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北海道と中国との本格的な交流が始まってから約半

世紀。

交流の歴史は、様々な枠を超え、スポーツや文化、産

業、医療、学術、環境など多くの分野で生まれてきま

した。

過去から未来へと“友好”の絆を紡いできた北海道と中

国の心温まる人と人との交流の記録を10の物語でお伝

えします。

～心を結ぶ花と緑～

～初めて触れた隣の国～

～洋財神・原正市さん～

～引き継がれた学校交流～

～草の根交流からオリンピックへ～

～交流の様々な形～

～映画がつなぐ北海道と中国～

～身近にあった中国とのつながり～

～活躍する留学生達～

～伝統を学ぶ～



02 友好の贈り物は北海道の桜～心を結ぶ花と緑～ 

「日中友好の花を咲かせよう」。1972 年 9月、日中国交正常化を記念して、

中国から日本への贈り物はパンダ、そして、日本から中国への贈り物は、北海

道のオオヤマザクラとカラマツの苗木と決まりました。

北海道遠軽町で大切に育てられた苗木は、40年前に中国各地の公園に植え

られ、今では中国の大地にしっかりと根付き、春には美しい花と緑が彩りを添

えています。

丁寧に育てられた千本の苗木

政府特別機で中国へ

友好の贈り物は北海道の桜
～心を結ぶ花と緑～

国交正常化の実現に向けて、日中間で話し合いが行われていた当時、友好の贈り物は『記念樹』と決まってから、その樹の種類と苗木の手配が慎
重に進められました。
選ばれた樹木は、日本人に広く愛されている『桜』と中国でも植林が盛んで寒冷地に強い『カラマツ』でした。苗木は、記念樹が植えられる予定

の北京市周辺に気候や風土が似ている北海道で育成されたものということになりました。
選ばれたのは遠軽町で苗木づくりを営んでいた佐々木昌太郎さん（故人）の育てた苗木でした。
佐々木さんは、寒冷地では苗木の育成が難しい『カラマツ』のパイオニアでもあり、1966 年の全国苗
畑品評会で農林大臣表彰を受賞するなど、苗木づくりの実績が認められての決定でした。
佐々木さんの長男の雅昭さんが、「政府から正式な要請があってからは、政府や道庁の職員の視察
や細かい打ち合わせが続き大忙し。内密に苗木を選んで、大切に育てる作業を父はコツコツとやっ
ていました」と当時の様子を説明してくれました。「生涯の夢が果たせる」と喜んでいた佐々木さん
の姿が、きちんと整理された当時の写真や資料、新聞記事からも伺えます。

▲苗木を育てた佐々木昌太郎さん

▲政府特別機で中国へ運ばれる苗木

苗木が中国に運ばれる日に向けて、佐々木さんは綿密に丁寧に作業を続けました。飛行機のコンテナの高さに収まるよう、高さ 1.5 ｍから 1.8 ｍ
の 4年生『オオヤマザクラ』と 3年生『カラマツ』から、病害虫がなく、姿、形がそろった苗木を 1,000 本ずつ選びました。植物防疫の関係から根の
土を洗い流し、1本ずつ水苔で根をくるみ木肌が出ないよう、コモむしろで
10本 1束にして包むといった大変な手間がかけられました。
1972 年 10 月 28 日、苗木の生長が停まる時期を待って、緑の友好特使で
ある訪問団 5名の手によって、午前 6時 30 分羽田空港発の政府特別機によ
り北京空港に運ばれました。この日のために丹精こめて苗木を育てあげた
佐々木さんの姿もそこにはありました。
苗木の贈呈式は、翌日の午後 3時から北京市内天壇公園の広場で、北京市
民 1,000 人が参加して盛大に行われました。「日本でのパンダの歓迎と同じ
くらいに大歓迎されました」という佐々木さんのコメントが、当時の新聞に
も掲載されていました。
長男の雅昭さんのご自宅には、輸送の際に苗木の品種を表示した紙が額に
入れて飾られており、「今でも我が家の大切な宝物です」と、語っていました。
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 友好の贈り物は北海道の桜～心を結ぶ花と緑～

花咲く友好の桜
中国に到着した苗木は、
苗畑に仮植されて越冬し、
翌年の春に、北京市や天津
市、瀋陽市、西安市などで
『中日友好の森』として中国
人民の手で植えられ大切に
育てられました。
北京市の玉淵潭（ぎょく
えんだん）公園には、北海道
からのオオヤマザクラ 1,000 本のうちの 180 本が「植えら
れ、今ではそれらを含めて中国内外から植樹された合計
3,000 本の桜が咲き誇る中国随一の桜の名所『桜花園（お
うかえん）』となっています。
公園内に設置された『桜花園』の石碑には〈1973 年友好
のオオヤマザクラをここに植える〉と刻まれています。

玉淵潭公園の桜は、24 年後、さらに大きな友好の花を咲かせることになりました。遠軽町開基 100 年を記念して進められた国際友好の森づくり
事業の一環として、1997 年 2 月に佐々木雅昭さんが訪中し、中国側の許可を得て玉淵潭公園の桜の枝を持ち帰ることができました。里帰りしたオ
オヤマザクラの枝木は、北海道林業試験場でバイオ増殖された後、2001 年、遠軽町の『国際友好の森』に平和 ･友好 ･理解へのメッセージを込めて、
町民約 300 名の参加のもと、植樹されました。
日中国交正常化という大舞台での大きな役割を果たした遠軽町のオオヤマザクラは、再び故郷で『友好の証』として、しっかりと美しい花を咲
かせることとなりました。この桜は『おかえり桜』と呼ばれ、今では遠軽町民をはじめ多くの北海道民に親しまれています。

▲北京の玉淵潭公園内にある『桜花園』の石碑

▲遠軽町の国際友好の森に咲く「おかえり桜」 ▲苗木の選別・梱包に関わったスタッフの
皆さん

▲苗木を届けに出国する佐々木昌太郎さん

▲中国に送る苗木の説明を受ける関係者 ▲苗木の選別作業

▲「苗木は中国に大歓迎されまし
た」と話す長男の雅昭さん
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1977 年 7月 17日午前 8時 30分、ファンファーレが高らかになり、北海道

の青い空に色とりどりの風船が舞い上がりました。北海道と中国の新たな交流

の出発点として、『中華人民共和国展覧会（通称：北海道中国展）』が開幕した

瞬間です。

道立産業共進会場（現在の『北翔クロテック月寒ドーム』）には、開催に向

けて準備を進めてきた北海道と中国の関係者のほか、北海道にやってきた「中

国」を誰よりも早く見ようと2,000 名が参列しました。

中国と北海道が一つになって実現

北海道民の 8人に 1人が来場

北海道に中国がやってきた！
～初めて触れた隣の国～

北海道中国展を開催するにあたっては、北海道と中国の関係者が一丸となって準備を進めました。1972 年 9 月 29 日に実現した日中国交正常化
を機に、あまり知られていなかった隣国である中国について正しく理解し一層の友好交流を進めようと、展覧会の北海道開催を求める声が道内の
各界、各層から上がり、当時の日本国際貿易促進協会北海道総局が 1975 年 6 月に中国国際貿易促進委員会の王耀庭（おう・ようてい）主任に文書
で要請したのが始まりでした。その 1週間後には北海道商工会議所連合会の友好訪中代表団、同年 11 月には北海道市長友好訪中代表団が相次い
で中国を訪問して積極的な要請活動を行い、翌年、王主任から北海道開催の正式決定の通知がありました。
早速、現代中国を北海道に紹介し友好を深めるという目的での開催に向けて、北海道側と中国側との具体的な協議が始まりました。主催は中国
側として、受け入れ側の北海道では『協力会』を発足し準備を進めることとなりました。北海道中華人民共和国展覧会協力会は、札幌商工会議所や、
日本国際貿易促進協会北海道総局をはじめ、道内の主要機関 185 団体が構成メンバーとして参画し、堂垣内尚弘北海道知事（故人）が総裁に就任
しました。

