会 館 だ よ り
２０１２年

１２月号

第２８２号

公益財団法人 日中友好会館

「会館だより」１２月号の内容
行事案内
《日中友好会館美術館》
・ご案内
《日中友好後楽会》
・活動予定

活動記録
・小田原ホームステイ記
「素朴で温かいおとうさん家」
・国会見学感想文

附録
・理事長のツイッター

会館行事と人の動き

表 紙

『八卦凧（国泰民安、天下太平）
』
山東省濰坊（いぼう）の凧
濰坊凧職人 孫継和 作 直径 80cm
（2013 年 2/1～2/24 開催
「山東省濰坊凧の世界展」
より）
－ 1 －

行 事 案 内

日中友好 後 楽 会

日中友好会館美術館

◆活動予定

◆ご案内

年の瀬の慌ただしい時節ですので 12 月
は談話会をお休みとさせていただきます。
年明けの行事は下記のように企画しており
ます。
・新春談話会：
1 月下旬日時未定、会館内レストラン
にて。
・ハイキング特別編：
2 月 2 日㈯、中国凧揚げ実演会、体験
イベント、八景島海の公園にて。

日中友好会館美術館は、当会館の主催催
事開催期間以外はご希望の団体・個人に貸
出しをしております。
詳しくは 1 月号に掲載いたします。
現在2012 年12 月と2013 年1 月に空きが
ありますので、お急ぎで展覧会場をお探し
の方は文化事業部までお問合せください。
本年も後楽会事業へのご参加、ご協力、
ご利用料金は一日 73,500 円、
一週間ご利
有難うございました。
お身体に気をつけて、
用の場合は 420,000 円です。
良いお年をお迎えください！
利用規程など詳細につきましてはお電話、
（後楽会事務局）
メールでお問合せ頂くか、HP をご覧くださ
い。

URL
http://www.jcfc.or.jp/shisetsu/museum/
rental-museum
上記以外の期間も受け付けておりますの
で、ぜひご利用ください。
【お問合せ】 日中友好会館 文化事業部
Tel:03-3815-5085
e-mail: bunka@jcfc.or.jp
- 2 -

活 動 記 録
◆小田原ホームステイ記
「素朴で温かいおとうさん家」

小田原城の広場にて

の下、新聞紙が素晴らしいクラフトのお花
に変身する術を教えていただいたりと嬉し
い楽しい一家団欒の夜となりました。
日曜日は雲が一つもない良い天気でした。
おとうさんとおかあさんは私たちを小田原
の山へ案内してくれました。山から伊豆半
島、湘南の海、冠雪の富士山が目の前に広
がり、不思議な景色でした。それからみか
ん狩りをし、海岸散策にも行きました。
3 日間のホームステイ中、いろんな場所
でご夫妻の温かい心を感じることができま
した。
小嶋先生ご夫妻のお宅にホームステイを
するのは私たちが記念すべき 1000 人目だ
そうです。ご夫妻はこのような国際交流事
業に 30 年もの間貢献されてきました。
本当
の国際交流って？本当の幸せな生き方っ
て？それは小嶋先生ご夫妻の笑顔を見れば
わかると思います。

小田原から東京に帰ってきて、いつもの
１週間が始まり、忙しい研究生活に戻りま
したが、今は心の中から以前とは違う積極
的な力が湧いてくるのを感じることができ
ます。
その力の源は先週末（11/2～4）に小嶋勲
先生（以下おとうさん）のお宅にホームス
テイさせていただき、3 日間という短い時
間でしたが、一生忘れることが出来ない思
い出をたくさん作ることができたからです。
11 月 2 日、私たち 4 人は以前より楽しみ
にしていた小田原へ出発しました。
小田原の海、小嶋夫婦の幸せな笑顔
午後 6 時頃に鴨宮駅に到着、改札口の外
ではおとうさんが私たちに手を振って出迎
えてくれました。素朴で素敵な笑顔で、初
僅か 3 日間でしたが私たちにとっては一
めて会ったのにとても親しみを感じました。 生の宝物となる心の繋がりを結ぶことがで
翌日は文化の日、朝からみんなでおにぎ
きたひとときとなりました。
りを作りました。その後、各自が作ったお
にぎりを持って箱根大名行列の見学をし、
（後楽寮生 鄭 勝藍 ）
小田原城へも行きました。夕方、家に帰っ
てからは餃子を作り、おとうさんのご家族
やお友達も集まり賑やかな食事と会話を楽
しむことができました。食後は日本の伝統
的な手芸を試みたり、おかあさんのご指導
- 3 -

◆国会見学感想文

国会議事堂前にて

10 月 18 日、東京は天高くさわやかな季
節を迎えているところだ。我々後楽寮生の
20 人と中国留学生学友会を通じて集まっ
た都内各大学の中国留学生 25 人は国会議
事堂を見学して来た。
その日の 10 時頃、
後楽寮生は全員そろっ
てスーツを着て、元気が満ちていて、国会
議事堂の向こうにある衆議院議員会館に着
いた。少し時間待ちをして、中国留学生友
の会世話人幹事の古賀さんが我々を迎えて
丁寧な挨拶をしてくださった。古賀さんは
長年にわたって中日友好の架け橋として活
躍していることにとても感銘を受けた。そ
して、暫くすると、野田毅衆議院議員と野
田夫人は自ら皆に挨拶をして下さった。野
田議員は中日両国が長い友好の歴史を持っ
ていて、今両国の直面している厳しい現実
を何とかして乗り越えられるようにとおっ
しゃった。また中国の若者として、今度の
見学では日本の政治の雰囲気を味わい、さ
らに、個人のためだけではなく、すばらし
い中日の未来を作るよう長い目で見学を楽
しんでくださいと我々を励ましてくださっ
た。
それから、野田議員の秘書の高砂さんが
案内してくださって、我々はようやく国会
議事堂の中に入った。その日、雨が降って
いたにもかかわらず、普段テレビでしか見
られない場所を自分の目で見る、自分の手

