会 館 だ よ り
２０１２年

１１月号

第２８１号

公益財団法人 日中友好会館

「会館だより」11 月号の内容
行事案内
《日中友好会館美術館》
・第 10 回東瀛印社篆刻展
・第十五回国際水墨画交流展
・第十一回天真書法塾発表会
《日中友好後楽会》
・秋季友好ハイキング
・会員総会（もみじの会）

活動記録
・後楽寮国慶節祝賀会
・東京華僑総会国慶節祝賀会に
後楽寮生が参加
・9 月談話会
・平成 24 年度日中次世代幹部交流訪日団
第 1 陣農業視察団
「キズナ強化プロジェクト」で来日

ご挨拶
会館行事と人の動き
表 紙

『煙雨江上』 関乃平 作

中国水墨画

（ 2012 年 10/1～21 開催
「東洋美術学校中国水墨画科師生展
―水墨交流の花」より）
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行 事 案 内
日中友好会館美術館
◆第 10 回東瀛印社篆刻展
会 期：2012 年 11 月 1 日㈭～11 月 6 日㈫
時 間：10 時～17 時（最終日は 16 時まで）
休館日：なし
会 場：日中友好会館美術館
入場料：無料
主 催：東瀛印社
後 援：中国大使館、読売新聞社、(公社)
全日本書道連盟、全日本篆刻連盟
日展会員、読売書法会常任理事、全日本
篆刻連盟理事長等を務める和中簡堂が主宰
する「東瀛印社」の第 10 回展を開催いたし
ます。
会員一同は、古典に根ざした本格を目指
して日々研鑽に努め、日展・読売書法展・
謙慎書道展等へ新たな篆刻の展開を希求し
つつ作品を発表、格調ある作品創りに取り
組んでいます。皆様のご高覧ご批正をお願
い申し上げます。
また恒例の併催展は、明治末年から昭和
前半の篆壇における憧憬の対象でもござい
ました『雕蟲』と『印印』ゆかりの印人の
書・畫・篆刻作品の展観を企画いたしまし
た。併せてご観覧いただければ幸いです。
なお、当社中展開催をお勧めいただいた
文化勲章受章者・日本藝術院会員の故小林
斗盦先生の御遺作も敬仰出品いたします。
【お問い合わせ】
東瀛印社 電話：03-3288-0675
◆ 第十五回国際水墨画交流展

会 期：11 月 12 日㈪～11 月 18 日㈰
時 間：10:00～17:00
初日は 14:00 より開幕式、
最終日は 15:00 まで
休館日：なし
会 場：日中友好会館美術館
入場料：無料

主 催：国際水墨画交流協会
協 賛：東洋美術学校
後 援： 中国大使館文化部、(公財)日中友
好会館、中央美術学院（北京）
、
中国美術学院（杭州）
、日貿出版
社、専門学校新聞社、露満堂
国際水墨画交流協会は、東洋美術学校、
中央美術学院、
中国美術学院の支持のもと、
1996 年に設立された民間交流団体です。
今年で 15 回目を迎える本展は、
中国の美
術学院教師陣、協会会員、東洋美術学校中
国水墨画科学生の、水墨・彩墨作品約 60
点を展示いたします。
多彩な内容で毎回好評をいただいており
ます。今年も力作が集まりました。どうぞ
ご高覧頂きますよう、
ご案内申し上げます。
【お問合せ】国際水墨画交流協会
電話：03-3359-7439
◆ 第十一回天真書法塾発表会

会 期：11 月 23 日㈮～11 月 25 日㈰
時 間：11 月 23 日㈮12:00～17:00
11 月 24 日㈯10:00～17:00
11 月 25 日㈰10:00～15:30
休館日：なし
会 場：日中友好会館美術館
入場料：無料
主 催：一般財団法人天真会
天真書法塾 塾長 青木天外（宏之）
天真書法塾では過去 10 年間通じて毎年、
一年の成果を発表する場として日中友好会
館に於いて展覧会を行っております。
基礎科生・本科生・専攻科生・支部教室
生は中国古典を手本とした臨書作品を、師
範科生は自由制作作品を展示しております。
今年も成長しました生徒の作品を観てい
ただきたく、皆様のおいでをお待ち申し上
げております。
【お問合せ】天真会事務局 担当：吉田
電話：03-6272-9902
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ: mail@tenshinkai.jp
- 2 -

