
公 益 財 団 法 人

CONTENTS
1 第20回日韓文化交流基金賞 受賞者決定
2-3 日韓文化交流基金賞 20回のあゆみ
4-5 基金賞歴代受賞者エッセイ
 韓日文化交流会議委員長　鄭求宗
 大邱ハル代表　朴承柱
6-7 追悼特集
 十四代沈壽官顧問、梅田博之評議員を偲んで
8 交流エッセイ
 「JKAF × 大学生訪日団との交流 in 東北」 
 ＆ 「日韓交流おまつり in Tokyo」 ブース出展
9 助成事業紹介
 「福岡インディペンデント映画祭2018」
 日本・韓国・台湾の若手・独立系映画人が福岡に大集合！
10-11 事業報告
 青少年交流事業
 第81回理事会・令和元年度定時評議員会
 日韓文化交流基金賛助会員制度
12 青少年交流事業
 訪日プログラム アクション・プラン事例の紹介

No.91
2019.10.30

「韓国の若者と語ろう」（於「日韓交流おまつり in Tokyo」） 

公益財団法人 日韓文化交流基金
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目21-2 ユニゾ水道橋ビル5F
tel. 03-6261-6790 fax. 03-6261-6780

第20回日韓文化交流基金賞 受賞者決定
　日韓文化交流基金では、学術・文化分野の交流を通じて日韓両国の友好親
善に寄与した韓国人の功績をたたえるため、1999年より「日韓文化交流基金
賞」を設け、毎年表彰を行っております。20回目となる本年は、9月18日にソウ
ルで開催した贈呈式にて、下記の2名に賞を贈りました。

　仁寺洞で古美術店を経営するかたわら、大韓帝国最後の
皇太子、英親王李垠公の夫人、故李方子妃の顕彰事業を推
進。韓国で障害者福祉に生涯を捧げ、韓国国民から熱い支
持を受けた李方子妃が、福祉事業の資金作りのため制作した
書画や陶磁器、七宝などの作品や関連資料を収集し、作品
展を二度にわたって開催（約200点の資料を展示、2016、
2018年）する等、李方子妃顕彰事業を通じて日韓の友好協
力と歴史和解の進展のため尽力しています。

　2006年に設立された福島市のNPO法人「ふくかんねっと」の
代表として、韓国語・韓国料理教室、韓国文化に関する講演、イ
ベント等、各種の交流活動を企画、実践し、日韓間の市民交流
の発展に大きく寄与してきました。東日本大震災の後には避難所
や仮設住宅等で韓国料理の炊き出しを行って被災者を激励し、
また、韓国のアーティストを招いて「復興支援ライブ」を開催する
等、文化交流を通じた震災復興にも尽力しています。2015年か
らは故郷である全州市や、その他の韓国の地方都市と福島との
間の青少年交流事業を4年間にわたり開催する等、日韓の地方都
市間の交流、相互理解の拡大・深化にも大きく貢献しています。

鄭夏根（チョン・ハグン）
古隠堂　代表

鄭鉉淑（チョン・ヒョンスク）
ＮＰＯ法人 ふくかんねっと　理事長

受賞者プロフィール
第20回日韓文化交流基金賞贈呈式にて、写真左側三人目から
鄭夏根氏、鄭鉉淑氏
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基金賞

日韓文化交流基金賞

20回の
あゆみ
　日韓文化交流基金賞は学術・文化分野での交流を通
じて、日韓両国間の友好親善に寄与した韓国人の功績
を顕彰するため、1999年の第1回以来、今年の第20
回まで回を重ね、個人57名、4団体を表彰してきまし
た。これまで受賞された方々の専門分野は、学術、教
育、マスコミ、芸術、交流、スポーツ、福祉、文学と多岐
にわたっています。今号では、歴代の受賞者の皆さまを
専門分野別に紹介します。

1999年９月、第１期日韓文化交流会議の第１回全体会議の様子

第12回（2011年）受賞者（写真左側二人目から申惠璟氏、金順姫氏、鮮于鉦氏） 第16回（2015年）受賞者（写真左側三人目から金壽姙氏、金升澤氏、安秉坤氏） 第18回（2017年）受賞者（写真前列右側から釜山国際写真交流協会・金永白会長、
金惠英氏、沈揆先氏、後列は釜山国際写真交流協会メンバー）

第3回（2002年）の受賞者（写真左側二人目から鄭雲在氏、李世煥氏、金徳洙氏、
金利恵氏）

第6回（2005年）の受賞者（写真左側から李賢起氏、一人を置いて姜南周氏、金光林氏）第1回（1999年）の受賞者（写真左側から任華公氏、一人を置いて田溶新氏、金洙容氏）

　

1999年 第1回 田溶新
チョン・ヨンシン 高麗大学校名誉教授

2004年 第5回 朴裕河
パク・ユハ 世宗大学校日語日文学科助教授

2004年 第5回 朴銓烈
パク・ジョンニョル 中央大学校日語日文学科教授

2005年 第6回 李賢起
イ・ヒョンギ 帝京大学文学部教授

2006年 第7回 金春美
キム・チュンミ 高麗大学校日語日文学科教授

2008年 第9回 金容雲
キム・ヨンウン 韓日文化交流会議座長

2009年 第10回 徐淵昊
ソ・ヨノ 韓国芸術綜合学校伝統芸術院客員教授

2010年 第11回 張濟國
チャン・ジェグッ 東西大学校副総長

2011年 第12回 申惠璟
シン・ヘギョン 西江大学校文学部日本学主任教授

2012年 第13回 崔光準
チェ・クァンジュン

新羅大学校人文社会大学外国語
学部日語日文学科教授

2013年 第14回 韓美卿
ハン・ミギョン 韓国外国語大学校日本語大学教授

2014年 第15回 魯成煥
ノ・ソンファン 蔚山大学校人文大学日本語日本学科教授

2015年 第16回 安秉坤
アン・ビョンゴン 慶尚大学校師範大学学長

2016年 第17回 朝鮮通信使学会

2018年 第19回 李康民
イ・ガンミン

漢陽大学校日本学科教授、日本学
国際比較研究所所長

学術

　

