
主 催： 在北海道外国公館・通商事務所等協議会／ Hokkaido Consular and Foreign Trade Corps 
  ≪協議会構成員≫ 

       （外国政府公館）  在札幌アメリカ合衆国総領事館  在札幌大韓民国総領事館  在札幌ロシア連邦総領事館  在札幌中華人民共和国総領事館   

             在札幌オーストラリア領事館  カナダ政府札幌通商事務所  （建制順） 
     （名誉領事館）    在札幌インドネシア共和国名誉領事館  在札幌フィンランド共和国名誉領事館  在札幌ドイツ連邦共和国名誉領事館  在札幌チリ共和国名誉領事館   在札幌カナダ名誉領事館 

                  在札幌スペイン国名誉領事館  在札幌リトアニア共和国名誉領事館  在札幌メキシコ合衆国名誉領事館  在札幌ニュージーランド名誉領事館   在札幌フランス名誉領事館   

                  在旭川ラトビア共和国名誉領事館  在釧路ベトナム社会主義共和国名誉領事館  在釧路ミクロネシア名誉領事館  在札幌グアテマラ共和国名誉領事館 

                  在札幌アイルランド名誉領事館   在札幌デンマーク王国名誉領事館  在札幌モンゴル国名誉領事館  在室蘭パプアニューギニア名誉領事館  在札幌タイ王国名誉領事館 

                  （建制順）  

     （行政機関等）     北海道、北海道経済産業局、札幌市、（公財）札幌国際プラザ 

           （事務局）       （公社）北海道国際交流・協力総合センター（ＨＩＥＣＣ） 

                                                                                                                                              

共 催： （公社）北海道国際交流・協力総合センター ／ HIECC （Hokkaido International Exchange and Cooperation Center） 

後 援： 北海道、北海道経済産業局、札幌市、（公財）札幌国際プラザ 

≪お問合せ≫  

在北海道外国公館・通商事務所等協議会／事務局 （HIECC） 

TEL： 011ー221ー7840  FAX： 011－221－7845  Email： exch@hiecc.or.jp  URL： http://www.hiecc.or.jp 

開催期間： 平成29年11月8日（水）～ 10日（金） 

会  場： 札幌駅前通地下歩行空間 北３条交差点広場（西） 

イベント 日    時 会   場 

オープニングセレモニー 平成29年11月8日（水） 13：15 ～ 

札幌駅前通地下歩行空間 

北３条交差点広場（西） 
展示・ＰＲ展 平成29年11月8日（水） ～ 10日（金） 

文化紹介パフォーマンス 平成29年11月8日（水） ～ 10日（金） 

 International Week とは．．． 

 在道の外国政府公館及び名誉領事館等が連携し、各国の文化などについて紹介するため、展示・ＰＲ展、 

 文化紹介パフォーマンス等を行うとともに、道民の皆さまに総領事館等を身近に感じていただき、各国 

 の総領事等と交流する機会を設定し、異文化理解や国際理解を促進するイベントです。 



公館名 
在札幌アメリカ 

合衆国総領事館 

在札幌大韓民国 

総領事館 

在札幌ロシア 

連邦総領事館 

在札幌中華人民 

共和国総領事館 

在札幌フィンランド 

共和国名誉領事館 

在札幌スペイン国 

名誉領事館 

在札幌モンゴル国 

名誉領事館 

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ名 ハワイアンダンス 

① テコンドー 

  ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ 

② 平昌オリンピック 

   大会PRイベント 

バレエ 二胡演奏 カンテレ フラメンコ Mongolian Spirit 

所要時間 ３０分 ① ２０分  ② ４０分 ２０分 ３０分 ３０分  ２０分 ３０分 

演者等 ナープア・オ・カウアイ  

① 北海道 

     テコンドー協会 

 

② MC 桜庭 有紀子 

インターナショナル ・ 

ダンスカンパニー 
中華二胡学院 

カンテレあんさんぶる

「みゅう」 

小角 典子 

フラメンコ 

舞踊研究所 

北海道モンゴル 

交流協会 

内容詳細 

ハワイアンダンス 

「フラダンス」としてよく知

られているハワイのダン

スです。ハワイ語では｢フ

ラ｣が踊り・ダンスという

意味なのです。かつて

ハワイのカラカウア王

が、『フラは心の言葉で

あり、ハワイアンの鼓動

である』が言ったように、

美しい振りつけは、すべ

て言葉とつながっていま

す。フラは、神に捧げる

神聖な踊りでもあり、歴

史や出来事、人々の

想いを伝える踊りでもあ

ります。 

札幌でフラダンスを教え

る、堀合幸江さんと生

徒さんたちのグループ、

「ナープア・オ・カウアイ」

の皆さんに、古典フラメ

ドレー、スローな現代フ

ラからアップテンポな曲ま

で、ハワイの楽器を使っ

た曲も交えて披露して

いただきます。  

 

 

 

