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「会館だより」3 月号の内容
行事案内
《日中友好会館美術館》
・主催催事
「第 3 回 日中議員公務員書道展」
・貸美術館催事
「中国奥地の蘭展・書道展」
《日中友好後楽会》
・定例談話会
・第 22 回観桜会

活動記録
・
「山東省濰坊凧揚げツアー」を開催
・漢詩かるた交流会
・東京華僑総会新年聯歓会に
後楽寮生が参加
・平成 24 年度 香港・澳門大学生訪日団
70 名が来日

附録
・理事長のツイッター
・手強い隣人
〈谷野 作太郎 (公財)日中友好会館 顧問〉

会館行事と人の動き
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行 事 案 内
日中友好会館美術館
◆主催催事
「第 3 回 日中議員公務員書道展」
会 期：2013 年 3 月 25 日㈪～28 日㈭
時 間：10 時～17 時
開幕式：3 月 25 日㈪ 16 時～
主 催：
(公財)日中友好会館、中国国務院発展研究
中心人力資源研究培訓中心、
中国書法家協
会中央国家機関分会、中国書法研究院
後 援：
中国大使館、(公社)日中友好協会、日本
国際貿易促進協会、(一財)日本中国文化
交流協会、日中友好議員連盟、(一財)日
中経済協会、(社)日中協会 (予定)
「日中議員公務員書道展」は、2007 年に
日中国交正常化 35 周年を記念し、中国国務
院発展研究中心などの主催で第 1 回が日中
両国で開催され、2011 年には第 2 回展が開
催された展覧会です。
そして本年（2012 年度）
、日中国交正常
化 40 周年の記念とし日中両国の文化交流
を促進する行事のひとつとして第 3 回展を
開催する運びとなりました。
会場には、日中両国の議員・公務員の書
道作品 約 100 点が出展されます。3 月 25
日の開幕式終了後には交流揮毫会も催す予
定ですので、ぜひ会場まで足をお運びくだ
さい。
【お問合せ】
(公財)日中友好会館 文化事業部
℡03-3815-5085

◆貸美術館催事
「中国奥地の蘭展・書道展」
会 期：2013 年 3 月 5 日㈫～10 日㈰
時 間：10 時～17 時(最終日は 15 時まで)
主 催：中国奥地の蘭協会、書峯会
中国奥地（雲南省、貴州省、四川省とそ
の周辺）の蘭達は、優美な葉形と花形そし
て色彩の多様さと上品な香りが特色で、良
く似合った鉢と一体化して人々を魅了いた
します。その愛好者の集まりが「中国奥地
の蘭協会」であります。
日本も中国も歴史的にみて、古くより書
画と蘭との関係は密接であり、一体となっ
て観賞されてきました。その伝統的な手法
を此処に再現した当展示会の一方の要であ
ります書道作品の展示は、難波清邱先生を
中心とした「書峯会」の皆様の力作であり
ます。
蘭… 中でも「奥地の蘭」は、日本と中国
の国交正常化に大きな役割を果たしました。
松村謙三先生、周恩来首相、朱徳元帥、孫
平化先生… 等の愛蘭家と奥地の蘭達が関
係した日本～中国の架け橋に関する逸話は、
未だに私たちの心の中に残っています。
春の到来を告げる～馥郁とした香りの
「奥地の蘭」と力強い墨痕も鮮やかな書峯
会の力作による「書」のコラボーレーショ
ンをお楽しみ下さい。
【お問合せ】
中国奥地の蘭協会
℡ 090-6182-3043 (富永)
書峯会
℡ 047-322-8770 (難波)
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活 動 記 録

日中友好 後 楽 会

◆「山東省濰坊凧揚げツアー」を開催
◆定例談話会
日 時：3 月 7 日㈭ 17:00 より
会 場：日中友好会館地下 1 階大ホール
参加費：1,500 円（会員）
非会員の方はお問合せください。
今回は、後楽寮生の孔暁鑫さんを講師に
迎えて、春にふさわしい中国のお琴「古筝」
の演奏とお話をしていただきます。古筝の
歴史や構造、日本のお琴との違いなどのお
話や、古筝の代表曲や中国伝統曲の演奏で
す。どうぞご聴講ください。