2006年 第7回 金照雄
キム・ジョウン 時事日本語学院院長

2007年 第8回 韓国日本語教育研究会
2013年 第14回 一徒初等学校

　

2000年 第2回 曺良旭
チョ・ヤンウク

出版人・ベターブックス代表、日本
文化研究所所長

2000年 第2回 洪性穆
ホン・ソンモク 漢拏日報論説顧問

2003年 第4回 尹東赫
ユン・ドンヒョク Green Star Production代表

2010年 第11回 洪夏祥
ホン・ハサン ノンフィクション作家

2011年 第12回 鮮于鉦
ソヌ・ジョン 朝鮮日報編集局産業部次長

2012年 第13回 鄭求宗
チョン・グジョン

東西大学校碩座教授・日本研究セ
ンター所長

2013年 第14回 柳在順
ユ・ジェスン

インターネット新聞「ＪＰニュース」
「KRニュース」代表

2014年 第15回 宋東根
ソン・ドングン 文化日報全国部次長

2014年 第15回 盧在賢
ノ・ジェヒョン 中央books代表

2016年 第17回 許文明
ホ・ムンミョン 東亜日報論説委員

2017年 第18回 金惠英
キム・ヘヨン

KBSラジオ国際放送日本語放送プ
ロデューサー兼アナウンサー

2017年 第18回 沈揆先
シム・ギュソン 東亜日報社顧問

2018年 第19回 申尚穆
シン・サンモク コラムニスト、きり山本陣 代表

教育

マスコミ

第1回～第20回受賞者リスト（分野別：職位はいずれも受賞当時のもの）
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基金賞

日韓文化交流基金賞

20回の
あゆみ
　日韓文化交流基金賞は学術・文化分野での交流を通
じて、日韓両国間の友好親善に寄与した韓国人の功績
を顕彰するため、1999年の第1回以来、今年の第20
回まで回を重ね、個人57名、4団体を表彰してきまし
た。これまで受賞された方々の専門分野は、学術、教
育、マスコミ、芸術、交流、スポーツ、福祉、文学と多岐
にわたっています。今号では、歴代の受賞者の皆さまを
専門分野別に紹介します。

1999年９月、第１期日韓文化交流会議の第１回全体会議の様子

第12回（2011年）受賞者（写真左側二人目から申惠璟氏、金順姫氏、鮮于鉦氏） 第16回（2015年）受賞者（写真左側三人目から金壽姙氏、金升澤氏、安秉坤氏） 第18回（2017年）受賞者（写真前列右側から釜山国際写真交流協会・金永白会長、
金惠英氏、沈揆先氏、後列は釜山国際写真交流協会メンバー）

第3回（2002年）の受賞者（写真左側二人目から鄭雲在氏、李世煥氏、金徳洙氏、
金利恵氏）

第6回（2005年）の受賞者（写真左側から李賢起氏、一人を置いて姜南周氏、金光林氏）第1回（1999年）の受賞者（写真左側から任華公氏、一人を置いて田溶新氏、金洙容氏）

　
1999年 第1回 金洙容

キム・スヨン 映画監督

1999年 第1回 任華公
イム・ファゴン 華道家

2000年 第2回 金梅子
キム・メジャ 舞踊家・創舞芸術院理事長

2002年 第3回 金徳洙
キム・ドクス

サムルノリ奏者・韓国芸術綜合学
校伝統芸術院教授

2002年 第3回 金利恵
キム・リヘ 舞踊家・ハヌルリム芸術団舞踊監督

2002年 第3回 李世煥
イ・セファン 国楽奏者・国立国楽院指導委員

2002年 第3回 鄭雲在
チョン・ウンジェ 書道家・国際交流書道協会会長

2004年 第5回 閔庚燦
ミン・ギョンチャン 韓国芸術綜合学校音楽院副院長

2006年 第7回 金暎珠
キム・ヨンジュ 江原道立芸術団団舞長

2010年 第11回 曺聖奎
チョ・ソンギュ 株式会社SPONGE ENT代表

2013年 第14回 田月仙
チョン・ウォルソン 声楽家、ソプラノ歌手

2015年 第16回 金升澤
キム・スンテク

漢拏ウインドアンサンブル音楽監
督兼指揮者

2003年 第4回 姜英姫
カン・ヨンヒ

社団法人韓日女性親善協会副会
長、フルート奏者

2003年 第4回 高松久
コ・ソング 社団法人釜山韓日文化交流協会理事長

2005年 第6回 姜南周
カン・ナムジュ

社団法人朝鮮通信使文化事業会
執行委員長

芸術

交流

2007年 第8回 李相喆
イ・サンチョル 済州特別自治道韓日親善協会名誉会長

2008年 第9回 李始東
イ・シドン 社団法人釜山韓日交流センター理事長

2009年 第10回 徐賢燮
ソ・ヒョンソプ 長崎県立大学国際情報学部教授

2012年 第13回 金青子
キム・チョンジャ 蔚山広域市文化観光解説士会副会長

2017年 第18回 釜山国際写真交流協会

2018年 第19回 朴承柱
パク・スンジュ 大邱ハル代表

2019年 第20回 鄭夏根
チョン・ハグン 古隠堂 代表

2019年 第20回 鄭鉉淑
チョン・ヒョンスク ＮＰＯ法人ふくかんねっと理事長

2009年 第10回 白仁天
ペク・インチョン SBSメディアネット野球解説委員

　

