単なる旅行では秋田の山奥の暮らしや人々と

の交流を持ちにくいからです。私にとって韓国は大好きな国の一つで，秋田の山奥で農

業をしていて，韓国の人とこんなに楽しい交流が出来るなんて想像もしていませんでし

た。 

・我が家には女性の方が来てくださいましたが，韓国の皆さんは人懐っこい気がしまし

た。言葉の壁がなかったらもっとよい友達になれるのに，と残念に思っています。沢山

おしゃべりをしてみると，国は違えども女性同士共感できる事が多くあり，大変有意義

な交流をすることが出来ました。今後もこうした交流事業にかかわり，今度は韓国で彼

らの作品を見たいと思っています。 

 

◆大館ゼロダテアートセンター関係者 

・アーティストは研ぎ澄まされた感性で地域の文化やコードを読み取ります。そこから

アーティストが表現行為や感性をさらに磨いていく過程で，地域や交流した人々にもた

らす影響は見えにくいが，持続することで確実に蓄積されていきます。アートや文化の

交流が新たな価値の発見を促し，地域のコミュニティや産業を巻き込みながら発展して

いくことを願います。 

 

◆桧木内小学校関係者 

・うずまきを描く。筆先に絵の具をつけてくるくると動かす。ただそれだけ。しかしそ

のシンプルな活動の中でなんと多彩な表現が生まれたことか。元気よくぐいぐいと描い
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たうずまき。美しいグラデーションになったうずまき。水玉模様のうずまき。蛇やカタ

ツムリに変身したうずまき…アーティストの作品を見て子ども達の表現もどんどん広

がった。6才の小学生からプロのアーティストまで，色と形でつながった貴重な体験で

した。 

 

6．参加者の対外発信 

  
 

 

 

 

 

10 月 30日 乳頭温泉郷訪問 

真っ白な硫黄成分が牛乳のように白かった。

入浴後の肌がすべすべになった。香りは気に

なるがまた行きたい。 

10月 10日 日韓クリエーター交流プロジ

ェクト参加後，滞在中のインスピレーショ

ンで書いた作品。個展で展示予定 

10월 30일 뉴토 온천향 방문 

뽀얀 유황성분이 우유처럼 하얗게 탁했다 

입욕 후에 피부가 매끈매끈해졌다. 비록 

냄새가 고약하긴 했지만 또 가고 싶다. 

10월 10일 한일 크리에이터교류프로젝트 

참가 후, 일본체재중의 영감을 그린 

작품. 개인전에서 전시 예정임. 

  
 

 

 

 

 

11 月 10日  

かわいくて親切だった.．． 

10月 30日 

日韓クリエーター交流 4日目 

11월 10일  

귀엽고 친절했던… 

10월 30일 

일한 크리에이터교류 4일차 

  

11 月 3日 アーツ千代田 3331 10月 31日 杉の香り漂うまげわっぱ 

パン皿には勿体すぎる 

11월 3일 아트 치요다 3331 10월 31일 삼나무향 가득한 마게왓파 
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빵 접시로 쓰기에는 너무 아까움 

  

10 月 31日 桧木内小学校についての発信 

最も期待していた小学校での交流の時間。 

簡単なワークショップをしながら配慮や秩

序，お互いへの感謝は忘れられない経験にな

った。 

10 月 31日 秋田で農家民宿をした。中略 

我が家ではない空間で，その上家族でもな

い人々と一緒にいるのに全く不便でなか

った，そんな想像もつかなかったことをし

た。 

10월 31일 히노키나이 초등학교 방문 관련 

가장 기대하고 있던 초등학교에서의 교류 

시간. 간단한 워크숍을 하면서 느낀 배려와 

질서, 서로가 감사하는 마음은 잊지 못할 

경험이었다 

10월 31일 아키타에서 농가민숙을 했다.  

우리 집이 아닌 공간에서 심지어 가족도 

아닌 이들과 함께 있는데 전혀 불편하지 

않았던 그런 상상도 못했던 시간을 

보냈다. 

 

7．報告会での帰国後のアクションプラン発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 15 日 帰国後，日本での体験と交流関連

の発表及び帰国後の活動について発表。 

12月 15日  

3月の展示会関連の企画ミーティング 

12월 15일 귀국 후 일본에서의 체험과 

교류관련 발표 및 귀국 후의 활동에 대한 

발표. 

12월 15일 

3월 전시회 관련 기획 미팅 

 