で触る、
自分の思想で考えることができて、
皆も意欲的だった。
必要なセキュリティチェックをした後、
我々が議事堂の中へ徐々に進んでいくのに
伴って、静かになって、荘厳で厳粛な雰囲
気が溢れてきた。我々後楽寮生は静かに自
分の感想を交換しながら、議事堂の一番高
い部分――中央広間に着いた。案内係の方
は広間の高さ、広さ、材料など、銅像の置
き方まで紹介してくれて、本当にいい勉強
になった。そして、私はこの建物の歴史感
をしみじみと感じた。中央広間から前へ進
んで、
階段を下りて、
衆議院議場に着いた。
我々が議場の一番上に入って、高砂さんが
議場座席区分をきちんと紹介してくれた。
この広い議場の中に立つと、普段テレビで
見た議員たちが国策を熱熱と議論する場面、
そして、その時の緊張さをしみじみと感じ
られた。
議事堂の中では撮影禁止なので、議事堂
を出たら、皆貴重な人生体験として、互い
に写真を撮り始めた。そして、最後議事堂
正門に辿り着いて、
皆集合写真を撮影した。
見学が終わった後、衆議院議員会館に戻
って、会館の食堂で野田衆議院議員夫人を
はじめとする皆様と一緒にご飯をいただい
た。最後、楽しい食事の最中、我々は野田
議員からプレゼントをいただいた。
半日ぐらいの見学はあっという間に過ぎ
てしまった。野田議員ご夫婦及び古賀さん
のような中日友好に熱心な日本の方のおか
げで、今度の見学ができたと思う。帰り道
で私も野田衆議院議員のおっしゃった通り、
今から知識を身に着けながら、中日の友好
のためにがんばろうと思った。
（後楽寮生 王宇擎）
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理事長のツイッター
(公財)日中友好会館 理事長 武田 勝年
少し旧聞になるが 10 月 12 日㈮、
（公社）日中友好協会の呼びか
けで、日中友好 7 団体の理事長、事務局長等が懇談会を開催し、日
中両国間で厳しい論争となっている領有権問題の影響に就いて、各
団体の状況報告と意見交換を行った。この問題は、日中双方それぞ
れの言い分があり、歴史的な経緯もあるので、簡単に解決策が見い
だせるとは思えないが、戦略的互恵関係の原点に戻って冷静に話し
合い、少なくとも「政冷経冷」状態は脱することを期待している。
両国友好交流の拠点として「民間」「草の根」活動に注力してい
る日中友好会館は、領有権問題に直接関わる立場になく、その能力
もないが、将来を見据えた地道な活動は従来以上に充実、発展させ
たい。私の持論は、我々の事業の主力部隊は、若手職員であり、理
事長の責務は若手職員にやりがいのある業務環境を提供すること
にある。日々奮闘している若手職員の成長なくして事業の充実はあ
りえない。このような考えから、本年 10 月より「友好会館学習塾
（略称：FC 塾）
」を発足させた。第一回は私が講師を担当したが 20
名を超える職員が参加した。今後は会館役員や外部有識者をお招き
して、月一回講演会と懇談会を開催する。日々の業務に注力する一
方で、諸先輩から積極的に学び、視野を広げることが自己の成長と
事業の充実に繋がる。
「与時倶進」時代の変化に遅れることなく、「面向未来」日中国
交正常化 40 周年の今年が健全な両国関係の起点となるように微力
ながら努力したい。

会館行事と人の動き 10/1～31
● 会館行事
10/ 1～10/214協力展「東洋美術学校中国水墨画科師生展―水墨交流の花」
10/ 44後楽会気功・中国画教室
10/184後楽会気功・中国画教室
10/26～10/294貸美催事「写意精神―日中美術作品交流展」

● 来館・訪問・面会
10/ 44毎日新聞 松本昌樹国際事業室委員 来館（武田理事長）
4竹下亘評議員 往訪（武田理事長）
4青山揚一・名尾邦博両監事 懇親会（武田理事長、王理事他）
10/104江橋崇評議員 面談（武田理事長）
10/154華僑理事・評議員との会食（江田会長、宮本副会長、武田理事長、王理事）
4秋岡榮子評議員 面談（武田理事長）
10/254NHK番組制作部 宮川徹志プロデューサー 来館（武田理事長）
4長崎県東京事務所 若杉謙一所長ら来館（王理事）
10/294民間外交推進協会 湯下博之専務理事 来館（武田理事長）

● 行事参加、その他の活動
10/ 14横浜華僑総会国慶節祝賀会（武田理事長）
10/ 24東京中国文化センター「衣襲華美・上海チャイナドレスの100年史」開幕式（武田理事長）
10/124日中友好7団体懇談会（武田理事長）
10/184中国留学生友の会主催国会見学（後楽寮生）
10/284埼玉大学学友会主催バス旅行（後楽寮生）
10/304中国大使館教育部主催 国家公費派遣留学生説明会（留学生事業部）