日中友好 後 楽 会

活 動 記 録

◆秋季友好ハイキング

◆後楽寮国慶節祝賀会

日 時 : 11 月27 日㈫ 8:30 日中友好会館前
集合、18:00 頃帰着 予定
行 先：江の島と新江の島水族館
（神奈川県藤沢市）
参加費用：お一人 12,000 円
（バス、昼食、入場料込み）
春のハイキングが行われなかったので、
一年ぶりのバスハイクとなりました。新し
い後楽寮生が多く入りましたので、ぜひこ
の機会に交流を深めて下さればと思います。
江の島を訪れた事がある方は多いかと思い
ますが、寮生さんと交流しながら、改めて
巡ってみるのもよろしいのではないでしょ
うか。お気軽にお電話・メールにてお問合
せください。お申込みの方には、詳しいご
案内を送付いたします。
◆会員総会（もみじの会）
日 時：11 月 29 日㈭ 17:30 より
（受付 17:00～）
会 場:小石川後楽園 涵徳亭（かんとくて
い）
参加費用: 会 員 3,000 円／人
非会員 4,000 円／人
今年も小石川後楽園内にて後楽会会員総
会（別名:もみじの会）を開催します。紅葉
を愛でながら会員同士の懇親を深められた
らと思います。小石川後楽園は、入園最終
時間が 16:30（17:00 閉園）となっておりま
すので、紅葉をご覧になる方はお早めにご
入園ください。
【お申込み・お問合せ】
後楽会事務局 小林陽子
電話:03-3811-5305 FAX:03-3811-5263
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ: bunka@jcfc.or.jp

古筝にあわせて中国画を描く（いずれも後楽寮生）

9 月24 日、
後楽寮国慶節祝賀会が行われ、
会場である日中友好会館大ホールには後楽
寮の寮生をはじめ、中国大使館や東京華僑
総会、日頃お世話になっている各友好団体
の方々、そして会館の役職員の約 200 名が
参加されました。
祝賀会第 1 部は、
後楽寮第 37 期寮生委員
長の劉明全さんより感謝とお祝いの挨拶が
あり、つづいて日中友好会館の江田五月会
長が建国 63 周年と日中国交正常化 40 周年
のお祝いの挨拶、そして中国大使館教育処
の李春生一等書記官より挨拶がありました。
次に後楽寮の寮生による演目の披露が行
われました。トップバッターの東京学芸大
学で声楽を学んでいる孟繁潔さんによる
「祝福祖国」で幕が開き、次に孔暁鑫さん
の古筝をバックに呉道彪さんが中国画を描
き、観客を魅了しました。
そして女性の寮生 12 名によるチャイナ
ドレスのファッションショー、寮生のギタ
ーと歌による「桜」
、後楽寮の SMAP・男性 4
名の「世界に一つだけの花」
、東京芸術大学
の張亜達さんによるピアノ演奏と次々に寮
生が演目を披露しました。
最後に後楽寮合唱団の「翼をください」
、
そして寮生の常慶さん作詞、班文林さん作
曲の「後楽寮の歌」を初披露し、
「歌唱祖国」
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で盛大に第 1 部の幕を閉じました。
今回のステージもお客様には大好評でし
た。これは後楽寮生が研究や論文発表など
とても忙しい中、2 か月前から毎週末練習
をし、直前までリハーサルを入念に行って
きた賜物だと思います。そしてほとんどの
寮生が専門分野ではなく、趣味でやってい
るという事に毎回大変驚かされます。
第 2 部では会場を後楽寮に移し、後楽寮
の調理師によるおいしい料理が振る舞われ、
来賓と寮生の交流が続き、さらに寮生の出
し物などがあり夜遅くまで祝福のムードで
盛り上がっていました。
（留学生事業部）
◆東京華僑総会国慶節祝賀会に
後楽寮生が参加

でいたようです。そしてトリは寮生の張玲
さんのバイオリン演奏でした。これらの寮
生の演目に対して後日、東京華僑総会より
会長名で感謝状も届きました。
後楽寮の寮生はここでも参加された皆さ
んからいろいろ声をかけて頂き、沢山交流
ができたようです。また、老華僑の方たち
の中には、何十年も前に後楽寮に住んでい
てとても懐かしいなどと後楽寮に対する思
いが深い方もいらっしゃいました。今まで
にはあまり見られなかった華僑の大先輩た
ちと寮生の交流も今回は多々見られました。
現在後楽寮には華僑子弟はあまり多くあ
りませんが、このような活動を通じて寮生
と華僑の方達との交流をより一層深めてい
きたいと思います。
（留学生事業部）
◆ 9 月談話会
9 月 13 日、河南省出身で現在早稲田大
学にて民事法を研究されている劉明全さん
を講師に迎え、劉さんの研究テーマ「環境
法と現代社会」の講義を行いました。
講義では、環境法の基礎知識を丁寧に解
説し、また日本の公害訴訟や原発事故、国
立市の景観訴訟、空港周辺の生活環境破壊
などの事例を挙げて詳しくお話されました。

