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＊訪問国 サウジアラビア（リヤド）・トルコ（アンカラ）・ヨルダン（アンマン） 

＊日程  令和元年 10月 27日～11月 6日 

＊目的  日本の伝統文化である書道や茶道を紹介する事によって、日本への 

     理解を深めていただき、各国の人々と交流を図る事。新しい元号と 

     なった令和元年にあらためて、伝統文化の持っている力によって、 

日本ブランドを強く発信する。 

 

■サウジアラビア（10月 28日～30日） 

 

1. 10月 28日  

１）はじめに 

10 月 27 日 23 時に成田を出発し、ドバイを経由して 28 日朝に、リヤドに到

着しました。出発前は、「女性は全員アバヤという目だけ出る黒い長い衣装を着

なければならない」、「女性と男性は絶対別々！」「女性は男性に向けて微笑えん

ではいけない」等々、いろいろなアドバイスを頂戴したのですが、まず、キング・

ハーリド国際空港に降り立って一番びっくりしたのは、長身の男性がかすかに

微笑みかけてくれた事でした。小さなスマイルが人の心を癒す大きな役割を果

たしてくれる事を今さらながら思い、文化交流の表玄関の鍵をいただいた気が

いたしました。ただし、空港や今回のような文化的イベント、遺跡ツアーや砂漠

ツアーの場合は、例外的です。市内の道を歩く女性はアバヤを着用していらっし

ゃいますし、女性一人で歩いている人もいらっしゃいません。観光ビザも解禁さ

れましたが、しっかり事前に e-visa と確かな情報を取って渡航する方が良いよ

うです。 

 

アラビア湾からも紅海からも遠い、大陸性砂漠気候のリヤドでは、最高気温が

40°近くになります。そのため、日中は皆さん外出を避けるようです。 

第一日目のイベントも 19時半から始まる事になっていました。 



２）Arab Newsのインタビュー 

上記のような厳しい気候条件の中でしたが、午後に中東の最大手英字新聞で

ある Arab Newsのインタビューを受けました。（Arab Newsは、今年 10月 23

日から日本語版の公開を始めました。） 

 

Arab Newsの記事の中で私は、「茶道は、一人の人間を何が美なのか、何が静

寂なのか、そしてそもそも自分が何者なのかを自問し、そしてやがては、自分以

外の他者への尊敬と理解に導くものなのです」と申しました。そして、「このよ

うな文化交流がサウジアラビアと日本の交流を深める事を希望します」と述べ

ました。私がリヤドに入る少し前の 10 月 23 日に、第 4 回目の日本・サウジア

ラビア・ビジョン 2030の閣僚会合が行われ、両国が幅広い分野で協力していく

事が話し合われました。また、現天皇陛下の即位の礼に国務大臣 Turki bin 

Mohammed bin Fahd bin Abdul Aziz 殿下がご臨席くださいました。 

記事の中で私は「文化と芸術が異なる国の人々の架け橋になりうる」と希望を

持って語っております。 

 

３）サウジアラビア文化芸術協会（SASCA）での講演とワークショップ 

日暮れ時、19 時半から講演とワークショップがスタートしました。夜でした

が、約 60名の方々がお集まりくださいました。最初に書道と茶道についての講

演を英語で行い、アラビア語での通訳もありました。 

アラビア書道の専門家、愛好家の方々も見え、緊張しましたが、皆さん、black 

& whiteだけで表現する日本の美意識、また、一枚の紙の中に現れる非対称の妙

を楽しんでくださったようです。 

半紙に大きく漢字を書いてくださった多くの参加者の方に、お名前から連想

される良い意味の漢字をあてて、サインをさせていただきました。これは、とて

も喜んでいただきました。「私にも！」という感じで多くの方の行列ができまし

た。 

茶道のレクチャーでは、やはり、男性の方々は、サムライが覚悟を持って日々

を生きていた事をお話しすると深く頷いてくださっていました。女性の方々は、



私のゆっくりした身体の動き、足運びを食い入るように見てくださり、「指と手

の動きがとても優雅ね」と言ってくださいました。 

 