展覧会場の面積は約 56,000 平方メートル。中国らしい赤い大きなゲートが幾重にも設置され、会場内はお祝いと友好ムードにあふれていました。
第 1展示館となったドーム内には、国交正常化を祝う写真や友好の歴史を語るパネルが展示された『日中友好部門』、中国の食料増産の取組の様子
や農林水産業の特産品などが展示された『農業部門』、中国最大の石油コンビナートがある大慶油田をはじめ重工業分野での発展を紹介する『重工
業部門』の 3つのコーナーが設けられました。また、屋外に設置されたアルプス型テントの第 2展示館は、中国伝統の絹織物や日用雑貨・おもちゃ
などが並ぶ『軽工業部門」、象牙細工や木彫・漆器・陶磁器など中国数千年の伝統工芸などを展示する『手工芸部門』、中国画・書・演劇などを紹
介する『文化部門』の 3つのコーナーで構成され、初めて見る中国の伝統的な文化や製品の数々を、来場した道民の多くは興味深くながめていました。
また、会場の敷地内には 570 席からなる映画館が特別に設置され、開催期間中、新しい中国の姿を伝える中国映画が総本数 11 本 94 回にわたり
上映されました。中でも『曲技』や『雲南の動物生態記録』などの作品が人気で、映画館には約10万人が入場し、中国の文化や風景を楽しんでいました。
さらに、〈友好〉の花文字を作った花壇を背景とした『友好の広場』では、開幕式や様々な催しが連日開催され、また、『中国製品展示即売コーナー』

では中国茶や、硯（すずり）や墨などの書道の用具、中国たばこ、漢方薬など中国
ならではの製品が並び、好評を博していました。
開期中は、ちょうど、子ども達の夏休みの期間でもあり、会場はどの日も多くの
家族連れで賑わいました。入場者数は約 3週間で延べ 64 万 2,169 人。北海道民の 8
人に 1人が来場した計算となります。
当時、北海道日中友好協会婦人部に所属し、何度も会場に足を運んでいた菊地栄
子さんは、「会場は連日たくさんの人でにぎわっていました。道民が初めて【中国】
に直接ふれた機会でしたし、私もこの時に買ったシルクの傘や着物をずっと大切
に使っていましたよ」と北海道中国展が多くの道民にとって印象に残る出来事だっ
たことを物語っています。

▲会場を訪れた多くの子ども達
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中華人民共和国展覧会の概要
名　　称　中華人民共和国展覧会

主　　催　中国国際貿易促進委員会

協力団体　財団法人北海道中華人民共和国展覧会協力会

会　　期　1977 年 7 月 17 日（日）～8月 7日（日）

会　　場　北海道立産業共進会場（札幌市豊平区東月寒 271 番地）

入場者数　642,169 人

 北海道に中国がやってきた！～初めて触れた隣の国～

深く心に刻まれた友好
北海道中国展の開会式に向けて来道した中国展訪問団（王耀庭団長）を歓迎する前夜祭で、堂垣内北海道知事（協力会総裁）から、「両国の友好、
交流は単なるムードではなく、不滅の信頼を重ねなければならない。この中国展は新生中国の自力更生を余すところなく紹介するものであり、参
観する道民は多くを学び、理解を深めるでしょう」と挨拶があり、王団長からは「絶大な協力と熱情のこもった歓待を受け、心から感謝する」と答
礼がありました。
訪問団の滞在中の表敬訪問は 93 件 385 名、友好交流は 111 件 2,481 名にものぼり、展覧会の開催に加えこうした精力的な活動により、北海道の
各分野での中国に対する理解と友好が着実に深まった一大イベントとなりました。

▲中国伝統の絹織物の展示

▲子ども達も大歓迎

◀北海道中国展開幕式

▲「謝謝！」観客を見送る肖団長

▲新しい中国の姿を伝える映画館

＜参考資料：中華人民共和国展覧会報告書（財団法人北海道中華人民共和国展覧会協力会編）＞



06 中国に広がる北海道の稲作技術～洋財神・原正市さん～ 

「原先生に来ていただくと、みんな豊かになるそうだ」「『幸せの苗』の作り方

をぜひとも教えてもらいたい」。北海道岩見沢市出身の原正市（はら・しょう

いち）さんが、北海道の稲作技術を中国に伝え始めてまもなく、中国全土から

このような声が沸き起こったと言い伝えられています。

原さんは、中国で『洋財神（ヤンザイシェン）』－（外国から来て富をもたら

せてくれた神様のような人）と、多くの中国人から慕われ、北海道と中国との

友好関係を語る上では欠かすことのできない道民の一人です。

寒冷地の稲作技術が中国に広がる

通じ合う信頼の心と確かな技術

中国に広がる北海道の稲作技術
～洋財神・原正市さん～

原正市さんは、1917 年に、岩見沢市の農家に生まれました。北海道庁に勤務した後、北海道農業協同組合中央会で農業関係の事務を担当してい
た 1979 年に、農業視察団の副団長として初めて中国を訪問しました。
文化大革命から日が浅い頃の中国の農村風景を目のあたりにし、「ほんの少しの技術協力で中国の米の収量は変わるはずだ」と、長年、北海道の
寒さに強い米づくりのための品種改良研究に取り組んでいた原さんに熱い思いが湧きあがりました。退職後の 1982 年、64 歳で北海道黒竜江省科
学技術協会の中国派遣団に加わり、それ以来、2002 年に 85 歳で亡くなる直前まで、中国での稲作指導にその生涯を捧げました。21 年間で訪中し
た回数は 63 回、黒竜江省をはじめ 25 省 151 県をほとんどボランティア活動で訪問しました。
当時の中国の米づくりは、直接田んぼで苗を育てる『直蒔』という方法が主流でしたが、原さんが伝えたのはハウスの中で苗を育ててから田植
えをする日本古来の畑苗移植法でした。最初の指導を行った寒冷地の黒竜江省で、これまでの 14倍の収量をあげたことから、北京などの華北地方、
さらに華中地方、亜熱帯の広東地方まで広がり、最後には海南島に上陸するなど、中国全土の水稲作付面積の 50 パーセント以上で実践され、米が
1300 万トン以上増産されることになりました。

原さんは、技術者であっても気さくで穏やかな人柄で、中国で大変親しまれていました。1979 年に初めて中国を視察した時のことです。土壌を
確かめたいと、靴を脱ぎ裸足になって田んぼに入り、身をかがめて手で土をすくった原さんを遠巻きに見た農民たちから驚きの声があがったと言

われています。泥だらけの原さんの姿に「この人こそ真の農業指導者だ」「真の
技術者だ」という評判が視察団の行く先々にまで伝えられたそうです。
一方、原さんにとっても、中国での指導の中でうれしかった出来事の数々が
今でも伝えられています。当時は米が週に 3度配給される程度の物が少ない時
代でした。視察を終えて、遠慮する原さんの足をぬるま湯でそっと洗ってくれ
た中国人男性が差し出してくれた真っ白なタオルの色は、薄暗い部屋で眩しい
くらいの印象だったと言います。
原さんは、「あの湯の温かさが忘れられない。もう夏を迎えるというのにほ
どよい湯温だったんだよ。言葉の分からないもの同士、湯を通して分かり合え
たような気がしました」と、大きな感動を味わったと伝えられており、原さん
が中国での技術指導に傾倒したきっかけにもなったエピソードとして知られ
ています。

▲中国で稲作指導する原正市さん



07

交流物語「伝えたい、10のストーリー」
北海道と中国の

 中国に広がる北海道の稲作技術～洋財神・原正市さん～

『洋財神（外国から来て富をもたらしてくれた神様）』
原さんが伝えた稲作技術が、中国で急速に普及し収量も格段に増え続けたことから、原
さんには、中国から数々の栄誉ある賞が贈られています。1992 年には、中国の社会開発、
経済、科学技術、教育、文化などの発展に貢献した外国人に与えられる最高の賞である
『中国国家友誼賞』と、李鵬首相からの『栄誉証』が贈られました。さらに、1996年には『中
国国際科学技術合作賞』が贈られています。1998 年 11 月、初来日した江沢民国家主席は、
天皇皇后両陛下との会見や日中首脳会談などの公式行事を終えたあと、北海道を訪問す
ることになりました。中国の農業に大きな貢献を果たした日本の農業者の皆さんと面会
するのが訪問の目的でした。その農業者の中には、水稲技術を伝えた原さんの姿がありま
した。「私が伝えた栽培方法を、中国の北から南まで短い期間で普及できたのは中国の皆
さんのおかげ。私が 81 歳になった今も元気なのは、中国の皆さんの喜ぶ笑顔が見たいと
いう気持ちがあるからです」と原さんは、江主席に説明しました。大きな体格の江主席と小柄な原さんが笑顔でがっちりと握手した姿が印象的でした。
札幌市在住の島田ユリさんは、1999 年、原さんが残した膨大な中国訪問の記録と本人からの聞き取りをもとに、中国での苦労や感動の数々を

綴った著書『洋財神 原正市』を出版しました。また、2009 年には、原さんと生前に交流のあった王虎（おう・こ）さん（元国家外国専家局職員）が、
この本を中国語に翻訳し『待到稲花瓢香時（稲の収穫を待つ時）』という題名で出版しました。この題名は、稲の花の香りが漂う時期を待つ農民の
心を表現したものです。
2009 年、中国建国 60 年を機会に中国国務院や北京大学などの 46 名の選考委員による『中国に最も貢献した外国の専門家 10 人』に、一村一品運
動の提唱者であり、中国で『一村一品運動』を普及させた平松守彦元大分県知事と一緒に、原さんも選出されました。

