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（１）中国関連の動き 

 

■「黒竜江省・中国文化紹介イベント」の開催 

９月２５日（日）、北海道と中国・黒竜江省の友好提携 30 周年を記念し、道民の皆様に北海道の

友好提携地域である黒竜江省について、より知っていただくためのイベント「黒竜江省・中国文化紹

介イベント」を開催しました。 

当日は、二胡アンサンブル「梅花（メイホア）」の皆様に中国伝統楽器で演奏いただいたほか、札

幌大学孔子学院の大沼先生及び生徒の喜多さんによる歌謡の披露、道庁国際課の国際交流員である葛

強（かつ・きょう）さんによるセミナーを開催しました。 

天気もよく、会場の席に座りきれないほどのお客様に来場いただき、盛況に終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

喜多さん（左）と大沼先生（右）    梅花による演奏       葛国際交流員によるセミナー      

 

～ご来場ありがとうございました～ 
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■ 札幌大学孔子学院設立１０周年記念式典の開催 

１０月１５日（土）、札幌大学において、札幌大学孔子学院設立１０周年記念式典・祝賀

会が開催されました。 

孔子学院は、中国政府が世界の大学と共同で設置・展開している、中国語と中国文化に関

する教育機関です。 

札幌大学孔子学院は、広東外語外貿大学をパートナー校として、２００６年１１月に日本

で５番目、北海道で初の孔子学院として誕生しました。 

本年は設立１０周年を記念し、札幌大学構内において記念式典・祝賀会を開催したほか、

「広東外語外貿大学芸術団日本公演」が札幌市、倶知安町、仙台市、東京都において計５回

開催されました。 

     

学校法人札幌大学 太田理事長による式典での挨拶    広東外語外貿大学芸術団による公演 

 

■ 「全日本中国語スピーチコンテスト北海道大会」の開催 

１０月２３日（日）、かでる２・７（札幌市）において、北海道日中友好協会が主催する

２０１６年度「全日本中国語スピーチコンテスト北海道大会」が開催されました。 

このコンテストは、北海道日中友好協会が主催するもので、「暗誦の部」、「朗読の部」、

「弁論の部」の３部門に分かれており、合計１９名の参加申込みがありました。 

暗誦の部は三塚夕貴さん（北海商科大学）、朗読の部は滝田裕子さん（主婦）、弁論の部

は石田誠さん（札幌大学）がそれぞれ優勝しました。 

 なお、弁論の部で優勝したさん石田誠さんについては、来年１月に東京で開催される全国

大会に、北海道代表として出場することが決定しました。 

審査は、審査員長に札幌大学孔子学院の高瀬奈津子副学院長、審査員は中国総領事館の張

毅（ちょう・き）教育担当領事、札幌丘珠高校の佐藤英三子教諭が担当し、講評が行われま

した。 
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■高橋知事の中国・黒竜江省訪問 

１１月１７日（木）～１９日（土）、北海道と黒竜江省の友好提携３０周年を記念し、今

後の両地域の友好関係を一層緊密なものとするため、高橋知事をはじめとする北海道訪問団

が黒竜江省の省都であるハルビン市を訪問しました。 

現地はマイナス１０度を下回る寒さでしたが、地下鉄が延伸し、高層ビルが建ち並ぶハル

ビン市内は、５年前、１０年前に比べて急速に発展を遂げているという印象を受けました。 

今回は、現地で行った行事等をご紹介します。 

 

 

遠藤議長をはじめとする北海道議会訪問団と共に、道議会副議長にあたる黒竜江省人民代表大会常

務委員会の符鳳春副主任を表敬訪問しました。 

北海道議会と黒竜江省人民代表大会常務委員会は、１９８４（昭和５９）年から相互に交流し、訪

問を重ねてきたところですが、今回の訪問では、これまでの交流の重要性を再確認し、黒竜江省と北

海道の友好提携３０周年を契機に、相互理解を更に深め、互恵協力を深化させていくことを確認しま

した。 

       

   遠藤議長（左）と符鳳春副主任（右）     高橋知事（中央）と３人で記念撮影 

 

 

黒竜江省人民政府の陸昊省長を表敬訪問しました。 

陸昊省長からは、両地域の友好関係は、両地域の経済や社会の発展による人民の幸福が根幹にあり、

観光や経済など、多方面で協力を続け、両地域の更なる発展をめざしていきたいとのご提案がありま

した。 

高橋知事は、これまで 30 年にわたる深い交流の成果を踏まえ、今後 10 年、20 年先を見据えた

更なる交流をしていきたいと応じ、両地域の協力･交流促進に向けて認識を共有することができました。 

      