参加した寮生達

9 月 29 日の国慶節を迎え、東京華僑総会
の国慶節祝賀会に後楽寮生が招待され、歌
と楽器演奏をそれぞれ披露しました。
まず国歌斉唱の後、廖雅彦会長の挨拶と
韓志強公使の挨拶がありました。その後婦
女会の合唱があり、乾杯・歓談となりまし
た。
続いて演芸時間となり、後楽寮の国慶節
祝賀会でもトップバッターだった孟繁潔さ
んが美しいソプラノを披露しました。そし
て今年 91 歳になった華僑の方のハーモニ
カ演奏や普段なかなか見ることができない
変面ショーがあり、参加した寮生は楽しん

講師の劉明全さん

（後楽会事務局）
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◆平成 24 年度日中次世代幹部交流訪日団
第 1 陣 農業視察団
「キズナ強化プロジェクト」で来日

仲野博子農林水産大臣政務官（左）を
表敬訪問する張玉香団長（右）

9 月 9 日から 9 月 16 日までの日程で、平
成 24 年度日中次世代幹部交流訪日団第 1
陣農業視察団（団長＝張玉香・中国農業部
副部長）が来日した。
日中次世代幹部交流訪日団は、中国国家
行政機関および企業の中堅幹部を訪日招聘
することにより、日本に対する理解を増進
させ、日本青年との交流を通じて日中両国
青年間の友好を促進し、中国の行政および
企業の上層部に次代の日中関係に貢献しう
る一群を形成することを目的とする。
今年は、外務省が実施する「アジア大洋
州地域及び北米地域との青少年交流（キズ
ナ強化プロジェクト」の一環として実施。
第１陣として 116 名が来日し、東日本大震
災の被災地への訪問とともに「農業」をテ
ーマに活動した。
東日本大震災被災地～岩手県一関市、
大船渡市、陸前高田市を訪問
代表団一行は、キズナ強化プロジェクト
に基づき、岩手県一関市、大船渡市、陸前
高田市を訪問した。
一関市では、一関市農政課によるブリーフ
の後、バスごとに4 地区に分かれ、農村地帯
を視察した。複数の集落営農組織を合併し、
県内最大規模の農事組合法人を立ち上げた
地区を視察したり、伝統舞踊、農家民泊や農
村風景を観光資源として地域復興に取り組

む地元住民たちと交流したりした。また、代
表者が勝部修一関市長を表敬訪問した。
大船渡市では、行政、企業、農業協同組
合の各担当者から、当時の震災体験および
復興に向けての取り組みについて講義を受
けた。陸前高田市では、震災後に地域産業
の復興を図るため導入されたドーム型植物
工場グランパファーム陸前高田を視察。ま
た語り部ガイドから説明を受けながら、甚
大な津波被害を受けた市庁舎跡地、奇跡の
一本松跡地などを視察した。
いずれの場所でも、復興に向け力強く進む
人々の姿に、団員は深く感銘を受けていた。

岩手県沿岸広域振興局による
復興計画に関するブリーフ

「農業」を訪日テーマに
被災地訪問の他、東京と北海道では、農
業をテーマとする講義や視察等、多彩な活
動を行い、包括的な対日理解を深めた。
農林水産省、名古屋大学教授生源寺眞一
氏、北海道農政部の講義では、それぞれ農協、
食品安全のリスク管理、農業政策についてな
ど、日本の農業について多角的に理解を深
めることができた。また北海道では、江別
市、恵庭市と分かれ、小麦や野菜、酪農な
どの農園や農場、JA 道央を訪問した他、ホ
クレンパールライス工場を視察。中国各地
で農業行政や地域の産業政策に関わる団員
から、具体的な質疑応答が相次ぎ、各訪問
先で予定時間を超えるほど活発に行われた。
本団の受け入れにご協力下さった関係機
関・関係者の皆様に、この場を借りて厚く
御礼申し上げたい。
（総合交流部）