2012 年 10 月、中国天津農学院科技処長の崔晶（さい・しょう）教授が北海道旭川市にやって
きました。天津市と東京大学との共同プロジェクトに関わり、水稲の食味育種、食味評価及び生
産技術開発に関する研究者です。「昔は収量をどれだけ増やせるかが課題でしたが、今は中国の
国民においしい米を食べてもらいたいと活動をしているのです」と語るこの人こそ、当時原さん
の通訳を担当していた方です。
崔さんは黒竜江省佳木斯（じゃむす）農業学校の卒業生。1983 年頃、原さんの講演会で出会い
ました。崔さんは 1960 年生まれで、原さんとの年齢差は 43 歳。しかし、原さんにとって崔さん
はただの通訳ではなく、同じ志をもった農業研究者であり良きパートナーでした。
崔さんは、原さんをこう評価します。「中国の北方に住む技術者や農家の人達は、先生のことを

とてもよく覚えています。中国で指導を始めた最初の 1～ 2年は『こんなやり方で通用するのか』と、あまり期待されていなかったのですが、実績が
出るにしたがってだんだん認められるようになりました。自分の方向性を変えずに続けていき、実を結んだ原先生の行動を見て、中国人は日本の農
業技術者の真剣さや仕事に向き合う志を高く評価しています」。
原さんは、崔さんの日本留学時代には、飲めない酒を酌み交わしたり、卒業後も天津での米づくりに取り組む崔さ
んを応援したりして、交流を続けていました。2002 年春に天津を訪問した原さんが、友好の印として、天津のライラッ
クと碧桃（へきもも）を北海道に植えたいと希望しました。その実現に向けて崔さんが奔走した結果、岩見沢市にライ
ラックと碧桃の苗木が届けられ、2002 年 10 月 19 日、岩見沢日中友好協会の手により植樹が行われました。苗木を心
待ちにしていた原さんは、その光景を見届けたかのように、まさにその植樹された日に、岩見沢市内の病院で息を引き
とりました。訃報を聞いた崔さんは、翌年に岩見沢市を訪れ、きれいな花を咲かせた碧桃の前で改めて原さんと中国と
の強いつながりを振り返り、「原先生が残してくれた稲作技術とこの繋がりは、今も、そしてこれからもずっと続いて
いきます。そのことをずっと願っています」と語り、まだ小さくてもしっかりと根を生やしているライラックと碧桃の
木にたっぷりと水をやっていました。

受け継がれる原さんの思い

▲碧桃に水をやる崔晶さん

▲江沢民国家主席と原正市さん

▲植樹された碧桃

＜稲作技術協力の状況（1979 年技術交流を含む）＞
　○ 1982 年 4 月～ 2002 年 6 月（訪中回数 63 回、在華日数 1823 日）
　○巡回地域：中国 33 行政区（市・省・自治区）のうち 30 行政区
黒竜江省・吉林省・遼寧省・河北省・山西省・陝西省・甘粛省・寧夏回族自治区・新疆ウイグル自治区・内モンゴル自治区・北京市・天津市・
四川省・重慶市・湖北省・湖南省・貴州省・江西省・江蘇省・上海市・浙江省・福建省・広東省・広西チワン族自治区・雲南省・海南省・安徽省・
山東省・河南省・香港
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北海道の将来を担う子ども達にとって、外国の子ども達と交流し、異文化を

肌で感じることは、国際的な視野を広げるとともに、自分達が住んでいる郷土

を知る上でも大切なことです。釧路地域の酪農業が盛んな町で続けられてい

る子ども達の交流について紹介します。

児童教育の観点から始まった国際交流

中国の地で響きわたった校歌

つながる子ども達の笑顔
～引き継がれた学校交流～

「標茶町の弥栄（いやさか）地区は、昔から中国との関係が深い地域です。地域の大半が酪農家で、祖父母と父母そして子ども達の三世代で暮ら
す大家族が大半を占めており、中国をよく知る祖父母と孫との会話がはずむ共通の話題はないかと考えていました。そう言った児童教育の観点か

ら、中国の学校の子ども達との交流をぜひとも実現したかったのです」と標茶
町副町長の森山豊さんは当時の様子を話してくれました。
住民課福祉係で福祉業務を担当していた 1990 年、森山さんは、北海道青年
婦人国際交流センターの事業により北海道の青年代表として中国へ向かいま
した。そこで、当時、黒竜江省人民政府で国際交流を担当していた丹碩（たん・
せき）さんと出会い、子ども達の交流について相談しました。森山さんの思い
が丹さんに通じ、黒竜江省の教育委員会とのパイプを作ることに成功しました。
まずは、言葉がわからなくてもできる交流から始めようと、1993 年の秋、佳木
斯（じゃむす）市孟家崗鎮（もんじゃかんちん）中心小学校と標茶町弥栄小学校
の子ども達は、自分の書いた絵画を交換し、待望の子ども達の交流が始まりま
した。

1996 年 9 月、北海道・黒竜江省友好提携 10 周年を記念して、中国を訪問した北海道代表団の中には、弥栄小学校の 5年生、6年生合わせて 8名
の姿がありました。毎年絵画の交換を続けていた孟家崗鎮中心小学校を訪れて熱烈な歓迎を受けた子ども達は、初めて会ったにもかかわらず、す
ぐに打ち解けあいました。弥栄小学校の子ども達は、持参した手作りのペットボトル製のロケットをプレゼントし、弥栄小学校の校歌を斉唱し、
そして互いに学芸会のように学習してきたことを発表しあいました。

「教育の一環で小学生を海外へ連れて行ったのは、道内では弥栄
小学校が初めてではないでしょうか。まさか中国の地で弥栄小学
校の校歌が響きわたるなんて想像もしていませんでした。ペット
ボトルロケットに関しては、飛行機の機内持ち込み荷物検査に圧
縮空気ポンプが引っかかってしまって・・・。シルエットがライ
フルに見えたのでしょうか」と当時担当者として引率した森山さん
は子ども達の楽しそうな様子を振り返っていました。
その後も弥栄小学校では、絵画の交換を続け、授業に中国訪問経
験者を招いて中国のことを学ぶ機会を作るなどしました。弥栄地
区の子ども達にとっては、中国が大変身近な国となりました。

▲孟家崗鎮中心小学校から贈られた絵画

▲児童への思いを語る森山副町長 ▲ペットボトルロケットで遊ぶ子ども達
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交流物語「伝えたい、10のストーリー」
北海道と中国の

 つながる子ども達の笑顔～引き継がれた学校交流～

弥栄小学校の廃校、そして標茶小学校としての交流再開
その後、2006 年に弥栄小学校は生徒の減少で廃校となり、小さな学校の大き
な中国との交流は一時途絶えていました。
北海道・黒竜江省友好提携 25 周年を迎えた 2011 年、長く続いていた子ども
達の交流を何とか復活させようと、標茶町は再び動き始めました。統合されて
しまったものの、今でも弥栄地区の子ども達が通う標茶小学校の子ども達が、
孟家崗鎮中心小学校の子ども達に贈る絵画とビデオレターを制作し、道庁国際
課を通じて黒竜江省を訪問する北海道代表団に託したのです。このことを知っ
た孟家崗鎮中心小学校の子ども達も絵画と学校紹介の本を制作することにしま
した。両校の子ども達による絵画は、ハルビン市内で開催された友好提携 25 周
年記念イベントの会場などに飾られ、その後、日中双方の小学校に届けられま
した。
孟家崗鎮中心小学校の子ども達の絵画は、黒竜江省出身で、道庁国際課に勤
務する国際交流員の黄巧亮（こう・こうりょう）さんの手によって標茶小学校
に届けられ、途切れていた子ども達の交流が見事に復活しました。