              高橋知事（左）と陸昊省長（右） 

黒竜江省人民政府 陸昊（りく・こう）省長への表敬訪問（11/18） 

黒竜江省人民代表大会常務委員会 符鳳春（ふ・ほうしゅん）副主任への表敬訪問（11/17） 
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北海道と黒竜江省は、友好提携を締結して以来、交流の指針となる覚書を５年ごとに締結し、多方

面での交流を進めてきました。今回締結した覚書には、これまでの交流に加え、若い世代の交流や、

経済分野、観光、高齢者福祉、環境技術といった、両地域にとって関心の高い分野も盛り込まれまし

た。この覚書を元に、今後も更なる交流促進や両地域の発展を図っていくことを確認しました。 

    

                   覚書調印式の様子 

 

 

 

北海道庁では、人的交流の一環として、1993（平成 5）年から、友好提携地域である黒竜江省か

ら国際交流員を受け入れており、これまで２２人もの皆さんに国際課で勤務いただいています。 

今回は３０周年を記念して懇談会を開催し、これまで道庁で国際交流員として勤務いただき、現在

黒竜江省で活躍されている８名の元交流員の皆様と懇談会を開催しました。 

札幌時代の懐かしいエピソードや今後の黒竜江省と北海道の交流拡大に向けた意見などをいただ

きました。 

 

元国際交流員との懇談会（11/18） 

３０周年の覚書の調印（11/18） 

【北海道・黒竜江省友好提携３０周年覚書概要】 

両地域の友好提携が３０周年を迎えるに当たり、双方は、友好の信念を大切にし、互恵協力を堅持しながら草の根

交流の大切さを認識するとともに、友情と信頼を一層深め、次の事項について、更なる交流と協力を促進すること

により、相互利益の拡大と、日中両国の親善に貢献することを誓い、本覚書を取り交わすこととする。 

１ 自然災害の際の的確な情報伝達に努める 

２ 両地域の橋渡し役となる人材の育成に努める 

３  経済、観光、環境、科学技術及び医療・福祉分野などでの情報交換や人的交流を促進し、両地域間の積極的 

かつ実質的な交流の拡大に向けて努力 

４  住民レベルでの交流を一層促進し地域の課題解決や、学術、文化、教育などの充実と発展に向けて努力 

参加者（左から順） 

江晶瑶 黒竜江大学東語学院教師 

邢 黎 ハルビン理工大学外国語学校日語系教師 

李暁娜 黒龍江大学国際文化教育学院留学生事務室主任 

秦麗娜 黒龍江大学日語系講師 

朱星和 黒龍江省翻訳協会副秘書長 

高橋知事 

黄巧亮 黒龍江大学パブリック外国語学部 

張修志 ハルビン師範大学日語系助教 

張宇 黒竜江省外事弁公室副処長 

窪田総合政策部長 
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黒竜江大学において、黒竜江省と北海道の両地域で関心が高く、将来を見据え、新たな交流が期待

される「観光」、「青少年・大学交流」、「高齢者福祉」、「環境保全技術」をテーマとしたセミナ

ーを開催しました。当日は、行政、企業関係者、大学関係者など約２５０名の方々にご来場いただき

ました。 

また、セミナー会場には、黒竜江大学の皆さんにお手伝いをいただき、北海道ブース（観光・留学・

観光技術）を設置し、来場者の皆様に北海道の魅力を PR しました。 

 

 
黒竜江省外事弁公室 

王英春(おう・えいしゅん)副主任 

開会にあたり、 

元国際交流員でもあ

る黒竜江省外事弁公

室の王副主任からご

挨拶いただきました。 
 

基調講演 

高橋はるみ知事 

高橋知事から、 

「北海道と黒竜江省

の絆～さらなる交流

の拡大に向けて～」

というテーマで講演し

ました。 

講演① 北海道観光振興

機構 

堰八義博会長 

北海道観光振興機構

の堰八会長から、 

「北海道観光の魅力」

というテーマで、観光

分野の交流について

講演いただきました。  
講演② 北海道大学 

国際連携機構野澤俊敬特任教授  

中国文学がご専門

である北海道大学の

野澤特任教授から、 

「北海道大学の紹

介」というテーマで、

留学に関する講演を

していただきました。 

 
講演③ つしま医療福祉グルー

プ 対馬徳昭代表 

つしま医療福祉グル

ープの対馬代表から、 

「これからの高齢者介

護について」というテー

マで、高齢者福祉分

野での交流に関する

講演をしていただきま

した。 

 