2015年 第16回 金壽姙
キム・スイム 元昌徳宮楽善斎奉仕室長

　

2005年 第6回 金光林
キム・クヮンリム 詩人・元韓国詩人協会会長

2007年 第8回 金蘭周
キム・ナンジュ 翻訳家

2008年 第9回 李承信
イ・スンシン ギャラリー･ザ･ソーホー代表

2011年 第12回 金順姫
キム・スンヒ 翻訳家

2016年 第17回 碧雲　金泰定
キム・テジョン 俳人、韓国外国語大学名誉教授

スポーツ

福祉

文学
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基金賞

基金賞は陰での努力への贈り物
韓日文化交流会議委員長　鄭 求 宗

私と日本との最初の「出会い」は、1965 年６月、日韓国
交正常化のための日韓外相会談が東京で開かれていた最中の
日本訪問であった。

当時大学３年生だった私は、米国政府による韓国大学生代
表団の日本訪問プログラムに参加する機会を与えられた。当
時、韓国では日韓会談反対・低姿勢外交批判の大学生デモ
が学生街を中心に行われていた。米国は日韓の国交正常化を
促しており、それに反対する大学生たちに、日本に来てその
発展ぶりを見てほしいという目的があったのだと思う。

私たち大学生訪問団は、２週間の日程で東京をはじめ大
阪、京都、奈良などを訪れ、日本の大学生との討論会や地
方都市の見学にも臨んだ。1964 年の東京オリンピックの後
だったので、新幹線にも乗り、確かに日本は進んでいると実
感し、いろいろと考えさせられることも多かった。

日本との本格的な出会いは、1982 年１月、私が当時勤務
していた東亜日報社より駐日特派員としての勤務を命じられ
てからだ。特派員勤務の後は、慶應義塾大学訪問研究員、
朝日新聞社での派遣勤務、東京支局長など、あしかけ８年半
の間日本に滞在した。このような縁の延長線ともいえるだろう
が、1999 年に金大中大統領の下で発足した「韓日文化交
流会議」に委員として参加することになり、新聞社の仕事以
外での日本、日本文化との付き合いを経験した。

このような日本との交流の中で私は、日韓関係の絆を支え
るのは歴史的にも地理的にも民間交流が基本であり、その基
盤となるのが文化交流であると考え、日韓間の民間交流・文
化交流のための活動や事業に携わりつつ、自分なりに使命感
をもって尽力してきた。

新聞社を退職した 2009 年からは、慶應義塾大学韓国同
窓会長の張濟國総長の招きで東西大学校に迎えられ、東西
大学校碩座教授兼日本研究センター所長を務めた。張総長と
私は、日韓の有識者が両国の様々な懸案について自由に話し
合いのできる「ラウンジ」を設けようと、「東西サランバン」
という日韓有識者セミナーを発足させた。１～２ヶ月に１回開
かれる「東西サランバン」は、日韓両国の元・現職外交官や
言論関係者、大学教授、経済人などが出席し、講演と討論
を通じて活発に意見交換を行い互いに相手の考えを理解し合
う場として、今年の８月で 90 回を迎えた。（写真参照）

2012 年９月、私は、日韓文化交流基金より、「『第 13 回日
韓文化交流基金賞』の受賞者の一人として選定された」との連

絡を受けた。私は基金賞にふさわしい活動もしていないのにと驚
いたが、私を推薦してくれたソウルジャパンクラブ（SJC）の小
林理事長（当時）より「日韓有識者セミナーなどを立ち上げ、
日韓の対話に寄与してきたことが評価された」と聞いて、まるで
予想していなかったプレゼントをもらったような気持ちで胸が熱く
なった。日韓の民間・文化交流のために、だれも知らないところ
で陰ながら懸命に働いてきたことが報われたようで胸がいっぱい
になった。

歴代の日韓文化交流基金賞受賞者の面々をみると、韓国の
様々なところで日韓の民間・文化交流のために力を尽くしている
人々であって、そのような隠れた人材を探し出す日韓文化交流
基金賞の鋭い調査・観察力にあらためて尊敬と感謝の言葉を送
りたい。これからも陰で日韓交流のために黙 と々尽力している人
物を発掘し、評価する作業が続けられることを切に願いたい。

2019年８月16日ソウルで開かれた第90回日韓有識者セミナー「東西サランバン」には、
日韓の外交官、言論関係者、大学教授、経済人など50人近くが出席し、日韓の懸案
問題をテーマに討論を行った。

　歴代受賞者の中から鄭求宗さん（第 13 回）と朴承柱さん（第 19 回）のお
二人に、受賞当時を振り返りながら、改めて受賞の感想や、その後のご自身の
活動と日韓関係などについて寄稿いただきました。

基金賞歴代受賞者
エッセイ

鄭 求 宗（チョン・グジョン）

韓日文化交流会議委員長・東西大学校碩座教授

　1944年韓国の忠清北道永同に生まれる。延世大学校卒業。同行政大学院で
修士号を取得し、日本の慶應義塾大学大学院で博士号を取得(日韓比較政治)。
　1967-2009年東亜日報の駐日特派員、東京支社長、編集局長(役員)、東亜
ドットコム代表取締役、韓国オンライン新聞協会長。慶應義塾大学訪問研究員、
学習院大学の東洋文化研究所の客員研究員を務める。1990年朝日新聞社に出
向、 韓日フォーラムの代表幹事歴任。現在日中韓文化交流フォーラムの韓国側
委員長、韓日文化交流会議委員長、東西大学校碩座教授等を務める。日本政治
学会会員、日本選挙学会会員。
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基金賞