高校生も負けてはいられません。標茶高校の生徒達は、ハルビン市朝鮮族第一中学校と環境問題をテーマに意見交換を行いました。これは、
2006 年 7 月、北海道・黒竜江省友好提携 20 周年を記念した環境交流事業として、標茶高校の生徒 4名が黒竜江省を訪問して実現しました。日頃
から『釧路湿原再生プロジェクト』に取り組んできた標茶高校の生徒達が、調査を行ってきた釧路湿原の汚染の現状、水質浄化の方策についての
提案、これまでの取組と成果などを、どうにか伝えようと身振り手振りを交えて発表。ハルビン市朝鮮族第一中学校も環境学習を重視しているこ
とから、環境問題に対する思いや熱意を伝え、お互いに学ぶ姿勢を認め合うことができ、大変意義のある交流会となりました。
参加者の一人である白川千恵さんは、「ハルビン市朝鮮族第一中学校のみんなは親交的でわいわいと楽しい感じがしました。言葉の違いに苦労
しましたが、発表したことでわからない部分は積極的に質問してくれたので、きちんと伝えることができました」と当時を振り返りました。
標茶高校では、その後も、2007 年 9 月にはハルビン第二職業高等学校、2008 年 9 月には北京育英学校を訪問するなど、学校交流を続けています。
2007 年の訪問に参加した山田亜由美さんは、「交流したみんなの中には、日
本に興味を持っている人が多く、積極的に日本語で話しかけてくれたので、す
ぐに仲良くなることができました」と話してくれました。「居眠りや私語は一
切無く姿勢よく授業を受けている姿を見て、自分たちとのレベルの差を感じま
した…」と話すのは守屋美紀さん。「英語の授業は全て英語で行い、休み時間に
は全員がグラウンドで体操をしていました」と山崎萌子さんは話してくれまし
た。学生たちは、中国の生徒達が積極的に授業を受ける姿勢に刺激を受けたよう
です。
また、2008 年の訪問に参加した安田恵さんと表友琴さんは、「日本のお土産
文化を紹介しました。交流した仲間はいい人ばかりで、ジャニーズやアニメが
好きだったので仲良く話せました」「英語が上手で驚きました」と口々に話して
くれました。

森山さんは、「取って付けたような交流ではなく、子ども達にはこの町のことをもっと知っ
てほしい。小さな町の子どもですから、外の世界を知るきっかけがありません。どこへ行って
も堂々と生きていけるように多くの人と知り合って、もっと世界に飛び出していってほしい
ですね。姉妹都市提携は結んでいませんが、お互いを高めあえるような目的を持った交流を
続けていくことが大切です。いつかまた、当時のように子ども達を中国に連れていきたいし、
中国の子ども達にも来てもらえたらいいですね」とこれからの抱負について語っていました。
標茶町と黒竜江省の子ども達との絆は、様々な交流の形を経て、これからますます強まり、
確かなものとなっていくでしょう。

標茶高校とハルビン市朝鮮族第一中学校の交流

これからの標茶の子ども達に望むこと

▲中国からの絵画が届き笑顔の標茶小学校の子ども達

▲ハルビン市の中学校を訪問した標茶高校の生徒達
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1998 年の長野オリンピック。カーリングが初めて正式種目となり、テレビ

の画面に大きく映し出された北海道出身の日本代表選手たちの活躍に、多くの

日本人は釘付けとなりました。そして、2010 年のバンクーバーオリンピック

では、カーリングの強豪スウェーデンやカナダのチームに次いで銅メダルを獲

得した中国女子チームに、世界中が目を見張り、拍手が贈られました。

世界の舞台でのこれらの活躍は、北海道、中国黒竜江省、カナダアルバー

タ州の姉妹・友好提携がきっかけで生まれています。北海道とアルバータ州

は1980 年、黒竜江省とアルバータ州は1981年、そして北海道と黒竜江省は

1986 年にそれぞれ姉妹・友好提携を締結し、3地域でユニークな交流を進め

てきました。

北海道はアルバータ州から学んだ

次は黒竜江省へ！３地域交流が始まった

３地域が生んだカーリング交流
～草の根交流からオリンピックへ～

カーリングの交流は、まず北海道とアルバータ州との間で始まりました。カーリ
ングという競技を見たこともなかった北海道に、1981 年 1 月、カナダから元世界
チャンピオン、ウォーリー・ウースリアク氏が招かれ、48 名の参加のもと指導者講
習会が開催されました。以後、全道各地で講習会が開催され、地域のカーリング協
会が続々と設立、1982 年には『第 1回北海道カーリング選手権大会兼アルバータ杯
カーリング大会』が開催されるなど、カーリングは一気に普及していきました。
最初はビールのミニ樽やプロパンガスのミニボンベなどでストーンを自作しなが
ら練習したという常呂町（現在の北見市）に、1988 年アジア初のカーリングホール
が建設されたことを機に、北海道で国内外の大会が多数開催され、多くの代表選手
が輩出されるようになり、日本にもカーリング競技が定着していきました。

1986 年、北海道と黒竜江省が友好提携を締結したことにより、翌年からアルバータ州
を交えての『3地域間協議』が始まりました。共に北方圏に位置し気候や風土も似ている 3
地域が共通する寒冷地技術やスポーツ、文化などで交流し合うことで合意し、様々な交流
が検討、実施されてきました。黒竜江省から「カーリングを黒竜江省に」との相談を受け、
北海道からは指導者を、アルバータ州からは用具をそれぞれ提供することとなり、3地域
によるカーリング交流が始まりました。

1995 年 1月、黒竜江省に最初に派遣された北海道カーリング協会の土居博昭会長は、当
時を振り返りこう語ります。「まだ、黒竜江省にはカーリングを知っている人もいなかっ
た。それは、北海道がアルバータ州に初めて教えてもらったときと全く同じ。初日に集
まったのは、黒竜江省やハルビン市の役所の人ばかり。こりゃまいったなと頭を抱えましたが、翌日には、なんとかアイスホッケーやフィギュア
スケートの経験者が集まって、ラインも何もない氷の上で最初の指導を始めることができました」。
しかし、4年後、再び黒竜江省を訪れた土居会長は驚きの光景を目にしました。「体育館には、アルバータ州から学んだという通年型のカーリ
ング専用レーンが 2本も設置され、選手達の目は真剣そのもの。4年前とは全く違いました。省をあげて取り組んでいることがひしひしと伝わっ
てきましたよ。それでも、一緒に訪問した北海道の代表チームは、黒竜江省チームとの勝負に圧勝していました」。その後も、北海道と黒竜江省の
カーリング交流は、指導者から選手間の交流へと発展し、相互派遣や親善試合など、様々な形で広がっていきました。

▲北海道カーリング協会　土居博昭会長
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主な出来事
1980　北海道とアルバータ州が姉妹提携締結

1981　黒竜江省とアルバータ州が友好提携締結

　　　北海道がアルバータ州からカーリングを学ぶ

　　　（カナダから元世界チャンピオンを招き第1回カーリング指導者講習会を開催）

1982　北海道カーリング協会設立。札幌で『アルバータ杯カーリング大会』開催

1986　北海道と黒竜江省が友好提携締結

1993　第４回３地域会議において、黒竜江省へのカーリング普及に合意

1995　北海道から黒竜江省へ最初の指導者を派遣

2008　名寄市で開催の『パシフィックジュニア選手権』で中国チームが日本チームに勝利

2009　北海道体育協会事業として、大学生チームを派遣

2010　北海道体育協会事業として、黒竜江省チームを受け入れ

　　　バンクーバーオリンピックで、中国チームが銅メダルを獲得

交流物語「伝えたい、10のストーリー」
北海道と中国の

 3 地域が生んだカーリング交流～草の根交流からオリンピックへ～

最初の指導から 14 年・・・
2008 年、北海道名寄市で開催された『パシフィックジュニア選手権』の会場で、土居会長にとってうれしい再会がありました。中国の子ども達

を率いて来道したコーチが、14年前、黒竜江省で最初に教えたフィギュアスケートの選手だったのです。「あれからカーリングに転向しました。私
たちは勝ちに北海道に来ましたよ」。
決勝戦は日本対中国。日本チームが 2点リードして迎えた第 9エンド。中国チームが長時間の競技にもかかわらず、持続する強靱な体力と集中
力で逆転したのです。ジュニア大会とはいえ、日本チームが初めて中国チームに敗れた瞬間でした。土居会長は「本当に強くなっていた。考えられ
ないほど驚きました。とても悔しかったけれどうれしい気持ちもいっぱいでしたよ」。そしてさらにこう続けます。「競技の後には、子ども達が互
いを称え、国境を超えて楽しそうに交流する姿がありました。こういうことを含めてジュニアを育てることに力を入れたいのです」。

その後、中国は、2010 年の『バンクーバーオリンピック』の女子カーリングで初めての銅メダルを獲得。2011 年の『パシフィックアジアカーリ
ング選手権』で女子 1位（日本は 4位）、2012 年『パシフィック
アジアジュニアカーリング選手権』では女子 3位（日本は優勝）、
男子優勝（日本は 3位）。中国と日本は、国をあげてのよきライ
バル関係となりました。
「次は負けない」。この気持ちがお互いの技術を切磋琢磨させ、
絆を深め、世代を超えた交流につながっています。