講演④ 

北海道経済部国際経済室 

尾形和則室長（写真左） 

北海道環境保全技術協会 

謝明明（しゃ・めいめい）技術委員 

北海道庁経済部の

尾形国際経済室長

及び北海道環境保

全技術協会の謝技

術委員から、 

「北海道の環境技術

について」というテー

マで、講演いただき

ました。 

 

会場には各ブースを

設置し、観光、留学、

環境技術等に関する

資料を展示しました。 

 

当日はたくさんの方

にご来場いただきま

した。 

北海道・黒竜江省友好提携３０周年記念セミナーの開催（11/18） 
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今回の訪問や３０周年記念に合わせて、次のイベントが開催・実施されました。 

・阿部典英と北海道芸術家展２０１６ 

開 催 日：１０月３日（月）～１１月４日（金） 

開催場所：ハルビン市黒竜江省美術館 

主 催 者：黒竜江省美術館・現代美術／ハルビン交流展実行委員会 

内 容：北海道の美術家１０名による国際美術展を開催するとともに、北海道から美術家等を派

遣し、黒竜江省の美術家との交流を実施。 

 

・北海道・黒竜江省国際交流美術展２０１６ 

開 催 日：１０月３日（月）～１１月４日（金） 

開催場所：ハルビン市黒竜江省美術館 

主 催 者：北海道文化団体協議会・黒竜江省美術館 

内 容：黒竜江省及び北海道の美術家作品による美術展を開催するとともに、北海道からも美術

家等を派遣し、黒竜江省の美術家との交流を実施。 

 

・ハルビン・ジャパンデイ 

開 催 日：１１月１８日（金）午前 

開催場所：黒竜江大学 

主 催 者：在瀋陽日本国総領事館 

内 容：日本文化及び北海道への理解を深める目的で、北海道大学と中国との交流、空手の演武、

生け花実演などを実施。 

 

・旭川観光プロモーション 

開 催 日：１１月１７日（木）～１８日（金） 

開催場所：ハルビン市内 

主 催 者：あさひかわ観光誘致宣伝協議会 

内 容：旭川市と友好提携を結んでいるハルビン市にお

いて、旭川市の観光ＰＲを実施。 

 

・環境技術商談会・企業視察会 

開 催 日：１１月１７日（木）～１８日（金） 

開催場所：シャングリラホテルハルビン 

主 催 者：北海道経済部、札幌市 

内 容：道内企業・技術の販路拡大を図るため、環境技術に係る現地企業との商談会を実施。商

談会終了後には、現地企業及び政府機関の視察会を開催。 

 

・北海道青少年中国派遣事業 

実 施 日：１１月１６日（水）～２３日（水） 

場 所：ハルビン市、上海市、北京市 

主 催 者：北海道国際交流・協力総合センター（HIECC） 

内 容：道内在住者７名が中国（ハルビン市、上海市、北京市）を訪問し、大学や企業、市内を

視察したほか、北海道・黒竜江省友好提携 30 周年記念式典に参加。 

他団体開催イベント 
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■上海市における北海道米のプロモーション 

１１月１９日（土）、高橋知事が上海市において、

ホクレンの佐藤会長とともに北海道米「ゆめぴりか」

の販売促進プロモーションに参加しました。 

会場となった CitySuper には多くの方々にお集ま

りをいただき、「ゆめぴりか」を使った海鮮丼を提

供しました。 

「ゆめぴりか」を試食された方々からは大変おいし

いと好評をいただいており、中国への米の輸出拡大

に向けた大きな手応えを感じました。 

地元メディアにも広く取り上げられており、北海道

米に対する関心が広がることを大いに期待しています。 

  

会場の様子 

 