20回目の日韓文化交流基金賞贈呈式にあたって
大邱ハル代表　朴 承 柱

光陰流水の如し、と言うが、第 19 回日韓文化交流基金賞
の受賞者に選ばれ、高鳴る胸を押さえながら会場に向かった
のが数ヵ月前のことのようだが、いつのまにか一年が過ぎてし
まった。

昨年の今頃、在釜山日本国総領事館から推薦していただ
き、受賞者に選ばれたという知らせを聞いた時は、感謝の気持
ちとともに、何となく心が重くなるような気もした。実は当時、
心身ともにかなり疲れ果てていた時期でもあったため、表彰し
てくださる方 の々期待に応えられないかもしれないという苛立ち
もあったと思う。

2014 年から大学での仕事と並行し、専門を生かして地元
の大邱地域に最高の日韓交流の拠点を作ってみようという意
気込みで、私費をはたいて〈大邱ハル〉というコミュニティ空
間を設立した。以来、〈無〉から〈有〉を創り出そうという心
境で様々な挑戦をしてきた。ブックカフェの形をとったコミュニ
ティ空間〈大邱ハル〉は、オープン当初から大邱地域に住む
日本人の支援を受け、定期的に折り紙や絵葉書といった日本
文化教室を催したり、各界から名士を招いての特別講演会や
障がいのある仲間による日韓交流コンサートなど、大小様々な
仕事をこなしつつ、所期の成果も遂げてきた。時には財政的な
難関に直面し、過重な業務のため心身ともに疲れ果てることも
多かった。そのような時には、初心とは異なり、この仕事をい
つまで続けられるのか悩み、すぐにでも投げ出したい衝動にか
られたりした。

しかし、私自身がこの仕事を生半可に放り出すことができな
いのは、ありがたいことに大邱ハルの活動に対する重要性に深
く共感し、応援してくださる方々が周りに大勢いるからである。
最近のように政治的な問題で日韓関係が冷え込み、両国の間
で〈嫌韓〉、〈反日〉といった言葉が飛び交う状況に接すると、
これまで大勢の方々が両国の友好増進のために尽くしてきたこ
とが水の泡になるような気がしてがっかりすることもあるが、こ
のような時期だからこそ私のように民間交流に携わるものの役
割がより重要だと思う。

私見ではあるが、友だちであれ、夫婦であれ、お互いが理
解し合うためには胸襟を開いて、時には虚心坦懐に話し合い、
必要な場合には喧嘩するのも悪くないと思う。だが、当然なが
ら喧嘩の根底にはお互いに対する信頼と愛情があってこそ、そ
の関係は長続きする。もううんざりして二度と会いたくないなら
ともかく、そうした信頼と愛情を深めていく気があるのなら、相

手の言うことをよく聞き、何を訴えているのか、理解しあう努力
をしなければならない。そのためにも直接向き合って話し合う
場を増やさなければならない。

韓国には「イウッサチョン（이웃사촌）」という言葉がある。
日本語で言う「遠くの親戚より近くの他人」とまったく同じ意味
である。歴史問題などによって韓国と日本はずっと「近くて遠
い国」と言われ、長い間いがみ合ってきたのも事実である。し
かし、21 世紀を生きる私たちがいつまでお互いのことを「近く
て遠い国」と認識しなければならないのか。20 回目となる「日
韓文化交流基金賞」贈呈式の開催にあたり、前年の受賞者の
一人として、さらに韓国にはもちろんのこと、日本にもこの上な
いほど親しい友だちが大勢いる者として、両国の人々が心から
お互いのことを良い「イウッサチョン」と呼べる日が来ることを
願い、同時に〈大邱ハル〉を立ち上げた当時の初心に戻りたい
と思う。

最後に、第 20 回日韓文化交流基金賞の受賞者に選ばれた
方 に々もお祝いの言葉を伝えたい。本当におめでとうございます。

2019年3月、大学生訪韓団（交流使節団）一行がフィールドワークの一環として、朴
承柱氏が代表を務める大邱ハルを訪問、同氏から説明を受けている様子。

朴 承 柱（パク・スンジュ）

大邱ハル　代表

　1994年嶺南大学校師範大学日語教育学科卒業。1999年慶北大学校大学院
日語日文学科修了。2000-2006年名古屋大学大学院国際言語文化研究科日
本言語文化専攻卒業（文学博士）。
　その後、晋州保健大学、浦項１大学、慶一大学校、昌原大学校などで講師を務
めた。現在は、嶺南大学校日語日文学科講師、金烏工科大学校教養教職課程部
講師、大邱カトリック大学校産学協力教授のほか、在釜山日本国総領事館大邱慶
北地域日本留学アドバイザーも務める。
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追悼特集

十四代沈壽官顧問、梅田博之評議員を偲んで
　去る６月16日に、2001年より日韓文化交流基金の顧問を務めた沈壽官第十四代薩摩焼宗家が、また７月１日には、
2008年より評議員を務めた梅田博之麗澤大学名誉教授が永眠されました。
　お二人からは基金の活動について長年にわたり多くの助言を賜りました。下記に小野理事長が記した追悼文と、在り
し日のお二人の活動の様子を紹介します。

日韓文化交流面で長年にわたりご指導いただいた二人の文
化人が本年６月16日及び７月１日に相次いで逝去された。薩
摩焼宗家十四代沈壽官氏（享年94歳）と元麗澤大学学長梅
田博之氏（同89歳）である。お二人は陶芸と言語学という異
なる分野を専門とされたが、共にその生涯を日韓の文化交流
のために心血を注ぎ、唯一無二の業績を残された。ここに生
前賜ったご支援に感謝申し上げると共に哀悼の誠を捧げたい。