◆第 22 回観桜会
日 時：3 月 26 日㈫ 17:30 より
（受付 17:00～）
会 場：小石川後楽園涵徳亭
参加費：3,000 円（会員）

凧揚げイベント

2 月 2 日㈯、会館主催の「山東省濰坊凧
の世界展」の凧制作者である孫継和先生の
来日にあわせ、制作実演見学と凧揚げツア
ーを開催しました。
会員と寮生の 23 名が参
加しました。午前、会館美術館にて孫先生
の制作実演と展覧会を見学。竹を火であぶ
って曲げる骨組みの制作を間近で興味深く
見ました。

本年も小石川後楽園のしだれ桜が満開の
時期に後楽会会員の皆様、大使館関係者ほ
か沢山の方と懇親会を開催いたします。年
に一度の大きな集まりですのでぜひご参加
ください。
【申込み・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: kourakukai@jcfc.or.jp

制作実演

昼食後には貸切バスにて横浜海の公園に
移動し、凧揚げイベントを開催しました。
中国大使館関係者、一般の参加者、横浜日
中友好協会の皆さんなど、合わせて約 80
名が参加しました。凧揚げには強い風が吹
き続ける中、孫先生が 40ｍのヘビ凧や龍頭
ムカデ凧などを次々と揚げてみせると一同
感嘆の声があがり、その後は各々が蝶凧、
鷹凧、セミ凧など様々な凧を揚げて楽しみ
ました。
（後楽会事務局）
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◆漢詩かるた交流会

◆東京華僑総会新年聯歓会に
後楽寮生が参加
1 月 12 日、東京華僑総会の新年聯歓会に
後楽寮生が招待され、歌や演奏を披露しま
した。
まず、廖雅彦会長の挨拶と程永華大使の
挨拶があり、来賓紹介の後、東京華僑婦女
会のリードにより「歌唱祖国」を参加者全
員で合唱し、乾杯・歓談となりました。

とった札を見せる寮生達

1 月 27 日、東京都日中友好協会主催の第
3 回漢詩かるた交流会が行われ、昨年に引
き続き後楽寮生が参加しました。
第一部は漢詩かるた大会。団体戦、個人
戦の順で、日本語・中国語の両方の言葉、
更に読み替えの順番を変えて行い、我が後
楽寮生からは中国語を母国語とする部で優
勝者を 1 名出すことができました。
続いて漢詩朗読を行いました。ここでは
2 名の寮生が飛び入り参加し、毛沢東の「詠
梅」と王維の「送元二使安西」の暗唱を披
露しました。
第二部の交流会ではそれぞれのテーブル
で中国語と日本語が飛び交い、漢詩の話題
をはじめ、
様々な交流ができたようでした。
最後に早稲田大学講師の指導で全員で王
安石の「元日」を朗読して 2 時間半にわた
る交流会を終了しました。

ギターと歌を披露する寮生

続いて演芸の時間となり、婦女会の合唱
の後、寮生の孟繁傑さんが「長鼓敲起来」
を美しいソプラノで披露しました。
続いて、
寮生の李征さんによるギター伴奏で徐方さ
んが森山直太朗の
「さくら」
を歌いました。
その後、おいしい料理をいただきながら寮
生達は大使館や華僑総会の方々と歓談をし
ていました。
今後もこのような会にはできるだけ多く
の寮生に参加・経験してもらいたいと留学
生事業部では考えています。
（留学生事業部）
◆平成 24 年度 香港・澳門大学生訪日団
70 名が来日

最後は寮生の参加者全員で記念撮影

（留学生事業部）

「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、1 月 16 日から 1 月 23 日まで平
成 24 年度香港・澳門大学生訪日団（香港団
団長＝陳徳奇・香港大学専業進修学院シニ
アプログラムディレクター、澳門団団長＝
トーマス C．ダニエル・澳門聖若瑟大学助
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教）が来日した。一行は香港団 57 名、澳門
団 13 名の計 70 名で、東日本大震災の被災
地への訪問とともに、東京において視察や
交流を行い、
日本への理解と知識を深めた。