 

2. 10月 29日 

１）文化芸術学院 ASIでの授業 

サウジアラビア第二日目は、文化芸術学院での特別授業で始まりました。 

クラスは女子生徒ばかりで、中には、イギリスやフランスからの留学生もいま

した。皆さん、流暢な英語をお話しになったので、今回は、アラビア語の通訳は

ありませんでした。 

茶道では、床の上に簡易的な畳を敷いて風炉釜を置いてお点前をさせていた

だきました。女子学生は、進んで畳にきちんと座ってお茶を楽しんでくれました。

書道では、皆さんが書いてくださった作品に私がサインをするのではなく、希望

する人には、私が選んだ漢字を自分で書いてもらいました。名前の意味が「しな

やかな鹿なの」という生徒さんが複数いたので、「小鹿」「子鹿」「白鹿」「仔鹿」 

など、持てる漢字応用力を駆使して、一人も同じものにならないようにしました。

また、このクラスを受け持っていらっしゃるロシア出身のオルガ先生は、着物に

とても興味を示してくださり、その織り方や染めについて、詳しく解説をしてく

ださったので、クラスがとても特別なものになりました。 

 なお、サウジアラビアでは、湿度がほとんどありません。おかげ様で書道の作

品の乾きがとても良く、助かりました。今回の書道のワークショップを楷書の漢

字を中心にしたのも、「にじみやかすれ」をだすのは難しいだろうと思ったから

ですが、それが功を奏して、「くっきりした線」「はっきりした黒と白の対比」を

皆さん、楽しんでくださいました。 



 

 

２）文化芸術学院 ASIでの講演とワークショップ 

サウジアラビアでの第二回目の講演とワークショップは、同じ文化芸術学院

で行われました。今度は、学生ではなく、一般の市民の方が対象でしたので、や

はり、昨日と同様、19時半から 21時半までのイベントとなりました。アラビア

語の通訳の方のお力添えにより、皆様は、とてもよく理解してくださったようで

す。 

また、この回は、サウジアラビア国営放送も来てくれていました。 

今回の三カ国訪問では、一般の方々に対して、山口の筆の運びを撮影してプロ

ジェクターの画面に投影してくださったので、リズミカルな動きや静かな動き、

激しい筆運びなどが、よく見えたという感想をいただきました。また、下の写真

のように、文字が仏典を正しく写すため、しっかりした線で書く楷書から、それ

をだんだんアートの要素を加味して書体が変わっていく、という事も面白いと

思ってくださったようです。 

 



■トルコ（10月 30日～11月 2日） 

 

1. 10月 30日 

１）はじめに 

リヤドを出発し、イスタンブールを経由してトルコの首都アンカラに到着し

ました。湿度が 15%程度、気温が日中ずっと 37°だったリヤドと較べてアンカ

ラの気候は日本と同じような湿度を感じました。緑も豊かなアンカラは坂も多

く、かつて住んでいた神戸のような街並みを思わせるものがありました。 

バスが市民の足になっているようで、バス停には、いつも人が並んでいまし

た。また、長距離バスを利用して各地に出かけ、週末を過ごす人々も多いそう

です。10月 31日の土日基金文化センターの近くには、パノラ・ショッピング

センターがあり、テラス席で時間をかけてゆっくりと食事と会話を楽しむ人達

の姿がありました。 

 

