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1980年10月20日 友好都市締結

きっかけ：多くの長崎華僑の出身地で歴

史的なつながりがある。中日友好の船

「明華号」の長崎訪問の折に、中日友好

協会会長に要望書を提出。





崇福寺の別名は何？

A.泉州寺

B.福州寺

C.南京寺



寛永6年（1629年）、福州出身

者の希望で、福州から超然を招

き建立されたことから、福州寺と

呼ばれる。ちなみに、南京寺は興

福寺の別名。



カステラの老舗「福砂屋」の屋号の由来
福は「福州」、砂は「砂糖」？

江戸時代に砂糖は、福州が産地で、福州船で長崎に

運ばれてきた。福砂屋は砂糖を扱っていたことから、

福州の「福」砂糖の「砂」が、屋号になったのではな

いかと考えられている。（福砂屋ホームページより）





原稿用紙
円卓 煎茶



1592年12月7日、隠元禅師は福州

府福清県に生まれ、江戸時代に来

日した。初めて上陸した町は長崎

市である。崇福寺の第4代住持に

なった。日本の黄檗宗の開祖。隠元が

来日した時、中国から上記の物などを

持ち込んだ。



隠元禅師とともにもたらされた明末清初

の文化は、日本の思想や文化に多大な影響

をもたらし、禅宗の教義だけではなく、建

築、文学、音楽、書道、絵画、彫刻、さら

に印刷、医学、飲食に至るまで多岐にわ

たっており、これらは一つの文化体系とし

て「黄檗文化」と呼ばれている。



友好都市提携40周年を記念し、

特別計画として、市役所ホーム

ページに月に一度、福州市に関す

るクイズを3問出題している。検索

欄に「クイズから福州市を学ぼ

う」と入力すれば見ることができ

る。ぜひご覧ください。





2017年8月中国北京中日友好交
流都市中学生卓球交歓大会



長崎市と福州市の中学
生が合同チームで参加



2018年6月
長崎市と福
州市が合同
チームで福
州中華ペー
ロン大会参

加

2018年6月長崎市と福州市が合同チー
ムで福州中華ペーロン大会に参加



2019年8月福州市国際友好
都市青少年サッカー大会



長崎市中学生サッカーチーム



2020年10月
福州外国語学校と
長崎商業高等学校
友好学校締結



2020年10月
福州第十九中学校と
長崎市立三重中学校

友好学校締結



長崎市と福州市は定
期的に水産・水道技
術交流を行っている
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福州市は中国のどの省にある？質 問