への不安、放射線測定について、さらに再
建に向けた取り組み等の話を聞き、被災地
の生の声が団員の心に響いたようだった。
どの訪問先でも温かく迎えられ、団員は
震災への理解を深めるとともに、地元の
方々との絆を強めた。
東京大学で模擬授業、学生との交流、
キャンパスツアーに参加

津波被害を受けた大津港を視察

東日本大震災被災地～茨城県日立市・
常陸太田市・北茨城市・大子町を訪問
訪日団はキズナ強化プロジェクトに基づ
き、東日本大震災被災地である茨城県を訪
問した。日立市では、茨城キリスト教大学
の学生から震災時の体験を聞き、一緒に巻
き寿司を作って交流した。日立市かみね動
物園では、震災当時の動物や園内の様子、
復興までの道のりについて学ぶと共に、園
内清掃のボランティアを行った。また、日
立市消防本部と北茨城市消防本部では震災
の概要や市内の被災状況と復興について、
日頃からの防災への心構えについて講義を
受け、地震のない香港と澳門の大学生も、
日常の災害への備えについて考えるきっか
けとなった。
被災地支援活動として、北茨城市の特産
品である天心焼きの工房で、地元の陶芸家
の指導の下、陶土板を皿の形に成型し、被
災地への思いを込めた応援メッセージを書
き入れた。完成品は一般販売され、売り上
げは北茨城市の地域復興資金として寄贈さ
れる。
このほか、常陸太田市の苺農家、大津港、
健康保養センターときわ路、六角堂、袋田
の滝を視察・訪問。地元の方から震災や津
波、原発事故による風評被害や、健康被害

訪日団一行は、被災地のほか、東京大学
を訪問。
法学政治学研究科の高原明生教授
より、
「2012 年的日中関係――在邦交正常
化 40 周年的大衝突」をテーマに模擬授業
を受けた後、同大の学生 12 名と懇談やキ
ャンパスツアーを行った。
日中関係や学生
生活、音楽やアニメ、ファッションなど同
世代共通の話題で盛り上がり、
充実した時
間を過ごした。

東京大学にて、高原明生教授(右)に質問する学生たち

外務省ではアジア大洋州局中国・モンゴ
ル第一課の遠山茂地域調整官から、日本の
政治システム、近年の政局、外交問題、戦
後の復興、現在の経済政策、日本の魅力な
どについてレクチャーを受けた。また、新
江東清掃工場を見学し、日本の環境保護へ
の取り組みについて学習した。
訪日団一行は 8 日間の日程を終え、1 月
23 日全員無事に帰国した。本団の受け入れ
にご協力くださった関係機関・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)
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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

1 月 30 日、小石川後楽園の涵徳亭で NPO 法人小石川後楽園庭園保存会 10
周年記念祝賀会が開かれ、お招き頂いて参加しました。末博光会長はじめ高
齢の方々が多い集まりでしたが、会場は熱気に溢れ、来賓の方々のご挨拶も
力強い激励と感謝の言葉が多かったと思います。小石川後楽園は、江戸時代
初期水戸光圀が築造したものと言われており、その名称は、北宋の学者范仲
淹が著した岳陽楼記の中にある「先天下之憂而憂、後天下之楽而楽」から採
られています。明の儒学者朱舜水の設計による円月橋、殷代の王子兄弟、伯
夷・叔斉の木造が安置された得仁堂等、中国に縁の深い景観があります。日
本が中国文化を吸収した歴史としては、遣隋使、遣唐使が有名ですが、江戸
幕府は朱子学を統治思想として取り入れました。小石川後楽園は、両国の文
化・思想の交流の中で生まれた華と言えます。そして今日でも多くの国民が
散策し安らぎを感じているのです。
第二次世界大戦の敗戦以後の日本、中華人民共和国成立以後の中国。両国
は共に 60 余年の歴史を経て、アジアを代表する国に成長し、国際的にも一定
の影響力がある国です。東シナ海の無人島の領有権は、外交上大きな問題で
はありますが、文化を通じた人と人の繋がりが両国関係の礎になっており、
この問題で両国が正面衝突しない途は必ずあるはずだと祝賀会の席上で改め
て感じました。
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◆手強い隣人
(公財)日中友好会館 顧問