2.10月 31日 

１) ビルケント大学での講演とワークショップ 

ビルケント大学は、1984年にアンカラに創立された学生総数 12,000人の私

立大学です。市内中心部から車で 30分ほどの所に広大な敷地の中にありまし

た。今回の講演とワークショップは、この大学のグラフィックデザイン学部の

学生を対象にしたものです。Ekin准教授のクラス男女合わせて約 20名がま

ず、二階の教室で書道の講義とワークショップに臨みました。準備から後片付

けまで Ekin先生のクラスの学生さんたちが、惜しまず協力してくれました。

クラスでは、前もってアルファベットでの Calligraphyの創作をしてくださっ

ていました。濃淡によって 3D効果を出す日本の書道の一面と自分たちの創作

とを比較したりして、非常に意欲的、また、独創的な作品ができたようです。

限られた時間でしたので、本当に入り口の所だけの Ink Artとなりましたが、

「もっとお互いに深めたい」という思いを持った時間でした。 

後半は、四階の講堂でグラフィックデザイン学部 60名の学生を対象に茶道

の講義とワークショップの予定でした。が、とても驚いたことに、100名を超

える教授や学生が詰めかけ、階段に座って実に熱心に講義とワークショップに

参加してくださいました。Ekin先生がインスタグラムで広報し，学生達はツ

イッターで連絡を取り、どうやらグラフィックデザイン学部の学生以外にも多

くの人が来てくれたようです。 

彼らは、「私達が茶道を学ぶ中で、エゴを離れて互いの事を思いやり、尊敬

しあう事が平和につながる鍵の一つになる」という事、また、「今日のこの日

は二度と戻ってこないからこそ、今を一生懸命に生きる」事が大事だという事

に共感してくれたようです。 

最後に、台湾や韓国からの女子留学生も含め、多くの学生と話しながら、片



付けました。茶道具や書道具に初めて触れた学生達の顔は輝いていました。 

 

 

２）土日基金文化センター（TJV）での講演とワークショップ 

土日基金は、1993 年にスレイマン・デミレル首相（当時，後の大統領）が、

大変な親日家であった当時の関税・専売大臣のタイヤール・サドゥクラル元土日

基金理事長に命じて設立されました。土日基金文化センターは、その活動の拠点

として 1998年にオープンしました。以来、トルコと日本の社会・文化・技術・

経済分野での交流に大きく寄与しています。今年は、10 月 25 日から約一か月

続く「日本祭り 2019」の開会式が行われたほか、茶道に携わるものとしてはと

ても嬉しい「日日是好日」や「パパのお弁当は世界一」などの映画も上映された

ようです。その中でも「アンカラ日本語弁論大会」は、今年で 28回を数えてい

ます。（写真は、トルコでの催しに先立って、配布されたポスターです。ビルケ

ント大学の Ekin先生がデザインをしてくださいました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演とワークショップは、16時半から 18時、大きな講堂で行われました。一



般市民の方が対象のプログラムですので、私の英語をトルコ語に訳してくださ

る通訳の方がついてくださいました。 

トルコは、親日家の方が多く、また、日本語を学んでいる方々も多数詰めかけ

てくださいました。 

実は、私がかつて学んだ茶道宗徧流の 8 世家元山田宗有は、エルトゥール号

遭難の義捐金を集め、1892年イスタンブールに持参した人物でした。予定の来

場者数を大幅に超える 130人の方が会場の中に、そしてなんと、40人ほどの方

が会場の外から中を覗き込んでくださっていました。さらに、アンカラに大使館

をおく EU はじめ、各国の大使、大使夫人と日土婦人友好文化協会の皆様がお

見えになり、盛大な催しになりました。その中の某大使夫人が「素晴らしい講演

だった。仕事中で参加できなかった夫も是非参加すべきだった」と笑いながらお

っしゃってくださいました。 

また、一般参加者の方が日本語で「またトルコに来てください。お待ちしてい

ます」と言ってくださったのも嬉しかったです。宮島昭夫駐トルコ日本国大使が

モットーに掲げている“Two Nations, One Heart”に向かって共に手を携えてい

く事を実感いたしました。 

 

 

