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・日中の未来は明るい 

 （公財）日中友好会館 副会長 宮本雄二 
 

・理事長のツイッタ― 

 

 

会館行事と人の動き  

 

 

 

 

 

 表 紙  
 

 

「呼びかけ」 張欣（2014年） 
 

【上段】「お母さん！（妈呀！）」と呼びかける三人の子どもたち、【下段】「息子や！（儿呀！）」と

呼ぶ一人きりの母親。 
 

 ※現在開催中の主催展「ピリリ！と面白い 中国漫画展」（～6月 28日）にて原画を展示中です。 
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 ● 行 事 案 内 ●
 

 

日中友好会館美術館 
 

 

◆主催展「ピリリ！と面白い  

中国漫画展」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

現在、中国の現代世相を描いた漫画作品を

展示しております。どなたでも一目で内容が

分かり、楽しんでいただける展示となってお

ります。中国の国民的漫画「サンマオ（三毛）」

や、近代漫画の父「豊子愷（ほうしがい）」

作の、貴重な原画作品も各 1 点特別展示して

おります。この機会をお見逃しなくご来場く

ださい。また、いくつかの関連イベントを予

定しておりますので、あわせてご参加くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連イベント＞ 
 

ミュージアムミニコンサート： 

中国民族楽器古琴による演奏会 

日時：6月 5日㈮ 15:00～  

場所：日中友好会館美術館、観覧無料、 

申込不要、直接会場にお越しください。 

 

絵手紙体験講座： 

（指導：日本絵手紙協会認定講師） 

日時：6月 9日㈫ 14:00～16:00 

場所：会館内 

料金：200円/人（道具貸出・材料費込） 

事前申込み制（申込方法は下記、定員 15名、

小学生以上の方対象） 
「無題」陳学君 2013年 

「ニュートンの災難」

張文斌 2012年 

「信徒」劉暁東 2012年 

 

 

会期：5月 28日㈭～6月 28日㈰ 
 

時間：10:00～17:00（初日は 15:00より） 
 

休館日：月曜日  入場料:無料 
 

主催：（公財）日中友好会館、浙江省嘉興

市文化広電新聞出版局、嘉興市文学

芸術界聯合会、嘉興美術館   
 

協力：浙江省桐郷市文化広電新聞出版局  
 

後援：外務省、中国駐日大使館、中国美術

家協会、国際交流基金、（公社）日

本漫画家協会、（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、（一

社）日中協会 
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記念講演会/茶話会：  

「漫画から読む中国現代ニュース」 

講師：ＮＨＫ解説委員 加藤青延 氏  

長年中国を取材してきた加藤氏が

中国現代社会の様々なニュースを

解説します（講演 90分、茶話会 60

分）。 

日時：6月 16日㈫ 14:00～16:30  

場所：会館大ホールほか 

料金：500円/人（資料、茶話会代込）  

事前申込み制（申込方法は下記、定員 50

名） 

※6/9絵手紙体験講座、6/16 記念講演会は、

事前に日中友好会館美術館へお電話・FAX・

E-mailのいずれかにて氏名・住所・電話番

号を添えてお申込みください（定員に達し

次第受付終了）。 

 

【申込み・問合せ】文化事業部   

TEL 03-3815-5085  FAX 03-3811-5263  

E-mail:bunka@jcfc.or.jp  

 

 
 

  日中友好後楽会 
 

◆講演会・交流茶話会  

 

 

 

 

 
 

 

 

まだ若干の空きがありますので、申込み受

付中です。長年にわたり中国を取材してきた

加藤氏が、風刺漫画に描かれた中国現代社会

の様々なニュースを解説します。講義後には、

館内のレストランにて、交流茶話会を開きま

す。 

◆7 月談話会  

 

 

 

 

 

 

 