谷野 作太郎

「そもそも、日本人の国民性は…」、
「どうも、フランス人ってぇ輩は…」
といった一国の国民性について十把ひとからげの議論には、よほどの用心深
さが必要である。
さはさりながら、長年、中国を観察し、彼の地の人たちとつき合ってみて、
やはり中国の人たちは、私たちと違うなぁという感慨にとらわれることが一
度ならずある。
その第一は、中国の人たち、中国政府は、多くの場合、
「政治（の意志）
」
を中心に据えて議論を展開するということである。そこには、司法、まして
や検察など、強い政治の意志があれば、どうにでもなるではないか、という
考え、いら立ちが感じられる。ひと昔前の「光華寮」の案件（京都の学生寮
をめぐり、中国と台湾が、その所有権をめぐり日本の法廷で争った）、二年
前の尖閣沖合での中国船の拿捕の件をめぐる日中間の攻めぎ合いの時など、
先方は終始そうであった。
私が若い頃、北京で中国文学の碩学、故吉川幸次郎先生が、私たち若い大
使館員に「古来、現代に至るまで、中国文学の中心テーマは“政治”であっ
た、中国人とのつき合いにおいて、このことを君たちは覚えておくとよい」
と述べられたことを思い出す。
（ちなみに、吉川先生によれば、日本文学の
中心テーマは万葉集から、谷崎潤一郎の世界まで「ラブ」
「ロマンス」であ
った由。
）
第二に、中国の人たちのモノの考え方は、とてつもなく息が長い、という
ことである。鄧小平が語った建国 100 年までの富国（その頃には、中くらい
の先進国のレベルに達したい）への道筋、中ソ論争さかんな頃の「我々は、
ソ連とは一万年でも論争する」と言った毛沢東、香港・マカオ返還に当たっ
ても、これらの地の経済、社会制度は 50 年間は一切変えない、というやり
方など。
日本でも、かつては「経済五ヶ年計画」といったことが、言われたものだ
が、最近ではそれも聞かれなくなった。
もっとも、近年、短期にどかんと一発大もうけを狙う中国の企業の風潮と、
このことがどのように関係するのかよく分からない。この点に限って言え
ば、日本の企業経営の方が、よほど中長期的な視野をもっているような気が
する。
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会館行事と人の動き 1/1～31
● 会館行事
1/16～1/234「平成24年度香港・澳門大学生訪日団」来日（1/17同団歓迎会、1/22歓送報告会）
1/214新旧寮生委員会懇親会（王理事、留学生事業部、寮生委員）
1/244後楽会新春談話会（於：豫園）

● 来館・訪問・面会
1/174中国大使館商務処会食（武田理事長）
1/184長野県日中友好協会往訪（武田理事長）
1/254藤沢市観光協会国際交流課来訪（武田理事長他）
4中国大使館文化部会食（武田理事長、王理事他）

● 行事参加、その他の活動
1/ 74文京区年賀会（武田理事長）
1/ 84日中経済協会賀詞交歓会（江田会長、武田理事長）
1/124東京華僑総会新年会（武田理事長、留学生事業部、後楽寮生）
1/154日本航空シンポジウム（武田理事長）
1/174留団協定例会（於：アジア学生文化協会）
1/184日中教育交流新年交歓会（王理事、留学生事業部 於：大使館教育処）
1/234日中友好協会新年会（江田会長、武田理事長、王理事他）
1/254松山バレエ団ご招待 新「白鳥の湖」鑑賞（後楽寮生50名）
1/274東京都日中友好協会主催 漢詩かるた交流会（留学生事業部、後楽寮生）
1/304後楽園庭園保存会10周年祝賀会（武田理事長他）