- 5 -

ご 挨 拶

◆文化事業部に石永菁部長、総合交流部に王加新部長が着任

中国文化部の派遣で来日した石永菁と申
します。この度、
（公財）日中友好会館文化
事業部長に任命され光栄に存じます。
私は大学卒業後、中国文化部対外文化連
絡局に配属され、中国駐日本国大使館文化
部（2 回）書記官、日中友好会館文化事業
部長、東京中国文化センター副センター長
等を経て、再び会館に勤務することになり
ました。中日両国での勤務を合わせて 30
年近く、対日本文化交流の仕事一筋で参り
ました。
文化交流は心と心の交流であり、相手の
国と人々を理解するのに重要です 。
日中友
好会館は開館以来二十数年にわたり、毎年
数回も中国の芸術家を招き、各分野の文化
を展覧会、公演等の形で紹介し、両国間の
芸術交流と人的交流において素晴らしい役
割を果たしているので、また会館で大好き
な文化交流の仕事が出来て何より嬉しいで
す。在任中、微力ながら全力を尽くし、中
国の伝統文化と現代文化をより豊富に、よ
り面白く、
分かりやすく紹介していきます。
どうかご支援とご指導を賜りますようお
願いします。

中国日本友好協会の派遣で来日した王加
新と申します。この度、
（公財）日中友好会
館の総合交流部長を拝命いたしまして、大
変光栄に存じます。
私は 1980 年に大学を卒業してこの 30 数
年、専ら日本語教育や、日本との実務交流
畑を歩んできました。上海外国語大学で日
本語教育に従事し、中国駐日本国大使館に
勤務した後、長らく上海にて、日本の民間
友好団体や友好都市との友好交流事業に携
わり、多彩な交流活動を繰り広げ、多くの
方々のお世話になりました。
振り返るとこの 30 年間、
中日友好協力関
係と友好事業は、多様な分野で目を見張る
発展を見せ、自分にとっても日本の各界各
層の方々と多く出会い、友好交流の仕事を
通じて貴重な経験を積み、生き甲斐を感じ
た、
本当に忘れがたい感動的な時期でした。
この度、私の愛した日本に再び来て、中
日両国民間交流の拠点である日中友好会館
に勤務することになりましたが、28 年ぶり
ということや昨今の情勢から、喜び半分、
緊張感も覚え、つくづくと責任の重大さを
感じております。
中日友好の原点は民間にあり、中日友好
事業をさらに発展させることは、我々に課
された使命です。これからの在任期間、微
力ながら、中日友好と中日民間交流の発展
のためにベストを尽くして参ります。
どうか皆様のご支援、ご指導を賜ります
ようお願いいたします。
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会館行事と人の動き 9/1～30

● 会館行事
9/ 64後楽会気功・中国画教室
9/ 6～9/ 94貸美催事「第23回日中友好自詠詩書交流展東京展」
9/ 9～9/164「平成24年度 日中次世代幹部交流訪日団第1陣 農業視察団」 来日
(9/10同団歓迎会、9/15歓送報告会)
9/114第4回理事会
9/134後楽会談話会「環境法と現代社会」（講師：劉明全）
9/14～9/174貸美催事「法政大学書道會55周年記念展覧会」
9/19～9/234主催展「小倉輝明―墨韻展」（9/19同展開幕式・祝賀会）
9/204後楽会気功教室
9/244後楽寮国慶節祝賀会

● 来館・訪問・面会
9/ 34三上正裕新中国公使 来館（武田理事長、王理事他）
4中国大使館 律桂軍参事官 往訪（武田理事長、王理事）
9/ 44小石川庭園保存会 末理事長 来館（武田理事長）
9/ 64BBC取材（武田理事長）
9/104劉智剛副会長と中国大使館往訪（王理事）
9/184小倉輝明氏来館（武田理事長）
9/194陳鉄城遼寧省人民対外友好協会党組書記ら歓迎会（王理事）
9/214中国大使館 韓志強公使 招宴（武田理事長、王理事、小島事務局長他）
9/274成澤廣修文京区長 面談（武田理事長）
9/284大東港運曽根社長 来館（武田理事長）

● 行事参加、その他の活動
9/134留団協定例会（早稲田奉仕園）
9/144日中経済フォーラム出席（武田理事長）
9/254建国63周年レセプション（武田理事長、留学生事業部他）
9/284東京華僑総会国慶節祝賀会（留学生事業部）