今回の談話会では、後楽寮生で早稲田大学

文学研究科に留学中の張秀閣さんから、中国

民間伝統保健気功のひとつ「八段錦功法」と

簡単なエアロビクス体操を学びます。「八段錦」

の腹式呼吸とゆっくりとした八つの動作を行

うことは、精神を安定させ、ストレスを解消

し、心身の健康を保つことに繋がります。 
 

皆で一緒に楽しみながら、よい汗を流しま

しょう。談話会後は、館内にて懇親夕食会を

予定しております。 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 小林、緒方、大竹 

電話: 03-3811-5305  FAX: 03-3811-5263 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:  kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：7月 7日㈫ 17:30より 
 

場 所：日中友好会館 地下１階 大ホール 
 

参加費：1,500円／人 
 

非会員の方はお問い合わせください 

テーマ：「漫画から読む中国現代ニュース」 

講師：ＮＨＫ解説委員 加藤青延 氏 

日時：6月 16日㈫  14:00～16:30 

会場：日中友好会館大ホール 

参加費：500円（資料、茶話会代込） 

 

 

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
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 ● 活 動 記 録 ●
 

◆中日友好協会代表団一行５名が

来日 
 

 

中日友好協会代表団一行 5名(団長：王秀雲 

中国日本友好協会 副会長)が、 4月 7日から

4月 11日までの日程で来日した。本団は、2013

年 4 月に締結した「公益財団法人日中友好会

館と中国日本友好協会の友好交流代表団相互

訪問の定期派遣に関する協議書」に基づき招

聘したもので、双方の幹部が年一回の相互訪

問を通じ、日中友好事業の積極的な促進を図

ることを目的としている。 
 

代表団は来日当日、日中友好会館に来訪さ

れ、実務レベルの担当者も交え、2015年度の

交流事業の協議を行い、交流人数や時期など、

具体的な内容について意見交換を行った。夜

は江田五月会長主催の懇親会を行い、武田勝

年理事長、王昆中国代表理事、荒井克之常務

理事、杜海蘭総合交流部副部長とともに、再

会を喜びながら会食を楽しんだ。昨年度、同

協会と当公益財団との交流事業は年間 1,300

名の規模となり、江田会長から同協会の協力

に改めて謝意を示し、双方は今後もさらに協

力関係を推し進めていくことを確認しあった。 
 

一行の今回の訪問地は、東京、長野、栃木

の 1都 2県で、来日四日目の 4月 10日に、阿

部守一長野県知事、太田寛長野県副知事を表

敬訪問した。阿部知事からは、中国と長野県

の交流についての支援に感謝、今後も環境、

医療、スポーツ分野の交流でも更なる協力を

お願いしたいといった趣旨の言葉が述べられ

た。王秀雲団長からも、今後も関係を強化し、

市民レベルでの交流を発展させていきたい、

長野県はもっと中国に自然や観光面をアピー

ルすべきだとアドバイスするなど、終始和や

かに懇談した。 
 

 

阿部長野県知事(右２)と懇談する王秀雲団長(左) 
 

一行は、同県で松代を参観し、満開の桜を

見ることができたほか、栃木県では武田勝年

理事長、王昆中国代表理事とともに、雪景色

の中、日光東照宮、竜頭ノ滝、華厳の滝を見

学し、日本の春と冬の風情を満喫した。 
 

代表団は 4 泊 5 日間と短い日程だったが、

精力的に活動し、当公益財団をはじめ、各界

の関係者と有益な意見交換を行い、親睦を深

めることができた。日中関係をいっそう発展

させるため、今後の相互協力が期待される。 
 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日光華厳の滝を楽しむ代表団と 

武田理事長、王中国代表理事 
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◆小田原ホームステイ旅行記 