3.11月 1日 

１）はじめに 

アンカラ滞在三日目、あいにくの雨となりました。アンカラからは、海抜

850mから 1000mに位置し、寒暖の差が激しく、この日の朝の気温は 6°でし

た。時には、最高気温が 40°近くになる事もあるようですが、この日は一日肌

寒く、アンカラから 100km、車で約 1時間半のドライブの所にある古い町ベ

イパザルまで洋装で行き、アンカラ大学付属のベイパザル職業高等学校の暖か

い教授室で単衣の着物に着替えさせていただきました。ベイパザルには、木造

の建物も多く、ニンジンの産地という事で、町の中に大きなニンジンのオブジ



ェがありました。また、その名も BAYPAZARIという名前の炭酸水が美味しい

です。 

学校に着くと、15人ほどの学生さんたちが待ち受けていて、荷下ろしを手伝

ってくれ、また、その 3倍はいるかと思われる学生さんたちが、入れ替わり立

ち代わり、講演会場の設営準備を助けてくれました。若さと情熱、そして講演

とワークショップへの期待がひしひしと伝わり、胸が熱くなり、講演の冒頭で

謝意を表明せずにはいられませんでした。 

 

セッションが始まるまでの時間を利用して、ティムル・ギュルテキン校長先

生（Prof. Dr. Timur Gultekin）をはじめ、地元有志の方々とベイパザルの郷

土料理のお店に行ってお食事をさせていただきました。トルコ料理は世界の三

大料理、あるいは四大料理の一つと言われていますが、その名の通り、中に

は、中華料理のようなものもあり、イタリア料理のようなものもあり、歴史的

な交流をうかがわせました。ギュルテキン教授が「トルコで一番おいしい」と

勧めてくださったサルマ（sarma）というブドウの葉で、味付けした米や挽肉

を巻いたものは、日本のシソ巻きを連想させましたが、ずっとスパイシーでし

た。香りも楽しめ、日本食と同じように五感を使って食べるのだなあと発見し

ました。続いてトルコ風の牛丼に取り掛かりましたが、寒さとセッション前と

いう事で胃が緊張していたのか、最後まで食べ切る事ができず、残念でした。

最後は、やっぱりトルコ珈琲！名探偵ポアロであったように、占いをしようか

と思いましたが、現地の皆様も本当に正確なやり方がわからず、「またいらっ

しゃい」とおっしゃってくださいました。 

人口 400万人を超える首都アンカラから人口 5万人弱の小さな町の中で、地

元の皆さんと一つの食卓を囲み、お話できた事は、とても楽しく、貴重な経験

でした。（写真は、トルコ珈琲を楽しむ私です） 

 

ベイパザル校でのセッションは、14時から 16時までの 2時間、こちらも学

生だけではなく、一般市民の方もいらっしゃるという事で、山口は英語で講演

し、通訳の方がトルコ語に訳してくださいました。こちらも、当初は 100名の



聴衆を予定していたところ、それを上回る 130名の方々が一階の椅子席に、吹

き抜けになっていたので、二階・三階にまで人があふれていましたので、正確

な人数を数える事ができませんでした。本当に連日、多くの方に参加していた

だけたのは、とても嬉しい事でした。 

書道と茶道の講演を先に、そしてワークショップと続けました。学生さんた

ちは、我先にと筆をとり、自分なりの世界にただ一つの「花」を創作していま

した。トルコ珈琲やお茶の文化が根付いているこの町では、一椀のお茶を喫す

るのに心を込め、時間をかける、という事に共感してくださったようです。 

 

 

■ヨルダン（11月 2日～5日） 

 