十四代沈壽官氏は、2001年10月に日韓文化交流基金顧
問に就任、「基金役員訪韓団」に二度にわたり参加すると共
に、理事会・評議員会への出席を通じ基金の運営に助言を
賜った。同氏は作家司馬遼太郎の作品「故郷忘じがたく候」
の主人公として、日韓両国の関係者に広く知られた存在であ
り、1989年には韓国政府より日本初の「名誉総領事」に任
じられ、日韓交流の象徴的存在として活躍された。また青少
年交流事業の一環として、沈壽官窯を訪問した韓国の高校生
に講演されるなど基金事業にも貢献された。奇しくも最後にお
会いしたのは亡くなる直前の５月22日で当基金の鮫島会長と
沈壽官窯を訪問した時である。十四代は杖を突きつつも「鍛
えた足腰だが歳には勝てないよ。アハハ！」と快活に話され
た。最近悪化している日韓関係に話が及ぶと「日韓四百年の
溝はなかなか埋まらない。二つの祖国を持つのは難しいね」と
述べられた。懇談の終わりに「明日は朝鮮出身特攻隊員も祀
られる知覧特攻平和会館を訪問する予定です」と述べたとこ
ろ、「それは大変良いこと。自分も予科練に行こうと思ったが
十三代に止められた」と述べておられた。昭和と平成を駆け抜
けた十四代薩摩人の凛 し々い姿に感銘を受けない者はいない。

元麗澤大学学長の梅田博之氏は、2008年11月に日韓文
化交流基金の評議員に就任、学術的な見地からはもちろん、
長年にわたる韓国、韓国人との交流の体験を踏まえ基金の運
営に御助言を賜った。専門は言語学・韓国語学で、日本言
語学会会長や日本音声学会会長を歴任されると共に、多数の
著書、論文を残され、NHKテレビハングル講座の初代講師
を務められた（1984年）。これらの功績により、2008年春
の叙勲にて瑞宝中綬章を受賞。同氏は、基金が開催する一
般市民向けの講演会に於いて「言葉の学習を通じた日韓間の
交流」をテーマにお話しいただくなど基金の事業にも直接参
与された。同氏が初めて韓国留学した1967年当時、韓国に
関心を持つ人はほとんどおらず、日本語学習者人口世界一の
韓国と、韓国語教育体制が貧弱な日本との間の語学学習・
文化受容の不均衡是正のために多大な貢献をされた。日本に
おける韓国語研究、韓国語教育の第一人者としての立場から
のお話は、温和で誠実な人柄と共に、講演会の聴衆や、訪
韓中に出会う人々の心に響く味わい深いものであった。『日韓
文化交流基金30年史』へ寄せた同氏の言葉を以下に紹介し
たい。

「（前略）国際交流基金派遣や科研その他による長期・短
期の出張は数知れないが、私の韓国との関係は、初留学以
来培ってきた人間関係がその基礎となっている。このような人
と人との絆は何事が起きても揺るぎないものと確信している。
基金の交流事業、特に青少年交流（中高生や大学生、教員
の方々の招聘）の益々の充実と発展を望んでやまない」

同氏の言葉を改めて心に刻みたい。

「無二の先達を偲ぶ」 日韓文化交流基金理事長　小野正昭

理事長追悼文

第19回日韓文化交流基
金役員訪韓団一行が、
金鍾泌韓日議員連盟会長
（当時）を表敬訪問した
際の記念写真（2003年
8月）。写真前列右端が
十四代沈壽官顧問、後
列左から５人目が梅田博
之評議員。
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追悼特集

　自分は、幼いころから民族、国家、人間について深く考え
ながら育った。学校に入っていじめにあった時、父（十三代）
から言われたのは、「強くなれ」ということだった。以来教え
を守ってきたつもりだ。
　先ほど皆さんが見学した玉山神社は、朝鮮から来た自分の
先祖が、故郷に思いを寄せ、また自分たちの悲しみを癒すた
めに、檀君を祀ろうと400年前に建てたものである。薩摩藩
からは当初許可がおりなかったが数十年をかけた努力の結果
陶磁家としての力、作品の価値が認められ、神社の創建も認
められることになった。良い仕事をしていればいつかは認めら
れる。皆さんにも将来ぜひ良い仕事をしていただきたい。

　日韓の長い交流の歴史の中で、お互いの言葉を習おうとす
る真摯な努力があったことをここで強調しておきたい。言語は
思考と密接な関係があり、人間は言語を手がかりに外界の事
物を把握し概念化していると言える。言語こそはすべての文
化の基礎であり、言葉を習うことによって相手の国の人々の考
え方や文化の基礎を理解することができる。幸い、現代の韓
流ブームは単にドラマ等の文化的作品を好むだけでなく言葉
を学び、隣国の人々と交流するレベルにまで深まっている。
語学学習・交流と相互理解の深度には高い相関性があること
は社会言語学の研究によって立証されているところである。
学術・文化の分野や一般市民レベルでの交流の拡大、そして
お互いの言語を学ぶ努力の積み重ねによって友好と相互理解
を深めていきたいと思う。
　最後に、「龍飛御天歌」という李王朝の賛歌を紹介してお

きたい。15世紀中ごろに作られたものだが、古いハングルで
このように書かれている。「深く根ざした樹木は、風に遭って
も揺れ動かないので、花が美しくたくさんの果実を結ぶ」。こ
のように、日韓の交流を地道に続けて友好と相互理解の根が
さらに深まっていけばと願っている。

梅田博之評議員には、2007年１月10日に、一般の方々を対象とした「日韓文化交流基金懇談会」において「言葉の学習を
通じた日韓間の交流」と題して講演していただきました。古代から中世・近世を経て現代にいたるまでの日韓相互の言語学習
史と、そこに現れる日韓交流の様相についてお話くださったのですが、講演の最後の部分で、語学学習・国際交流と相互理解
の相関性について述べられた内容を紹介します。