安徽省

福建省

広西省

A

C

B



正解：
福建省



位置：武夷山に源を発する閩江下

流に位置する港湾都市。福建省の

省都。

人口：780万人（約長崎市の19倍）

総面積 ：11,968 km² （約長崎市の

29倍）



閩江は福建省の最大の河川

で、「母なる川」と呼ばれている。



6市轄区・1県級市・6県を管轄する。

市轄区: 鼓楼区・台江区・倉山区
馬尾区・晋安区・長楽区

県級市: 福清市

県: 閩侯県・連江県・羅源県・閩清県
永泰県・平潭県



歴 史

「閩越」として
町が作られ
た。（紀元前
202年）

725年に福
州都督府が
設置されて、
福州という
名が定まっ
た。

唐末王審知
が閩国を建
国して、福州
を都にした。
五代十国の
ひとつである。

福州に復し、
刺史が置か
れた。

福州府治と
して福建の
中心であっ
た。

秦朝 唐代 五代十国 宋代 明清時代

現在まで2200年以上の歴史を誇っている



福州市では至るところで中国語

で榕樹というガジュマルの大木が

みられることから榕城とも呼ばれて

いる。福州市のガジュマルの栽培

の歴史は唐代に遡る。



写真の花は何の花？



福州市の市花は茉莉花（ジャスミ

ン）である。ジャスミンは前漢の時代

（紀元前202～8年）に古代インドから

福州市に持ち込まれ、昔から福州

市民に愛されている。ジャスミンの歴

史は町の歴史と同じぐらいである。

あ
な
た
に
つ
い
て
い
く

愛
想
が
良
い

愛
ら
し
さ

官
能
的
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福州市はジャスミン茶の一大生産地とし

て知られ、その生産地・生産工程および喫

茶文化が「福州市のジャスミンと茶文化シ

ステム」として国連食糧農業機関の世界重

要農業遺産システムに登録されている。

ジ
ャ
ス
ミ
ン
茶



脱胎漆器 油紙傘（唐傘） 牛角櫛



福州脱胎漆器は独特の民族風がある芸

術品であり、北京の七宝焼き、江西省の景

徳鎮漆器と並んで中国の伝統工芸の「三

宝」と称され、国内外でよく名が知られている。



 種類が多く、全国の漆器業界でトップクラス

を誇る。

 質は丈夫、構造は抜群、装飾技法は多様。

 色は明るく、美しく調和が取れていて一体感

があり並外れた魅力がある。



 歴史が長い（約1100年）

 技巧が非常に細かく、仕上がりは

とても丁寧

 油絵、水彩吹きつけ画などの方法

で傘に花、鳥、山水、人物などの

モチーフを描き、とても優雅で上品



評価：中国の伝統的なブランド品

材料：中国南方の水牛の角

効果：長期間にわたって使うと、頭の血行が

促進し、頭皮の健康に効果的と言われている。



コルク絵 寿山石彫り



材料：上等な木材（オーク）

評価：「彫ること」と「描くこと」が結合さ

れた手作り工芸品であり、「無声の詩」、

「立体的な絵」として世界で名が知ら

れている。作品は海外30余りの国と地

区に販売されている。



寿山（シォゥシァン）石彫りは伝統的な

民間彫刻芸術で、巧みな技術を駆使し作り

だした観賞用の小型彫刻である。寿山石彫り

は、石の形によって彫り方を変えることに特に

力を入れ、「１つの形で９通りの顔がある」と言

う言葉もある。
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福州の食文化は、悠久の歴史をもち、その種類も豊富。「仏跳壁

スープ」、「ライチ肉」、「琵琶エビ」、「フカヒレの蓮の葉包み」など伝

統的な名料理がある。

伝統的な軽食もたくさんある。たとえば、「魚団子」、里芋を使った

スイーツである「芋泥」、「鍋辺糊」、「九階菓子」、「葱肉クレープ」、

「中華素麺」や「春巻き」など。



魚丸（魚団子）を知らない人はいないほどの

有名な軽食である。白い皮は魚のすり身で作

られている。魚によって皮の味は全く違う。最も

有名なのは鰻とサメの肉で作られたものであ

る。中身は一般的に豚肉で、味が調和され、

スープはとてもさっぱりしている。



友好都市提携40周年記念
長崎市役所食堂で10月に

一か月間提供予定



芋泥はタロイモをペースト状にした熱

く甘いデザートである。きめ細かく滑ら

かなのが特徴で、福州市の代表的

なスイーツであるといえる。



肉燕とは豚肉を練りこんだ皮で作る

ワンタンである。約120年前に作られ

た。色が白く、口当たりが細やかで柔

らかく、すっきりしている。福州特有の

軽食の一つである。



評価：伝統的な名物料理

名前の由来：「あまりの美味しそうな香り

に修行僧ですらお寺の塀を飛び越えて

来る」ということから名付けられた。



仏跳墻とは各種の干物を壷に入れて、

長時間蒸し上げた濃厚なスープである。

フカヒレ、ナマコ、鶏、金華ハム、豚の

筋、干した貝柱、シイタケ、アワビ、タケ

ノコ、ハトの卵など20の貴重な材料及

び調味料で作られている。



歴史：2-300年

特徴：豚肉を漢字の「十」のような

模様に斜めに切り、揚げると、切り

目の深さと幅が均等なため丸くなり、

ライチのような形になる。

味付：ケチャップ、酢、砂糖、しょ

うゆなどで味付け。



歴史：400年以上

ジャンル：郷土料理

特徴：野菜や干しえびが入った

米のワンタン皮のようなスープ、

美味でかつ安価なため、とても

人気。



ハマグリスープ

里芋餅

光餅

牡蠣あげ
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福州が、その文化や歴史遺産

と並び、もう一つの観光資源とし

て力を入れているのが温泉である。

1000年以上の歴史を誇るが、中

国人にも「福州に温泉があった

の?」と言われるほど穴場的な存

在である。



福州市の温泉は晋の時代（265

～420年）に発見され、唐・宋の時

代に盛んになり、明清時代の庶民

に広がった。現在、温泉の都として

世界にアピールしている。



鼓嶺（グーリン）

福州の避暑地として知られ
ている。山の中には、古い別
荘、公益社、鼓嶺郵便局、熊
猫山庄などがある。霧に包ま
れた鼓嶺の夏の最高温度は30
度ぐらい。



三坊七巷（さんぼうななこう）

は文字通り３つの通りと7つの路

地、福州市の昔の町並みが残る観

光名所。明清時代の多くの建築物

がある。 2010年第1回「中国歴史

文化名街」の1つに選定されてい

る。



馬鞍墻(マーアンチャン)

福州市の伝統的な建築の壁

の様式は馬鞍墙（馬の鞍のよ

うな壁）と呼ばれている。こ

の馬鞍墙はどんな役割がある

でしょうか？



馬鞍墻の役割

防火
空間を
分ける

魔よけ



古典園林として知られている。福州

西湖公園は282年に造られ、唐の時

代に観光名所になり、宋に入ってさら

に綺麗になった。1914年に西湖公園

として使われている。1700年以上の歴

史がある。



福州市 長崎市
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