1.11月 2日 

１）はじめに 

11月 2日、アンカラを発ち、イスタンブール経由でヨルダンの首都アンマン

に入りました。アンマンは、海抜 700m~900m の高さにあり、11月の気温は

15°から 19°ぐらいで、乾燥しているので非常に快適でした。が、やはり、朝夕

は寒く感じました。 

ヨルダンの総人口は 970万人ですが、ここ数年、難民が増えてきて、人口は

急激に増加しています。（2000年の人口は 480万人だったようですので、20

年足らずの間に 2倍以上になった事になります）一方、国民の約 35%が 14歳

以下、国民の平均年齢が 22.8 歳という若い国です。国民の教育に対する関心

も高く、識字率も 100%に近いものがあるようです。 

乾燥しているのに水資源が少ないので、熱中症を防ぐのに、ミネラルウオー

ターが欠かせません。 

 

2. 11月 3日 

１）はじめに 



朝の涼しい間に散歩を、と思いましたが、アンマンでは車道優先？のよう

で、歩道が歩きにくく、また、道路を横断できる所が少なく、安全に渡れる信

号の所まで延々と歩かなければならないので、不慣れな私には無理だと思い、

早々に引き上げました。現地の方々は、信号も横断歩道もない、かなりのスピ

ードで車が走行する中を実に見事に横断して行くのです。しかしながら、私は

異邦人、冒険はあきらめました。また、楽しみにしていた死海コスメグッズや

サンドボトルの購入は、トランクに全く隙間がなく、泣く泣く断念しました。 

 

２）フセイン文化センターでの講演とワークショップ一日目 

フセイン文化センターでの講演は、今までと少し異なったパターンで、ま

ず、茶道の講演とワークショップを行い、続いて書道の講演、書道のワークシ

ョップへとつなげました。 

会場では、草月流を現地で学ぶ日本人の方々が、いけばな作品を協力して仕上

げてくださり、来場者を温かく迎えてくださいました。菊をはじめとする日本の

お花や花器を前もってご用意して下さったお心づくしに感謝申し上げます。花

を少し傾けていけて、風が吹いてくるような雰囲気を出す演出は、日本の雰囲気

をこの上なく高めたと思います。講演の中で、このいけばなから、「非対称の美」

と「建物の中に自然を取り込む感覚」についても話をさせていただく事ができま

した。また、自然界にはシンメトリーの物はない、という事も言えるので、非対

称の美を語る、という事は自然の美を語る、自然の美を大切に思うという事につ

ながるというお話もさせていただきました。花を愛する心は万国共通なので、特

に女性たちが興味を持ってくださったように感じました。 

 

 アンマンでは上の写真のように、家族中でお見えになっている方々が多かっ

たように思います。子供たちが大きな目をますます大きく見開いて、お点前の

一つ一つを食い入るように見てくれていました。私の手の動きに合わせて自分

達も空中で茶筅をふる可愛い格好をしていたのが、印象的でした。 

子供たちには書道も大好評で、初めて使う日本の筆、美しい手触りの手すき

の和紙を何度も触りながら、思い思いに世界に一つだけの「花」を書いてくれ



ていました。この講演とワークショップが、子供たちが、日本の伝統的なアー

トに関心を寄せ続けるきっかけになってくれれば、と切に願います。 

そして、親から子への伝承という事にも考えさせられました。あまりにも忙

しく過ごしていると、大事な時間を見落としていて、それが、結局伝統文化の

継承発展の時間を削いでいるのかもしれないという思いを強くしました。 

 

3.11月 4日 

１）The Jordan Timesと Roya TVの取材 

この日は、新聞とテレビの取材がありました。The Jordan Timesは、1975

年に創立されたヨルダンの英字新聞です。また、Roya TVは、2011年に開業

した新しい民間のテレビ会社で、文化的な番組に力を入れているようです。

Roya TVは取材したものを YouTube上で流してくれたので、多くの方々が視

聴してくださったようです。これからの伝統文化の伝承のツールとして、

YouTubeを始め、数々の新しいツールを取り入れていく事を今さらながら考え

ました。 

また、The Jordan Timesは記事の中で私が「スピリットに触れてほしい。

そして、ヨルダンと日本は互いを尊敬し、愛する文化を育んできている事に共

感してほしい」と言った言葉を取り上げてくれました。 

 