十四代沈壽官 顧問 梅田博之 評議員

プロフィール

1926年生まれ
1964年　十四代沈壽官襲名
1968年　 作家 司馬遼太郎の小説「故郷忘じがたく候」に 

主人公として登場
1989年　 国内初の大韓民国名誉総領事 就任
1993年　 大韓民国大田万国博覧会に 

日本を代表する作家として招待出品
1999年　 大韓民国銀冠文化勲章 受章
2003年　 大韓民国済州道国際自由都市名誉弘報大使 就任
2010年　 旭日小綬章　受章
2019年逝去

1931年生まれ　
1967年　ソウル大学校 東亜文化研究所 客員研究員
1973年　東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
1983年　東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所所長併任
1984年　NHKテレビ･ハングル講座　初代講師（～1990.3）
1991年　大韓民国玉冠文化勲章 受章
1994年　麗澤大学外国語学部教授
1994年　日本言語学会会長
1998年　日本音声学会会長
2003年　麗澤大学学長
2007年　麗澤大学名誉教授・学校法人廣池学園顧問
2019年逝去

十四代沈壽官顧問には、2014年10月21日、日韓文化交流基金が招聘した韓国高校生訪日団の一行を窯に迎え、自らの体
験についてお話くださいました。概要は下記の通りです。

エピソード紹介

鹿児島 沈壽官窯を訪れた韓国高校生訪日団の団員たちに講演される十四代沈壽官顧問

当基金にて開催
された一般市民
向けの講演会で
お話される梅田
博之評議員
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●交流エッセイ● 助成事業紹介

●訪日団との杜の都でのフィールドワーク、KJAF始動
JKAF会長（東洋大学４年） 渡辺 一花

　2019年7月１0日から10日間、日本に滞在した韓国青年訪
日団第1団との交流が12日に宮城県仙台市で行われました。
当日は、JKAFからも仙台在住者だけではなく東北各地から
メンバーが参加し、日韓の大学生がともに民間交流の大切さ
と、2011年3月11日に発生した東日本大震災について考え
直すきっかけになりました。
　その日のプログラムは、まず午前中に東北大学災害科学国
際研究所で防災ツーリズムと福島の食の安全性に関する講義を
受けました。最初はグループ内にぎこちない雰囲気や緊張感が
ありましたが、講義後に、東北大学の学生食堂で昼食を一緒
に取りながらお互いの国に関する関心事について質問し合うう
ちに、少しずつ打ち解けていきました。午後には、東北大学の
キャンパスツアーが行われました。平日の開講日だったため、
韓国側の青年たちが実際の日本の大学や大学生の様子を見な
がら、韓国と違う点や同じ点を見つけることができた良い時間と
なりました。キャンパスツアー後は、各グループが仙台市内に
出てフィールドワークを行いました。多くのグループは仙台の有
名な観光地である青葉城址に行きました。ここには戦国武将伊
達政宗の像があり、仙台市内を一望できる観光スポットです。
あいにく、曇りの天気でしたが日韓の学生ともにその景色に感
動していました。また、「この像は震災では壊れなかったのか？」
「震災発生直後はどんな風だったのか？」と同グループの日本
学生に震災に関する質問をする場面が多く見られました。
　JKAF側の参加者からは「震災を体験した被災者として、
8年経って薄れてしまった３・11の記憶を改めて考えるいい
機会になった。また、韓国人にもっと東北について知ってもら
い、ぜひ訪れてほしいと思った」というコメントと、韓国側か
らは「あまりいいイメージのなかった東北だったが、実際に
訪れてたくさんの魅力を知ることができた」「地震の少ない韓
国ではニュースで見ただけでは実感がわかなかったが、様々
な体験や説明からその残酷さと対策の必要性を感じた」とい
う感想を聞くことができました。原発事故の影響で風評被害
の残る東北地域での様々な経験は、改めて日韓両国のこれか
らについて考える良いきっかけになりました。
　そして今回、東北を訪れた大学生訪日団の団員たちの帰
国後、彼らを中心に、韓国内でも、JKAFと同様のOB・OG
組 織であるKorea Japan Alumni Forum（ 以 下KJAF）
が、８月に設立されました。会長である金龍會（キム・ヨン
フェ）さんは、「日韓の友好促進に貢献するとともに、日本側
のJKAFとも大いに協力していきたい」と意気込みを語ってく
れました。JKAFではこれからKJAFと協力するとともに、日
韓友好のために貢献していきたいと考えています。

●日韓交流おまつりブース出展
JKAF実行委員（和歌山大学３年） 姜 愛 美

　11回目となる「日韓交流おまつり in Tokyo」が9月28、
29日の両日、東京の日比谷公園にて開催されました。JKAF
では、訪日団団員として日本を訪れている韓国の大学生や青
年たちとともに、「韓国の若者と語ろう」と題して、会場を訪
れた一般の方々と日韓に関するテーマについて話し合うブー
スを出展しました。
　JKAFとしては初めてのブース出展でしたが、開催期間中
の2日間で300名を超す方々が訪れました。
　韓国の日常生活から日韓間の歴史問題まで直接議論するこ
とは、メディアなどから間接的に得た韓国についてのイメージ
についてあらためて考え、韓国への理解を深める機会となり
ました。討論の内容などのより詳しいおまつりブースの様子は
次回の広報誌にてご報告します。

※ JKAF（Japan Korea Alumni Forum）：日韓文化交流基金が実施した「大
学生訪韓団」参加経験者からなるOB・OG組織。2018年12月に発足。

東北大学でのプログラムを通して仲良くなった訪日団団員とJKAFメンバーたち

２日間のおまつりでのブース出展を終えて、運営にたずさわった訪日団団員らとともに

「JKAF※×大学生訪日団との交流 in 東北」 ＆
「日韓交流おまつり in Tokyo」 ブース出展
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●交流エッセイ● 助成事業紹介