■北海学園大学の皆さんによる動画作成 

北海道と学校法人北海学園では、平成２５年８月に締結した包括連携協定に基づき、北海道広報広

聴課と道内で数少ないマーケティング・広告・広報を研究している北海学園大学経営学部「下村ゼミ」

が連携して、北海道の身近な情報を提供しています。 

本年、北海道と黒竜江省との友好提携３０周年を記念し、下村ゼミの学生さんと、北海道大学大学

院の留学生が協力し、「あなたの知らない北海道～黒竜江省のみなさんへ～」という動画を作成して

くださいました。この動画は、黒竜江省の皆様向けに、知られざる北海道を紹介するという内容で、

北海道の特色ある食べ物（ジンギスカン、毛ガニ、スープカレー）や北海道新幹線などについて北海

学園大学生自身が出演しています。 

完成した動画を１１月１８日（金）に黒竜江大学で開催した「北海道・黒竜江省３０周年記念セミ

ナー」会場で放映したところ、黒竜江大学の学生を中心に足を止めて観てくださいました。 

この動画は、北海道庁インターネット放送局「Hokkai・Do・画」の『北海道×ＨＧＵ．ｃｈ』とい

うページにて公開していますので、皆様ぜひご覧ください。 

ＵＲＬ https://sites.google.com/site/hokkaidouchotv/home/torikumi/hgu-ch 
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■標茶小学校と孟家崗鎮中心小学校との絵画交換（12/15） 

北海道川上郡標茶町の標茶小学校と黒竜江省ジャムス市の孟家崗（モンジャカン）中心小学校は、

両小学校の生徒が描いた絵画交換や、ビデオレターなどによる友好交流を行ってきました。 

今回、北海道と黒竜江省との友好提携３０周年記念事業に併せて、北海道訪問団が標茶小学校の生

徒達が描いた絵を黒竜江省へ持参し、黒竜江省外事弁公室を通して孟家崗中心小学校へ届けました。

孟家崗中心小学校の生徒が描いた絵画は、北海道訪問団が北海道へ持ち帰った後、１２月１５日に標

茶小学校において葛（かつ）交流員が５年生に手渡しました。 

このような交流が、今後も続いていくことを願っています。 

 

  

標茶小学校の体育館で、５年生の皆さんへ絵画を手渡しました 

 

  

葛交流員が黒竜江省について説明したところ、熱心に聞き、クイズにも元気よく答えてくれました  

 

 

 

～小学校同士の交流経緯～ 

 

標茶町の弥栄（いやさか）地区は、旧満州弥栄村からの引揚者により開拓された地区です。 

1988 年には、弥栄地区の住民が訪中団を結成し、黒竜江省のジャムス市孟家崗（モンジャカ

ン）を訪問しました。このことをきっかけとして、北海道標茶町の弥栄小学校と中国・黒竜江省

ジャムス市の孟家崗中心小学校は、1993 年から友好交流を開始し、お互いの学校訪問や絵画の

交換などを行ってきました。 

弥栄小学校は 200７年３月に閉校し、交流は一時中断してしまいましたが、弥栄地区の児童が

通う標茶小学校が意思を受け継ぎ、2011 年の北海道・黒竜江省友好提携 25 周年をきっかけに

再び絵画作品の交換が行われ、今日においても交流を続けています。 
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■インタビューコーナー 

本通信では、北海道で活躍する中国出身の方々を道庁国際課の国際交流員がインタビューし、その

様子をお知らせしています。 

今回は、上述の動画作成（北海学園大学の皆さんによる動画作成）に多大なるご協力をいただいた、

北海道大学大学院留学生の崔鵬（さい・ほう）さんにインタビューを行いました。 

 

 

※【葛】＝ 葛（かつ）交流員、【崔】＝ 崔（さい）さん 

【葛】現在はどのような勉強・研究をなさっていますか？ 

【崔】現在はメディア文化論を専攻しており、日本の映画について研究しています。具体的には、日

本映画における中国人のイメージ（ステレオタイプ）を研究しています。 

例えば１９９０年代の東京を舞台とした映画では、中国人は違法行為が多く法律を守らないな

ど、日本人は中国人に対してマイナスのイメージを持っていることが分かり、ショックを受け

ています。 

 

【葛】アメリカで修士号を取得した後、一から日本語を勉強し、北海道大学大学院に行こうと思った

のはなぜですか？ 

【崔】アメリカでたくさんの日本人の友人ができ、次第に日本へ行きたいと思うようになりました。

ですが、日本語が全く分からなかったため、北京に戻ってから、助監督として映画を撮影する

傍ら日本語学校へ通ったほか、日本人留学生から日本語を学びました。 

留学先については、北京の北海道大学事務所へ訪れたことなどから、北海道大学大学院に決め

ました。北京の地下鉄で小樽の広告を見たことや、「狙った恋の落とし方」という映画で北海

道の景色を知ったことも、北海道へ行きたいと思うきっかけになりました。 

 