テコンドー Demo 

テコンドーは韓国の国

技で2000年シドニーオ

リンピックより正式 種

目になりました。世界に

約7,000万人のテコン

ドーファミリーが活動して

いる国際的なスポーツ

で脚光を浴びていま

す。 

北海道テコンドー協会

で切磋琢磨している生

徒たちによるミット蹴り、

プムセ(型)、板割などダ

イナミックなテコンドーの

けり技をご披露致しま

す。 

 

平昌オリンピック 

大会PRイベント 

来年、開催される

2018平昌冬季オリン

ピック・パラリンピック大

会の成功を祈念し平

昌五輪に関する案内

と、開催地である平昌

(ピョンチャン)市と江陵

(カンルン)市のＰＲ、五

輪ライセンスグッズが当

たる抽選会を開催しま

す。 

バレエ 

≪ロシアバレエの魅力≫ 

・ ファラオの娘 

・ エスメラルダ 

・ フランス人形 

・ キトリ 

・ 人形の精 

・ パキータソリスト 

・ リーズ 

・ サタネラ 

・ フロリナ 

・ キュービット 

 

 

 

 

 

 

二胡演奏 

中国の弦楽器。胡琴の一

種。六角筒形・円筒形な

どの木製の小さな胴の片

面に蛇皮(じゃび)を張り、長

さ約80センチの木製の棹(さ

お)を貫通させ、2本の金属

弦を張ったもの。馬尾の弓

で擦奏する。 

 

 

【予定楽曲】 

 ・月芽五更 

  ・光明行 

 ・瑤族舞曲 

 ・空山鳥語 

 ・賽馬 

 ・花は咲く 

 ・シルクロード 

カンテレ演奏 

カンテレはフィンランドに2000

年以上も前から伝わる民

俗楽器。弦数は５弦～４

０弦まであり、大別すると

小型、中型、大型カンテレ

の３種類がある。今回のス

テージでは、小型、中型カ

ンテレのアンサンブルを演奏

します。 

【予定楽曲】 

・イエバンポルカ 

・カレリアのポルカ 

・スオメンマー 

・フィンランディア  

       （予定） 

 

◆ 曲の合間には、独

立100周年を迎えるフィ

ンランドの紹介も予定 

フラメンコ 

フラメンコは世界中で

知られているスペインの

伝統芸能です。 

独特の手や足の動きが

あり、様々な手法で感

情を表現します。 

【予定演目】 

・ エスパーニャ ･ 

   カーニ 

・ タンゴ ・ デ ･  

   グラナダ 

・ セビジャーナス  

 

 

 

 

 

 

 

「小角典子フラメンコ舞

踊研究所」 

北海道ではじめてのフ

ラメンコ教室として1978

年に開設。 

札幌を拠点に各地でフ

ラメンコの芸術性を紹

介し続ける。 

モンゴルの紹介 

・ビデオ紹介 

 

モンゴル舞踊 

馬のギャロップ、ジャン

プなど馬の動きを豊富

に採り入れ、腕の大胆

な動きや、手首と肩の

コーディネーションを重

視した踊りである。 

 

 

 

 

 

 

モンゴル相撲 

「ブフ」と呼ばれる総合

格闘技のことで、日本

相撲との違いについて

説明 。 

 

馬頭琴の演奏 

馬頭琴を弾くと、その

家に幸が訪れると考え

られていて、宴会やお

祝い事で演奏される。 

 

民族衣装の説明 

民族衣装のことをデー

ルといい、乗馬のときに

足が開き、乗馬しやす

くなっている  

【文化パフォーマンス概要】 

11月8日（水） 11月9日（木） 11月10日（金） 

15：00 中国総領事館 13：00 フィンランド名誉領事館 13：30 アメリカ総領事館 

17：00 ロシア総領事館 14：10 スペイン名誉領事館   

17：40 モンゴル国名誉領事館 15：00 中国総領事館   

18：00 韓国総領事館 ① 18：00 韓国総領事館 ②   

【文化パフォーマンス・タイムテーブル】 

各国総領事館等 各国名誉領事館 

在札幌アメリカ合衆国総領事館 在札幌中華人民共和国総領事館 在札幌チリ共和国名誉領事館 在札幌グアテマラ共和国名誉領事館 

在札幌大韓民国総領事館 在札幌オーストラリア領事館 在札幌スペイン国名誉領事館 在札幌モンゴル国名誉領事館 

在札幌ロシア連邦総領事館 カナダ政府 札幌通商事務所 在旭川ラトビア共和国名誉領事館 在室蘭パプアニューギニア名誉領事館 

【展示・PR出展公館等】 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=125br4cu3/EXP=1376027771;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVEg2TngwRHlpREs1SWxKaS1CeU1WbE9FVzBybW5GZUNIbThkaWtzOEVMREVJT0lLN3NLWmhISERrBHADNUxxTTZJT2gEcG9zAzkEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/www.ginza010719.jp/photo_cour