「福岡インディペンデント映画祭2018」
日本・韓国・台湾の若手・独立系映画人が福岡に大集合！

福岡インディペンデント映画祭　大塚 大輔
　2009年に福岡県を拠点に活動する映像制作者・自主映画
関係者が上映の場を求めて始まった「福岡インディペンデント
映画祭」。2010年からは本格的に作品公募を始め、2018年に
は157本の作品が集まり全作品を上映する、国内有数の独立
系映画祭へと成長した。
　海外の独立系映画祭・映画制作者との交流も積極的に進め
ているが、中でも韓国・釜山の独立映画界とは2010年以降、
継続して密接な交流を続けている。
　今やアジア映画界の中心地となった釜山では、若い才能の
作品発表の場として様々な独立系映画祭が開催されている。
福岡は、釜山からわずか200キロほどという地の利を活かし、
釜山国際短編映画祭、釜山独立映画祭、釜山インターシティ
映画祭などと人材・上映交流を活発に行ってきた。
　そのような映画祭交流がベースの韓国の若手・独立系作品
のプログラムは、当映画祭の目玉イベントのひとつでもある。
2018年は、2016年に海外出身監督として初めてグランプリ
を受賞したヒョン・スルウ監督の短編特集と、釜山独立映画
祭・釜山インターシティ映画祭からの招待上映を行い、一般観
客に加え、来場する日本の出品者たち、台湾からのゲストも参
加し、会場は大いに賑わった。日本や台湾の若手監督にとって
韓国は「映画先進国」であり、制作や資金調達のシステム、考え
方や技術に強い関心を持っているためだ。
　一方、韓国の若手映画人たちは、映画祭の固定ゲストでも
ある犬童一心監督との出会いも楽しみにやって来る。監督の

『ジョゼと虎と魚たち』『メゾン・ド・ヒミコ』は、韓国で日本映画
のマスターピースとなっているため、犬童監督に自作の感想を
尋ねたり、積極的に話しかけたりする姿が今回も見られた。

　ヒョン・スルウ監督は『バッカス・レディ（原題:죽여주는 여

자）』といった商業映画の助監督も務め、時には俳優にもなる
など、マルチな才能を発揮する韓国独立映画界の人気者だ。
2016年のグランプリ受賞作『アレルギー（原題:병구）』、『そ
れは牛のフンの臭いだった（原題:그 냄새는 소똥냄새였어）』

『彼女の別れ方（原題:그녀의 이별법）』の3本を上映したが、

どれもコメディー要素が強く、特に後半の2本は韓国ドラマの
定番ともいうべき手法やSNSの自撮りマニアを面白おかしく皮
肉った描写が次 と々飛び出し、会場は爆笑に包まれた。
　韓国でも日本でも、独立・自主映画はアート系作品が重視さ
れる傾向にあるが、ヒョン・スルウ監督のシンプルな発想を高い
技術力で楽しい作品に仕上げる力は、作り手にとっても新鮮に
映ったようだ。2016年の映画祭でも犬童一心監督が絶賛した
ように、今後が楽しみな才能の筆頭である。
　釜山独立映画祭と釜山インターシティ映画祭からは、『十
月の梅雨（原題:시월의 장마）』（監督:イ・ギナム）、『母と風景

（原題:엄마와 풍경）』（監督:キム・ミングン）、『家の中の家の
中の家（原題:집 속의 집 속의 집）』（監督:ジョン・チャンヨン）、

『September（原題:9월）』（シン・ナリ）の4本を招待上映した。
　どの作品も個性と熱意にあふれる力作だったが、中でも驚き
と共感を呼んだのは、娘の父親に対する嫌悪感、そして何とか
理解しようともがく姿をセルフドキュメンタリーにした『母と風
景』だった。「なぜ自分はこんな父の子に生まれたのだろう」とい
う多くの人が経験する疑問と葛藤を、自らの生活と共にさらけ
出していき「他の思春期・青年期を描く劇映画やマンガより更
に踏み込んでいる」と評価された。
　2019年は、『息もできない』『あゝ 、荒野』など、監督・俳優とし
て国際的に活躍する韓国独立映画界の星・ヤン・イクチュンさ
んをゲストに迎えたが、2020年は再び若手の独立映画関係者
を招待する。私たちは今後も釜山との交流を重視し、日韓の映
画人が互いに刺激を受け合えるプログラムを実践し続ける所
存だ。

犬童一心監督
（写真左）と
ヒョン・スルウ
監督

各地域（福岡・韓
国・台湾）の上映
プログラムを紹介
し た2018年 映 画
祭のパンフレット

大塚 大輔（おおつか だいすけ）

1980年生まれ。大分県出身。大阪外国語大学・朝鮮語
専攻卒業。在学時は日韓学生フォーラムで活動。2011
年から福岡インディペンデント映画祭に関わり、コンペ
審査や韓国作品の選定、トークMC・通訳などを担当。
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本号では、2019年4月1日から7月31日までの実施事業を紹介します。

訪日団
団体名 団長 計 男 女 期　間 主な訪問先

日韓学術文化交流事業
訪日団
（第1団）

金昌銀（キム・チャンウン）
国立国際教育院　教育研究官 40 15 25

6/5 ～
6/14

大阪府寝屋川市立池田小学校、大阪府寝屋川市
立第十中学校、愛知県瀬戸市立道泉小学校、愛知
県立安城高等学校、兵庫県神戸市、和歌山県（和歌
山市、西牟婁郡、東牟婁郡）、三重県（鳥羽市、伊勢
市）、愛知県名古屋市