カーリングは、15 世紀に北欧で生まれました。〈氷上のチェ
ス〉とも表現されるこの競技は、技術、頭脳に加え、“尊敬”“思
いやり”の精神を求める伝統的なスポーツと言われます。こう
した 500 年を超えるカーリングの伝統や精神を受け継ぎ、3地
域の交流は長く楽しく続くことでしょう。今でも黒竜江省から
北海道に対して何度も何度も伝えられます。
「カーリングを教えてくれてありがとう」。

「次は負けない」そして「ありがとう」

▲交流を深める北海道チームと黒竜江省チームの選手達
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北海道と中国との友好交流には、様々な形があります。市町村同士で友好提

携を結んでいるのは 2012年までに11組。

このほか、小中学校や高校同士の友好提携や、大学における研究交流協定の

締結なども盛んです。ユニークな友好提携を見つけました。

そっくりな２つの湖

洞爺湖と太平湖【洞爺湖町・安徽省黄山市】
2009 年 7 月、北海道洞爺湖町と安徽省黄山市は、それぞれの地域にある『洞爺湖』と『太平湖』を友好湖とする『覚書』
を交わしました。

学びあう友好湖

友好湖と友好樹
～交流の様々な形～

洞爺湖の観光をＰＲするために、中国の浙江省、安徽省、上海市、杭州市、黄山市を訪れていた洞
爺湖町や町議会、洞爺湖温泉観光協会、洞爺湖町商工会などで構成する代表団（団長：長崎良夫前町
長）は、安徽省黄山市にある太平湖を実際に見て立ちすくんだと言います。「太平湖と洞爺湖の風景
は驚くほどに似ていた。地理的にも文化の雰囲気も似ている」と長崎団長。この時、以前に洞爺湖町
を訪れたことがあった黄山市太平湖風景区管理委員会から友好湖締結の提案があり、双方の観光資
源の開発や保護に係る情報交換や観光、文化面での交流促進に向けて、友好湖が誕生することとな
りました。

『洞爺湖』は、『支笏・洞爺国立公園』の中心的存在です。周囲 40km、面積 70.74㎢、火山活動でで
きたカルデラ湖で、周囲の有珠山や昭和新山は今でも噴煙をあげています。湖の中央には4つの島々
が浮かび、原生林が生い茂り、数十種類の野鳥が生息する自然の宝庫です。2008 年にはＧ 8北海道
洞爺湖サミットが洞爺湖町を主会場として開催され、2009 年には洞爺湖有珠山ジオパークとして日
本初の世界地質遺産（世界ジオパーク）に認定されました。

『太平湖』は、ユネスコの世界自然遺産、世界文化遺産、世界地質遺産に登録されている中国で最
も著名な景勝地『黄山』のふもとにあります。面積 88㎢の人造湖で、湖水は 1年を通じて青く澄み、
湖上には島々が点在しています。美しい湖と雄大で幻想的な山は互いに引き立てあい、その様子か
ら太平湖は『黄山の恋人』とも呼ばれています。

洞爺湖と太平湖は、美しい湖ということだけが共通点ではありません。2 つの湖には、自然の美しさや豊かさを守り続けてきた人々の努力や取
組の歴史があります。景勝地管理の経験、生態系を守る努力、観光客の誘致や民族文化の継承などの取組、さらには、農業をはじめとする産業
振興など様々な角度から交流が深められ、連携しあいながら、さらに高め合っていくことが大きく期待されています。
友好湖誕生に携わった洞爺湖町の長崎前町長は「洞爺湖町と黄山市は、これからも 2つの湖を通して交流を深めます。まずは芸術・文化などの
民間交流を、そして将来的にはチャーター便を飛ばして交流をもっと身近にしていきたいですね」と意欲的に語ります。2011 年には洞爺湖日中友
好協会が設立されており、住民レベルでのさらなる友好の輪が広げられています。日本と中国の代表的な景勝地が、互いに学びあい、往来を増や
しながら、両国、そして世界中の人たちにその魅力を一層、伝えていくことでしょう。

▲安徽省黄山市の太平湖

▲洞爺湖町の洞爺湖
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交流物語「伝えたい、10のストーリー」
北海道と中国の

 友好湖と友好樹～交流の様々な形～

縁桂と重歓木【乙部町・湖南省張家界市】
2005 年 5 月 25 日、乙部町の木『縁桂（えんかつら）』と湖南省張家界市の木『重歓木（じゅうかんぼく）』が同じ『連理の木』
ということから友好樹の提携を結びました。

乙部町富岡地区の国有林内にあるカツラの木『縁桂』は推定樹齢 500
年とされ、高さは約 40 メートル。幹の周囲は 6.1 メートルで 2000 年に
林野庁の『森の巨人たち百選』にも指定された北海道でも有数の巨大樹
です。地上 7メートルのところで 2本の枝が結合している連理の木で、
地元で『縁結びの木』として親しまれています。

湖南省張家界市の『重歓木』は、推定樹齢 60 年、高さ 15 メートルの
クスの木で、ユネスコの世界自然遺産に登録されている『武陵源』の中
心、張家界国家森林公園にあります。この木も、一度 2本の幹に分かれ
たものの、幹の途中で再び結合した連理の木です。

乙部町の町議会議員である大坂さんが、湖南省張家界市を訪れた際
に重歓木を知ったことがきっかけで、お互いに親善訪問団を送り交流
を深め、友好樹の締結に至りました。調印に向けて乙部町を訪問した汪
業元（おう・ぎょうげん）張家界市副市長ら訪問団一行は、まず縁桂の木を視察。汪副市長は「大自然が縁桂と重歓木という奇跡の木を作った。人
類も大自然を見習い、友好を大切にすべきだ」と笑顔をみせたと言います。
調印した寺島光一郎乙部町長と汪副市長はがっちりと握手を交わし、縁桂と重歓木の保護強化を通じ、民間レベルでの友好促進や両国の環境保
全に向けた取組を進めていくことを約束しました。

乙部町では、毎年 9月 23 日の秋分の日に縁桂の木に触れるフェスティバルが行われます。友好樹の提携をして以来、開催に合わせて湖南省張
家界市から親書が届きます。2012 年 9 月 23 日、張家界市市長から乙部町長と町民に届いた祝賀状は、フェスティバル参加者の前で読み上げられ

ました。当時をよく知る関係者は「親書を受け取り、これからもお互いに交流を続
けていきましょうという意思確認ができて嬉しく思う」と変わらぬ友好関係を喜
びました。
町では、縁桂の後継樹を確保するためにクローン苗木を接ぎ木により増殖させ、
2006 年に高さ 1.5 メートルに育った 3本のクローン苗木を植樹しました。この木
には、豊かな自然と日中友好の証であるこの木が、途絶えることなく次の世代に
引き継がれていってほしいという願いが込められ、多くの町民が見守る中、植樹
祭が行われました。

自然は私たちに様々な恩恵を与えてくれます。緑あふれる友好樹が結ぶ両地域
の縁は、これからも大切に育まれ、ますます太い幹となっていくことでしょう。

縁結びの木

友好の証を次の世代へ

▲湖南省張家界市の重歓木▲乙部町の縁桂

▲クローン苗木を植樹する乙部町長
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お互いの国や地域のことを知るのにどのような方法があるでしょう？地図や

写真を見たり、旅行に行ったり、友人の話を聞いたり、小説や歴史書を読んだ

り・・・。

近年、北海道のことをとても鮮明に中国の人々に伝えたものがあります。

それは『映画』。

北海道は最近、様々な国内外の映画の撮影地になっていますが、とりわけ中国

での映画の力は、とても大きなものでした。

一本の映画が変えた北海道観光

映画によって古くから知られていた『北海道（ベイハイダオ）』

中国のスクリーンに映った『北海道（ベイハイダオ）』
～映画がつなぐ北海道と中国～

2008年 12月に中国で公開された正月映画『非誠勿擾（邦題「狙った恋の落とし方」）』
は、公開後わずか 19 日間で興行収入が 3億元（約 41 億円）を突破し、それまでの中国
国内での歴代興行としては 1位を記録する大ヒット映画となりました。
ストーリーは、投資で大金持ちになって“理想の妻”を探しに旅立つ適齢期の中国人
男性を主人公にしたラブコメディで、脚本・監督の馮小剛（フォン・シャオガン）氏が、
四川大地震や世界経済危機などで生まれた中国の人々の心の影を取り除き、心の底か
ら喜んで幸せになってほしいという思いを込めて製作した映画です。この物語がクラ
イマックスを迎える後半の舞台となったのが北海道です。釧路、網走、斜里、厚岸など
の静かで美しい景観がスクリーンいっぱいに広がり、その数々の場面が多くの人たち
の脳裏に焼き付いて、中国人の北海道観光ブームを巻き起こすこととなりました。
公開後まもない 2009 年 2 月頃から、中国の大手旅行会社によるロケ地ツアーが実
施されるようになり、また、ちょうどその頃、日本政府が個人観光客へのビザの発給
（2009 年）を開始し、2010 年には個人の観光ビザ発給要件緩和、さらには、中国との直
行便が増えたことが追い風となり、北海道に訪れる中国人観光客が激増しました。
2007 年度の中国からの来道者数は 2万 6,950 人でしたが、この映画の公開後、2009
年度には 10 万 6,200 人、2010 年度には 13 万 5,500 人（北海道経済部観光局調べ）とな
り、この映画がきっかけで「北海道に行ってみよう」と思う中国人が増えた大きな要因
となりました。2009 年には、北海道観光に貢献したとして、北海道知事から馮監督に
感謝状が贈られました。