２）フセイン文化センターでの講演とワークショップ二日目 

本日も同様に、茶道の講演とワークショップを先にして、その後に書道の講

演とワークショップを行いました。ヨルダンでは、The Jordan Timesでも取

り上げてくださったように、私が「茶道というのは何幕かで構成されている劇

のようなものだ」と強調した事、また、茶道を通して私達が人をもてなすため

の色々な忍耐と心遣い、また、その事によってリーダーシップを学んでいく」

という面を面白いと思ってくださったようです。また、写真にありますよう

に、日本でお茶を習った経験のあるヨルダンの Shifaさんに半東をしていただ

きました。両国の文化の架け橋のあり方を象徴できたのではないか、と思いま

す。 

 

 書道は、やはりアラビア書道がありますので、皆さん、形をとる事がとてもお



上手でした。直線よりも曲線を好まれているようで、かな書道の新しい可能性も 

感じる事ができました。 

 

 

３）レセプション 

アンマンでの日本ブランド発信事業の最終日であり、この度の派遣事業全体

の最終日でもあるこの日、日本大使公邸で開かれたレセプションに出席させて

いただきました。アンマンの文化関係者、有識者の方々と交流させていただき、

とても光栄でした。 

アンマンで活躍する JICA の代表宮原さんや、書道を通しての活動も視野に

入れていらっしゃる藤田さんとお話しできた事もとても有意義でした。 

また、先のフセイン文化センターでお花をいけてくださった草月流の皆さん、

現地で先生をなさっている Randaさんに直接感謝する機会ができて、とても嬉

しく思いました。最後に、ヨルダンと日本の関係がさらに発展するように「飛翔」

などを揮毫し、ささやかながら、その拙作を寄贈させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊まとめ＊ 

 

この度のサウジアラビア・トルコ・ヨルダン三カ国における日本ブランド発

信事業では、何よりも、各国の市民の皆様の「日本を知りたい」「日本文化に

直接触れたい」「日本ともっと交流したい」という情熱を感じました。こんな

にも、日本という国に高い関心を持って好意を持って迎えてくださった事に深

く感謝申し上げます。と共に、「地道な交流を欠かしてはいけない」という意

を強くいたしました。 

 各国の講演では、できるだけ、日本の書道と茶道の心をお伝えできるように

努めました。短い時間ではありましたが、何度も頷いてくださった皆さん、日

本語で「一期一会」や「武士道」についての質問をしてくれた学生たちに力を

いただきました。 

また、休憩時間などに、日本から全国茶品評会で一位を獲得された京都の茶

農家辻喜代一さんのお抹茶を皆さんにティスティングしていただきました。こ

の時にも、また、茶道のワークショップでも、各国の特産スイーツをご用意し

ていただき、お抹茶と現地のお菓子のコラボレーションを楽しんでいただきま

した。サウジアラビアのデーツ、トルコのロクム、ヨルダンのバクラワのよう

なアラビアスイーツは、抹茶との相性がとてもよく、日本でもこのハーモニー

を楽しんでいただくお茶会をしようと考えています。 

 

＊これから＊ 

 

 この度の派遣によって、世界中に日本文化のファンがいらっしゃるという事

が実感できました。この灯を絶やさずに、もっと広げていく事が、日本の伝統

文化の発展のためにもなるのだとも思いました。  

 各国で交流できた方々とも今後も SNSなどを通じて連絡を取り合い、お互

いの理解を深めていけたら、と願っております。 

 将来、アラビア書道・オスマン書道と日本の書道のコラボレーションなどが

実現できたら素敵だろうな、という夢を持ちました。また、茶道に関しても、

現地の若い方々に茶道をお教えできるような機会が作れたらどんなに良いだろ

うかとも思っています。 

 