日韓学術文化交流事業
訪日団
（第2団）

李根浩（イ・グンホ）
坪村経営高等学校　校長 39 18 21

韓国大学生訪日団
（第1団）

李悠（イ・ユ）
江原大学校　経営会計学部　教授 40 15 25

6/26 ～
7/5

西南学院大学、九州大学、長崎大学、長崎外国語
大学、佐賀県（唐津市、西松浦郡有田町、鹿島市）、
長崎県長崎市、熊本県熊本市韓国大学生訪日団

（第2団）
宋明錫（ソン・ミョンソク）
国立国際教育院　国際交流協力部長 39 12 27

韓国青年訪日団
（第1団）

張良光（チャン・ヤングァン）
カトリック大学校　東アジア言語
文化学部　助教授

36 16 20
7/10 ～
7/19

東北大学、宮城県（仙台市、宮城郡松島町、牡鹿郡
女川町、石巻市、本吉郡南三陸町）、岩手県（陸前高
田市、釜石市、遠野市）、北海道札幌市

韓国青年訪日団
（第2団）

李世鎬（イ・セホ）
咸平ゴルフ高等学校　日本語教師 29 7 22

7/24 ～
8/2

大東文化大学第一高等学校、新潟県立高田高等学
校、群馬県（富岡市、渋川市）、新潟県上越市、富山
県富山市、石川県金沢市

日韓学術文化交流事業
訪日団（第1団～２団）
小学生との交流

韓国大学生訪日団
(第1団～２団)
被爆体験講話（被
爆の実相と核兵
器の問題に対する
理解）

日韓学術文化交流事業
訪日団（第１団～２団）
防災センター視察と津
波避難体験

韓国大学生訪日団
(第1団～２団)
日本の大学生との
意見交換会

日韓文化交流基金事業報告

　  青少年交流事業1
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韓国青年訪日団（第2団）
ホームステイ終了後、ホ
ストファミリーとのお別れ

韓国青年訪日団（第1団）
震災遺構「高野会館」
視察

　6月7日の第81回理事会、6月28日の令和元年度定時評議員会において、平成30年度決算が承認されま
した。

　日韓文化交流基金は1983年の設立以来、両国国民間の相互理解と信頼を深めるため、青少年交流をは
じめ数多くの事業を実施してきました。賛助会員制度により、趣旨にご賛同いただける多くの方々のご支援
を賜りました。記してここに感謝いたしますとともに、助成事業や講演会開催など、さらに事業の活性化を
図るため尽力してまいります。

　  第81回理事会・令和元年度定時評議員会2

　  日韓文化交流基金賛助会員制度3

●特別会員（4名）
小野正昭（3）  金春美（3）  楢﨑正博（3）  渡辺浩（3）

●個人会員（59名）
青野正明  朝倉敏夫  阿部孝哉  安倍誠   飯島渉
李炯喆   石川武敏  磯崎典世  稲葉真岐子  林在圭
内田富夫  梅田博之  及川俊男  大竹洋子  生越直樹
河村建夫  菅野修一  姜英淑   木畑洋一  木宮正史
小林直人  小針進（2）  高麗文康  坂井俊樹  阪田恭代
櫻井浩   酒勾康裕  佐藤俊行  鮫島章男（2）  澤岡泰子
宍戸秀行  柴公也   社会福祉法人陽清学園 柴田昌子 上保敏   白川豊
高田加代子  田中正敬  都恩珍   中尾美知子  中塚明
中山めぐみ  西澤豊   芳賀徹   波田野節子  墨の美術館 濱﨑道子
浜之上幸  日本民芸館館長 深澤直人 福原裕二  藤田昭造  藤本幸夫
堀泰三   前田二生  馬定延   松井貞夫（2）  實生泰介
茂木敏夫  山根真理  余田幸夫  和田とも美

●法人会員（2団体）
学校法人城西大学（10） 和光物産株式会社（5）

2018年度賛助会員リスト （五十音順、敬称略。カッコ内の数字は２口以上の口数）
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表紙写真紹介 韓国の若者と語ろう
「日韓交流おまつり in Tokyo」の当基金ブースにて、今回学生たちのアイデアで初めて行われた
企画「韓国の若者と語ろう」で語り合う日韓の若者たち

ガイドブックを制作した訪日団参加者のコメント

ステッカーを制作した
訪日団参加者のコメント

▶訪日プログラム アクション・プラン事例の紹介

　「防災ツーリズム」というテーマで行われた9泊10日間の訪
日研修は、涙と笑顔がまじる特別な経験の連続でした。宮城、
岩手両県内４ケ所の被災地を訪問しながら最も印象に残った
のは、出会った被災者全員が、「語り継ぐ」、「風化させない」と
話していたことです。私たちは訪日中に見て、聞いて、感じたこ
とを記録に残し、広く人々に伝えていくために、冊子を作りまし
た。この冊子は、韓国の大学生に利用されているオンラインコ
ミュニティ上で利用者に無料で提供する予定です。

　今回の訪日テーマ「防災ツーリズム」を通じて得た人との縁や聞いた話は、この夏の体験を忘れら
れないものにしてくれました。奇跡の一本松、女将さんの明るい笑顔、自然の美しさを感じさせる遠
野の河童、三陸特産のホタテを使った美味のホタワカ御膳。これらを一個人の思い出として残すので
はなく、ステッカーにすることで多くの人々に私たちの経験を伝えたいと思いました。今後も日本に関
する活動を行いながら、このステッカーを利用して私たちの活動を広報する予定です。

東日本大震災被災地への復興支援に関する取り組みとして、「防災ツーリズム」をテーマに、今年7月
に実施した韓国青年訪日団（第1団）の参加者たちが、アクション・プランの一環として、東日本大震災
被災地の訪問ガイドブック「東日本大震災・その日の記憶」とイラストステッカーを作成しました。

制作に携わった参加者たちのコメントとあわせてそれぞれ紹介します。
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