『北海道（ベイハイダオ）』という地名は、中国では古くから知られています。文化大革命後の 1978 年から 80 年代前半にかけて中国に日本映画
ブームが起き、高倉健主演の〈幸せの黄色いハンカチ〉（ロケ地：夕張市）や〈遙かなる山の呼び声〉（ロケ地：中標津町、美幌町など）などにより日
本が知られました。また、日高山脈や広大な牧場を舞台とした〈君よ憤怒の河を渉れ（中国名：追捕）〉（ロケ地：浦河町）は、中国人の 80%が観た
という調査もあり、『北海道』が強く印象づけられた映画とも言われています。
こうした映画を何度も繰り返して観ることにより、北海道へのあこがれを強くした人も多く、馮監督もまさにその一人です。映画『非誠勿擾』の
北海道シーンで主人公の友人“ウーさん”役を好演した宇崎逸聡さん（上海出身）は、この映画のプロデューサーでもあります。馮監督同様、中国
で観た日本映画で北海道に熱い思いを抱いた人物で、馮監督と宇崎さんがロケハンで北海道を巡って見つけた光景が、次々と脚本に描かれていき
ました。

©配給：（株）ニトリパブリック、サン・バイ・サンワークス（有）
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釧路市経済部観光振興室の渡部港吾さんは、厚岸町の国泰寺で撮影された地元有力者の葬儀のシーンで、ボディー
ガード役として出演しています。
渡部さんは、北海道のフィルムコミッションから「釧路湿原を案内してもらえますか」と相談され、2008 年 6 月の
関係スタッフの来道の際、寺院や小さな教会、まっすぐな一本道などの撮影地の選定を手伝いました。「そうこうし
ているうちに、7月には宇崎さんが来て、8月にはもう撮影が始まりました。最初は、監督や主演の方のことも知らな
くて、後から中国では大変有名な方だとわかり、ビックリしました」と当時の様子を語ってくれました。
馮監督に初めて会った時に「日本のヤクザのシーンがあるから出てね」と言われた渡部さん。「『ヤクザ』という表現

はまずいので『地元の有力者』という設定で引き受けます」と語るなど、監督をはじめ映画制作スタッフとの息もぴっ
たりだったようです。
撮影当日は、厚岸町の町民の皆さんがエキストラとして喪服持参で国泰寺に集合しました。「まず 2秒間まっすぐカメラのほうを見て、その後、
横をぐっと見るような形でやってくれ」といった馮監督からの指示に、渡部さんや町民の皆さんは真剣に一所懸命演じたそうです。

「映画を撮っている時は、その後の展開など想像もつきませんでした。釧路、阿寒を含めてこんなに注
目されるようになるとは思ってもいなかった」とロケ地となったオホーツクや釧路地域の関係者は振り返
ります。
この映画を観て北海道を訪れた中国人観光客は、「中国のすばらしい自然は山奥にあるけど、北海道は
自然と人と産業がすぐそばで共存している。そのバランスがすばらしい」「日本に来て日本人のイメージ
が変わった」「接してくれる人はみんなやさしくていい人だし、景色もきれいで明るくて、来てみて好きに
なったよ」と口々に言います。また、映画の最後の場面で、ウーさんが知床旅情を歌い車を停めて泣くシー
ンについて、日本人の感情のあり方や、日本人と中国人の違いが中国で話題となったりもしました。
「映画を通じて、日本を知ったり好きになったり、日本人のことをもっと知ってくれたらとてもうれし
い」と、釧路市の観光と宣伝を担当する渡部さんは、この映画との出会いを通じて、映画が国境を超えて
人と人を結ぶ力を持つことを強く実感したようです。

阿寒湖温泉周辺も映画の影響力を実感した地域です。温泉街の【まりも銀
座】にある『炉ばた浜っこ』は、映画の中では主人公達がカラオケを楽しむ
『居酒屋四姉妹』として登場しています。「どんな方がお見えになっても必ず
四姉妹のお店には行きたがります。そこでは楽しい時間が展開される。実際
には四姉妹はいないのですけれど・・・」と語るのは鶴雅グループ社長の
大西雅之さんです。大西さんが経営する『あかん鶴雅別荘鄙の座』もロケに
使われました。
「旅行のきっかけは、とてもシンプル。100 のプロモーションより 1本の

映画が人の心を動かすのですね。映画の持つ力はものすごい。アイヌ語で“イランカラプテ（こんにちは）”
は直訳すると“あなたの心にそっと触れさせてください”という意味です。映画を観てやってきた旅人を
こんな気持ちで迎えたいと、強く感じました。たくさんの中国からの旅人が訪れる今こそ、これまで以上
に北海道のおもてなしの心を築き上げたい」と大西さんは語ってくれました。
　
自然豊かで美しい北海道の景色が映し出されているこの映画は、北海道を中国の人達に知っていただ
く機会であり、大きな架け橋となりました。

『非誠勿擾』北海道ロケうらばなし

映画が結ぶ観光交流

人を動かす映画の力、旅の力
▲『非誠勿擾』のロケ地（国泰寺）

▲ロケ地に立つ中国語の歓迎看板

▲阿寒湖温泉街「炉ばた浜っこ」

▲映画に出演した渡部港吾さん

▲『非誠勿擾』のロケ地（阿寒湖）

▲鶴雅グループ社長：大西雅之さん
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『ラーメン』と『ザンギ』、北海道を代

表するこの二つの『食』にも、中国との

交流の物語が秘められていました。

「ハオ・ラー（できたよ）」

『ラーメン』と『ザンギ』に注目
～身近にあった中国とのつながり～

北海道の『食』と言えば「ラーメン！」と答える人は少なくありません。札幌ラーメンをはじめ、旭川、函館、
釧路など地域ごとに特色のあるラーメンがあり、道民にも観光客にも愛され、親しまれています。今では、日本
でも中国でも一般的に『ラーメン』と呼ばれていますが、その発祥や名前の由来にも道民と中国人との交流の物
語がありました。

1922 年当時、札幌市内の北海道大学前に深川出身の夫婦、大久昌治さんとタツさんが食堂〈竹家〉を経営して
いました。
最初、日本食を出していた大久さん夫婦でしたが、北海道大学にきている中国人留学生向けに中華料理を出
そうと考え、中国人の料理人、王文彩さんを雇い入れ、本格的な中華料理を出すようになりました。中でも、王
さんが作る麺に塩味のガラスープをかけた『肉絲麺（ロースーメン）』は大変な人気でした。『支那そば』とか『チャ
ンそば』などと呼ばれていたことから、大久タツさんはこの大人気の料理にいい名前をつけたいと考えていました。
当時〈竹家〉では、料理ができあがる度に、ホールから少し離れた調理場にいる王さんが大きな声で「好了（ハ
オ・ラー／できたよ）」と叫んでいました。そこで、耳に残る「ラー」の響きに、麺を引っ張るという意味の『拉』
という漢字をあてて、『拉麺』としてメニューに載せることにしました。その後、『ラーメン』とカタカナで書き

直して出していたところ、しばらくして通ってくる留学生たちが「ラーメンをください」と注文するようになり、一層、親しまれるようになりまし
た。これが、『ラーメン』という名前の由来の一つとされています。
王さんが作る美味しいこの料理にいい名前をつけて、「日本人にも中国人にも美味しく食べてもらえるメニューにしたい、この料理を友好の架
け橋にしたい」と願う大久タツさんの思いが込められたエピソードです。

また、食べ物としての『中華麺』の記録は、1884 年４月 28 日の函館新聞
に残されていました。
函館市内の南京料理の店〈養和軒〉が掲載した広告のメニューの一つに記さ
れていたのが『南京そば』です。これが日本で最初の中華麺の広告だと言われ
ています。
函館ラーメンは、今でも『南京そば』の特徴を色濃く残した『塩ラーメン』が
定番で大人気となっています。

大人も子どもも大好きなラーメンは、道民の生活の中にしっかりと根を下ろ
し、最も愛されている代表的な北海道の『食』です。〈竹家〉に登場する「ハオ・
ラー」のエピソードを思い起こすと、さらに深い味わいを感じることができます。