【葛】留学先として北海道に来て良かったことは何ですか？ 

【崔】東京や大阪などの大都市より住みやすいことや、北京のような渋滞がなく、交通の便がよいこ

と、食べ物が美味しいことです。また、私は雪が大好きですので、雪が降っているところも魅

力です。 

 

【葛】留学生活で一番つらかったことと楽しかったことは何ですか？ 

【崔】つらかったことは、日本に来たばかりの時期に行ったアルバイトです。中国語と英語が話せる

留学生を対象とした募集があり、接客のアルバイトをしたのですが、店長や先輩の話す日本語

が理解できず、つらい思いをしました。 

楽しかったことは、北海道で息子が産まれたことです。妻の妊娠 5 ヶ月から出産までを撮影し、

「中国人の道産子」というドキュメンタリーを制作しました。この作品は、平成２８年３月に、

「ちえりあ映像フェスタ」で上映されました。 

 

＊＊＊崔 鵬（さい・ほう）さん ＊＊＊ 

北京出身。映画監督になることが夢で、中国伝媒大学

（映画・プロデューサー専攻）を卒業後、サンフラン

シスコのアカデミー・オブ・アート大学（映画監督専

攻）で修士号を取得。北京に戻ってから日本語を学び、

北海道大学文学部へ入学。 

現在は、北海道大学国際広報メディア観光大学院でメ

ディア文化論を学んでいる。 
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【葛】道内で訪れた場所のうち、一番印象深いところはどこですか？ 

【崔】普段は札幌にいますので、札幌は第２のふるさとだと思っています。 

それ以外には小樽が好きです。中学校の頃、岩井俊二監督の「ラブレター」という映画で小樽

を知りました。小樽は中国人の間で「ロマンスの街」という印象が強いと思います。 

 

【葛】留学生活を送る上で大切なことは何だと思いますか？ 

【崔】地元の文化を勉強し、慣れることが必要だと思います。これにより文化やコミュニケーション

における誤解がなくなると思います。また、日本の法律を守ることも大事だと思います。 

 

【葛】そろそろ修士課程を修了して、修士号を取得すると思いますが、これからの進路についてどう

思っていますか？ 

【崔】博士課程へ進み、勉強しながら映画を撮りたい

と思っています。その後は日本で就職し、映画

の研究と制作を並行してやりたいです。 

東京芸術大学の教授をしながら年に１本程度

映画を制作している黒澤清監督に憧れていま

す。厳しい道だとは思いますが、試さなければ

気が済まないという思いもありますので、チャ

レンジしたいと思っています。 

 

 最初に、崔さんは博士前期課程の留学生だと聞いた時、だいぶ年下だろうと思いましたが、実は

４歳差でした。インタビューでは聞きませんでしたが、聞かなくても、妻子持ちの３０代の留学生

の背負っているプレッシャーは想像できます。辛いことは多くあるでしょうが、はっきりとした夢

を持ち、それに向かって頑張っている人は、夢も目標もなくだらだらと流されて生きている人より

、ずっと幸せではないかと思います。崔さんの頑張っている姿に勇気をもらいました。崔さん、こ

れからもぜひ頑張ってださい。ぜひ映画監督の夢を叶えてください。  
 

（３）編集後記 

これまで、「中国ネットワーク通信」により中国関係の話題を配信してきましたが、より多く

の皆様に見ていただきたいという思いから、国際課ホームページにバックナンバーを掲載すると

ともに、当通信の内容をピックアップしてブログでも随時配信していきます。 

○国際課ホームページ 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/network.htm 

○北海道庁ブログ「超!!旬ほっかいどう」 

 http://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

掲載を希望する中国関連の情報がございましたら、是非お寄せください。 

 

【発行】北海道総合政策部国際局国際課国際交流グループ 

          【国際課ホームページ URL】http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

～ 崔 鵬（さい・ほう）さん ～ 

インタビューにご協力いただき、ありがとうございました。 

インタビューを終えて ～ 北海道庁国際課国際交流員 葛 強（かつ・きょう） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/network.htm
http://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/