▲中国人料理人:王文彩さん

▲北海道大学前にあった食堂＜竹家＞

※出展：「竹家食堂」ものがたり（大久昌巳・杉野邦彦共著）より
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 「ラーメン」と「ザンギ」に注目～身近にあった中国とのつながり～

『ザンギ』は、子ども達に人気の料理の一つです。日本では、北海道だけがこの独特な呼び方をしていますが、その
正体は『鶏の唐揚げ』です。なぜ、北海道で『ザンギ』と呼ばれるようになったのでしょうか。
『ザンギ』の名前の由来には、いろいろあるようですが、1960 年に釧路市内にある鶏料理専門店〈鳥松〉で、中国語
の『炸鶏（ザージー）』に幸運の『運（ン）』を入れて『ザンギ』と名付けられたという説明が有力だと言われています。
〈鳥松〉は、『ザンギ』発祥の店として、今でも昔ながらの骨付きザンギを作り続け、人気を集めています。最近、釧
路地域で『ザンギ』を郷土料理にしようと『くしろザンギ』と名付け、その推進母体として『くしろザンギ推進協議会』
が設立されました。
くしろザンギ推進協議会の会長である白幡博さんは、ザンギと釧路の魅力を先頭に立って広める活動を進めてい
ます。「食文化は、国によって違いながらも、1番わかりあえるところではないでしょうか。中国から入ってきた食文

化が、日本でいろいろな形になって、また、中国に帰る。まさにこれが食の交流ですよね」と笑顔で語っています。
「ザンギは、中国の料理からヒントを得て北海道ならではの発展を遂げたもの。中国の人達に、“中国と関わりのあるザンギが、こうして地域に
根付き、北海道じゅうで愛されていますよ”と大きな声で伝えたいです。そして、今度は、中国の人達の間に北海道のザンギが浸透して、釧路に食
べに来てくれることを願っています」と、食で結ばれた中国と釧路の絆について話していました。
鶏の唐揚げに名付けられたはずの『ザンギ』という名前は、最近では、北海道で獲れる魚介類などを唐揚げにして『鮭ザンギ』『タコザンギ』『蝦
夷鹿ザンギ』とも呼ばれるようになるなど、さらに進化し新しい形となって、多くの人達に親しまれています。
中国語に日本語の『幸運』を組み合わせてできた『ザンギ』。食卓やパーティに並ぶと、子ども達の歓声が聞こえ、大人達のお酒がすすみ、なごや
かな楽しい場になっていく - 北海道の『ザンギ』にはそんな不思議な力が秘められています。

『ザンギ』は、『幸運』との組合せ

＜関連ホームページ＞
くしろザンギ推進協議会   http://946zangi.com/council　　　北海道ザンギ連盟   http://douzanren.com/index.html

▲来場者で賑わう「ご当地グルメの祭典 in 釧路幣舞2012」 ▲くしろザンギ王決定戦2012

▲くしろザンギ推進協議会作成の『くしろザンギ食べ歩きマップ』

▲くしろザンギ推進協議会
　会長　白幡博さん
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2011年末現在、日本全国の外国人登録者数は約 207万 8,000 人。そのおよ

そ3分の1にあたる67万 4,000人が中国からの来日者達で、北海道には9,000

人あまりの中国国籍の方々が暮らしています。

また、北海道の留学生は全体で約 2,700 人。その 6割に当たる 1,600 人が

中国からの留学生です。

北海道では、中国ゆかりの皆さん、中国からの留学生の皆さん、北海道と中

国を愛する皆さんなど多くの方々が連携を図りながら、北海道と中国の友好の

架け橋として大切な役割を果たしています。

北海道の人達に、中国のことを伝えたい。

北海道と中国『友好の架け橋』
～活躍する留学生達～

北海道で学ぶ中国人留学生達は、中国の文化や習慣などを広く道民に紹介しようと、いろい
ろな活動をしています。2009 年の中国建国 60 周年にあたり、北海道内の友好団体や企業など
が一体となって札幌市内で実施した“China Fes in Sapporo”では、中国の文化に触れて楽しむ
様々な催しが 1週間にわたり開催されました。
中国人留学生達が担当したのは、健球（ジェンチュウ）の大会です。健球は、おもりがついた
羽根を足だけで蹴り合う子ども達の遊びです。会場となった札幌市中央体育館には、子どもか
ら 70 歳を超えるお年寄りまで 40 人以上が参加しました。北海道で健球を広めようと活動を続
けている王万英（おう・まんえい）さんら 12 名の留学生が、その歴史やルールを説明し、参加
者たちは初めての中国の遊びに夢中になって汗を流しました。王さんは、その後もいろいろな
イベントなどを通じて健球のデモンストレーションを行うなど、その普及に力を入れ、中国と

北海道との交流推進に取り組んでいます。

2011 年秋、北海道と黒竜江省の友好提携 25 周年の記念事業として、札幌市内のショッピングセンターで『中国まるごと体験フェア』が開催され
ました。この時も、留学生達が大活躍。ステージ上では、愛らしい中国獅子舞や、京劇、古箏の演奏が披露され、買い物に訪れた多くの市民や子ど
も達から拍手喝采を浴びました。また、ステージ前の広場では、留学生達による『ミニミニ中国語講座』や中国の将棋、中国結びの体験コーナーな
どが繰り広げられ、集まった多くの人達に直接、中国の文化を伝えることができました。「こういう機会があったら、また是非、声をかけてくださ
い。もっとたくさんの人に中国の本当の魅力を知ってもらいたいのです」参加した留学生たちはキラキラと目を輝かせながら話していました。

札幌市の隣にある石狩市では、市民を対象とした『ワールド・フェスティバル』が毎年開催
されています。各国から訪れている外国人たちが、それぞれの国のブースで文化や食べ物など
を紹介し、ステージではパフォーマンスで自分の国を紹介する楽しいイベントです。10 回目を
迎えた 2012 年のフェスティバルでは、中国ブースがひときわ賑やかでした。ちょうど札幌大学
を訪れていた 17 名の留学生達が、おそろいのTシャツを着て中国の紹介に奮闘しました。中
国茶の試飲や中国結びの体験コーナーをつくり、子ども達に丁寧に教え、ステージパフォーマ
ンスでは、中国民謡『茉莉花』に合わせての太極拳演武を披露し、『歌声与微笑』を合唱しました。
この他にも、地域のイベントや大学祭などで餃子をふるまったり、観光のモニターツアーに
参加し中国人からみた北海道の魅力についての提言をしたり、中国からの訪問団の案内や歓迎
会などにおいて、ボランティア通訳を務めたりと、中国人留学生達は北海道と中国との市民交
流の推進役として活躍しています。在学中の限られた時間に、中国のたくさんのことを道民に
伝え、そして滞在中に体験することができた北海道のことを、中国に帰った後に友人や家族に伝えながら、ずっと、架け橋の役割を果たしてくれ
ています。

▲「中国まるごと体験フェア」でミニ中国語講座を行う留学生達

▲石狩市「ワールド・フェスティバル」で中国文化を紹介する
留学生
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近年の黒竜江省からの国際交流員の活動実績（抜粋）
○小学校での国際理解教室

　札幌市立みどり小学校（2009・2010）　　北海道大学病院院内学級（2009・2010）　　札幌市立発寒西小学校（2010）　　札幌市立八軒小学校（2010）

　標茶町標茶小学校（2011）　　江別市大麻西小学校（2011）

○中学校での国際理解教室

　札幌市立南が丘中学校（2009）　　当別町弁華別中学校（2011）

○地域での料理講習会の開催や、国際交流イベントへの参加

　滝川町国際交流イベント「Ya!Ya! やぁ !」への参加（2010）　　標茶町住民との料理講習会（2011）

 北海道と中国「友好の架け橋」～活躍する留学生達～

北海道庁では、1993 年から友好提携地域である黒竜江省から毎年 1名の国際交流員を受け入れています。交流員は道庁の国際課に勤務し、道内
の市町村や民間団体が行う国際交流の事業に参加し、市民との交流を深めたり、小中学校を訪問して中国の文化や食べ物などをわかりやすく子ど
も達に伝えたりしています。　 
2012 年までに道庁に勤務した国際交流員は 18 名にのぼります。交流員たちは、中国に帰国した後も、北海道と黒竜江省の友好の架け橋として

活躍しています。

1999 年に国際交流員を務めた王琪（おう・き）さんは、現在、ハルビン師範大学の教授として国際交流の仕事をしています。王さんは、友好提携
を結んでいる北海道教育大学との学生交流において、先生として、学生のよきアドバイザーであり、交流の推進役にもなっています。
「住んだのはたった 1年間。でも、北海道の生活は忘れられません。今や第 2の故郷のようですよ」と語る王先生は、2012 年、北海道と黒竜江省等
が主催した『日中国交正常化 40周年記念北海道フォーラム』にパネリストとして参加し、北海道の魅力と中国への情報発信の必要性、若い世代の交
流推進について提言しました。

2011 年、地域の小学校に招かれた黄巧亮（こう・こうりょう）さんは、『迎来黄巧亮』と大きく書かれた黒板に飾り付けをした教室で、子ども達に中
国のクイズを出したり、一緒に餃子を作ったりしながら交流を深めました。

歴代の国際交流員たちも、すっかり北海道ファンとなり、北海道をＰＲするイベントには、強い結束で手伝いに来てくれることもあります。実際に
北海道で体験した感想を生の声でアピールする歴代の交流員の皆さんは、北海道の心強い味方となっています。

北海道に住んでいる中国人の方は、「北海道の空気や水がおいしい」「海産物や野菜、お肉、牛乳と食べるものがみんな新鮮」「さらさらとしたき
れいなパウダースノーが大好き」など、「北海道に来てとても良かった」と異口同音に語っています。
「北海道の人に中国のことを伝えたい」「中国の人に北海道のことを伝えたい」。友好の架け橋としての活躍は、こうした皆さんを通じてもっと
もっと広がっていくに違いありません。

国際交流員の力

いつまでも第 2の故郷

▲劉（りゅう）さんの中国料理教室 ▲小学校に招かれ中国文化を紹介する
　黄（こう）さん

▲陳（ちん）さんと子ども達との交流▲黒竜江省で北海道観光をPRする王（おう）
さん
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中国の長い歴史と伝統に裏打ちされ、磨き上げられた様々な文化は、道民に

も深い感銘を与えてくれます。最近では、その技や精神、文化を道民が学べる

機会が増えてきました。学び、伝わり、広がり、多くの道民に親しまれている

中国文化について紹介します。

中国武術を学び、伝える

白糠町民の健康の秘訣

伝える、伝わる中国の文化

北海道中国武術倶楽部には、3才から 87 才までの約 300 名の生徒が通っています。中でも『武
術太極拳』では、中国の伝統とルールをしっかりと学び、競技選手や、公式審判員の資格を取得す
ることを目指しています。
『武術太極拳』に取り組む子ども達の目は真剣そのもの。地域での大会、北海道や東北大会、全
国大会と数々の大会に出場し優秀な成績を収めています。2010 年にシンガポールで開催された
『第 3回世界ジュニア武術選手権』で優勝、2011 年に上海で行われた『アジアジュニア武術選手権
大会』でも銀メダルを獲得するなど、海外で活躍する選手も出てきています。「世界王者になる！」
「全国大会で 1位になって世界大会でも 1位を目指す！」と子ども達の目標は高く、気迫が感じら
れます。

子ども達は、大会への出場に加え、最近では北海道内各地で開催されるアジアや中国の文化を紹介する様々な催しにも引っ張りだこです。2012
年だけでも、札幌市内の中心部で毎年夏に開催される『札幌パフォーマンスカーニバル』や、札幌ドームでのプロ野球の試合に合わせて開催され
た『アジアンフェスタ』にも出場し、中国武術の技や美しさを披露し、多くの観客を魅了しています。
北海道中国武術倶楽部の館長である石山雅士さんは、「中国武術には、脈々と受け継がれる高い思想と技術があります。日々切磋琢磨し、これら
を競技の中に活かしていかなくてはいけません。私は、この武術を多くの人に伝えたい、広めたいという思いでこの倶楽部を始めました。子ども
達が大会で輝いているのを見るのがとてもうれしい」と語ります。指導者でもある石山さんの思いを、子ども達がしっかりと受けとめており、子
ども達の礼儀正しい振る舞い、そしてパフォーマンスが終わった後にはじける笑顔がとても印象的です。いざ、世界へ！

太極拳は、ゆったりとした優美な動きで、全身をバランスよく動かすことから、北海道でも幅広い世代に親しまれています。白糠町では、町を
あげて太極拳に取り組み、楽しみながら健康づくりを進めています。中華武術国家段位 7段、中華武術国家 1級審判員の資格を持つ張霞（じゃん・
しゃー）さんが白糠町にやってきたのは 2007 年 3 月でした。町民の健康づくりと文化交流を目的として、世界伝統武術試合での金賞を受賞した実
績のある張先生を講師に迎え、1年間、太極拳講座を開設することになりました。
町では、お年寄りから子どもまでたくさんの人たちが講座に参加し、一流の指導者の美しい動
きを学ぶことができました。また、町の消防署でも持久力と体力の向上を図るための講習会が開
催されました。日頃から様々な訓練を積んでいる隊員達は、「ゆっくりした動きだが意外とハー
ド」「けっこうきついな」と感想を漏らし、ゆっくりと太極拳を体験していました。長丁場の現場
やとっさの動作が必要な隊員達にとって貴重な体験の場となりました。
町民に愛され人気のあった張先生の帰国後も、白糠町では、張先生の精神を受け継ぐ生徒達に
より、教室が続けられています。太極拳は、高齢者が家にこもることなく、たくさんの人達と触れ
あいながら、一緒に楽しく健康づくりをする機会となっています。

～伝統を学ぶ～

▲上海で行われた競技大会の様子

▲太極拳に取り組む白糠町民
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 伝える、伝わる中国の文化～伝統を学ぶ～

中国の伝統的な楽器『二胡』は、日本でもとても愛され親しまれています。2012 年、日中国交正常化 40
周年記念事業として札幌市内で開催された『遊弦コンサート』の会場は満席となり、二胡の匠・シューミ
ンさんの奏でる音色に多くの道民が魅了されました。たった 2本の弦から奏でられるどこか物哀しくも
ある優美な音色にあこがれて、北海道内にも、二胡を学ぶ人たちが数多くいます。
二胡の教室は北海道内にいくつかありますが、中国黒竜江省出身で、中国東北部において数々の楽団
の首席奏者を務めた張煥（ちょう・かん）さんは、1998 年に来日し、北海道と山口県を中心に二胡教室を
開いています。2003 年に開設された北海道の教室では、たくさんの道民が楽しみながら二胡を学んでい
ます。幼い頃から父親の影響で
二胡を演奏してきたという張先
生は「北海道に教室を開設した頃
はまだきちんと二胡を教えられ
る指導者がほとんどいない状態
でした。現在は、二胡教室も増え、
自分にあった練習方法と楽しみ

方を選べる環境になってきました。ぜひ多くの人に二胡を通じて中国文化
に触れてほしい」と語ります。2011 年秋、北海道と黒竜江省の友好提携 25
周年記念事業として札幌市内のショッピングセンターで開催した『中国ま
るごと体験フェア』では、張先生と同じく指導者である妻の亜紀子さんが、
二胡のデュオを披露し、その美しい音色に多くの買い物客が足を止めて聴
き入っていました。

札幌市中央区にある中国茶専門店では、6種類に分類される中国茶を楽しめるほか、店内で月 1
回、中国茶を楽しみながら漢詩や中国エッセイの朗読会を実施しています。朗読会は、店内の 25
席あるイスが満席となり、毎回立ち見客がでるほどの大盛況。朗読の後に中国の伝統楽器である
琵琶や二胡の演奏が行われることもあり、参加者からは、「中国の伝統楽器の生演奏を聞けてすご
くうれしい」「日本語と中国語の漢詩の対訳が興味深い」「お茶の種類がたくさんあって驚いた。い
つも違うお茶がでるので楽しみ」などの声が聞かれます。
2012 年 9 月には、開店 3周年と日中国交正常化 40 周年を記念し、札幌市資料館で朗読会イベ

ントが開催され、会場に集まった約
100 名の参加者が中国文化に親しむ時
間を楽しみました。店主で上海出身の
李強（り・きょう）さんは、「北海道の若い人たちに中国のことを知ってもらうためには、
発信の仕方が大切だと思っています。身近で手軽で少しおしゃれな中国茶を通じて、中
国文化は知れば知るほど深くおもしろいと思ってもらいたい」と語ります。店内は、中
国でよく使われる赤色や黄色の装飾は控えめにし、落ち着いた雰囲気になるよう心がけ
られており、「特別なものではなく、日常の一つとして中国茶を味わい、ゆっくりとした
贅沢な時間を楽しみながら中国文化について理解を深めてほしい」という李さんの心づ
かいが感じられます。

道民を魅了する二胡の音色

中国茶を楽しむ

▲札幌市資料館で行われた朗読会

▲二胡奏者の張煥さん

▲China Fes in Sapporo（2009年）の二胡の合奏



北 海 道