― 暖かい駅舎 ― 
 

4月の初め、小嶋先生の家に行ったあの日、

しっとりと雨が降っていた。午後 6時に私た

ち一行は鴨宮駅に着いた。先生はすでにそこ

で待っていた。先生は車で私たちを家まで運

んでくれた。家に入ると、もう既に夕飯がテ

ーブルの上に並んでいて、温かい光の中で、

優しい挨拶が交わされる。初春の肌寒さを吹

き飛ばしてしまうほど暖かだった。 
 

二泊三日の旅行では、たくさんの予定が準

備されていた。小嶋ご夫妻の付き添いで、私

たちはまず、国立印刷局小田原工場を見学し

た。日本円の貨幣製造の発展の歴史を学び、

一億円の重さが身にしみてわかった。それか

ら、伝統的な造紙方法に基づき、自分の手で

一枚のはがきを作った。小嶋先生が言うこと

には「あなたたちはこの時期にここへ来られ

て幸運ですよ、印刷局は一年のうち、ホーム

ステイのこの二日間だけ対外的参観のために

開放しています。それにこの時期は桜の花も

競って咲きますから、本当に花見には良い季

節ですよ」と。 
 

 

国立印刷局小田原工場にて 

 

さらに幸運なことには、私たちは神社のお

払いの儀式を見学することができた。氏子一

員とみんなで神輿を担いで、お餅をついた。

活動が終わってから、みんなで一緒に桜の木

の下でご飯を食べた。おじさまたちが熱心に

小田原市の歴史と日本の宗教や習俗について

説明してくれた。一人の人間とは本当にちっ

ぽけであることが切に感じられた。みんなと

歩調を揃えて、団結や協力をしてこそ、重々

しい神輿を担ぎながら軽々と平地を歩くこと

ができるのである。 
 

出会いがあれば別れがあり、楽しい時間は

いつも短いものだ。小嶋先生とお別れすると

きに、彼ら夫婦が三十年にわたって、世界各

地の 1,000名あまりの留学生をホームステイ

させていることを聞いた。それにはいたく感

動した。先生は「ホームステイのようなこと

は、特別な理由を必要としない」と言う。若

い子どもたちが遠方からやって来て、数日間、

お宅でお世話になる。それから、さまざまな

交流を経ておのおの収穫を持ち帰り、引き続

き仕事や勉学に打ち込むのである。 
 

そうすると、小嶋先生の家はまるで一つの

暖かい駅舎のようである。それと同時に、開

かれた日本の窓のようでもある。窓が開かれ

れば、私たちはその中に入ることができ、普

通の日本人の生活の様子を感じることができ

る。最後に小嶋先生は微笑みを浮かべ、ため

息をついた。「ここに来る多くの留学生とは、

ただ一回のご縁であり、再びここを訪れるの

は困難な出来事だろうね」 
 

でも今回、この一生に一回の出会いが私に

莫大な暖かさを与えてくれた。私もいつかこ

の暖かさを後世に伝えていきたいと思う。 

（後楽寮生 張玲） 
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◆日中友好スポーツ交流会 
 

4月 19日、東京都日中友好協会と北区日中

友好協会の共同主催による日中友好スポーツ

交流会が北区の滝野川体育館で行われ、後楽

寮寮生と留学生事業部職員が参加しました。 
 

まず、交流会に先立ち開会式が行われまし

た。最初に日中両国の国歌が流れ、続いて東

京都日中友好協会の宇都宮徳一郎会長をはじ

めとするご来賓の挨拶があり、ルール説明の

後、「北区の歌」に合わせて体を動かす「北区

さくら体操」で準備体操をし、いよいよスポ

ーツ交流の開始となりました。 
 

「友誼（友好）第一、比賽（勝敗）第二」

というのがこの交流会のスローガンであり、

三つのスペースに分けられた体育館で参加者

はバレーボール、バトミントン、卓球を自由

にプレーしたり、試合形式で対戦したりと存

分に楽しんでいました。 

 

 
 

 

それぞれ仲良くなった者同士で用意してい

ただいた昼食を取った後、午後の部でも声を

掛け合ったり、楽しそうな笑い声を響かせた

りしながら、参加した寮生達は十分に友好の

汗を流しました。 
 

日頃研究や論文で忙しい寮生ですが、この

日一日はリラックスして体を動かしていまし

た。しかし翌日はみんな日頃の運動不足から、

筋肉痛で大変だったようです。 
 

今回、寮生はもとより参加者全員が怪我も

なく大成功に終われたのも、事前の準備や当

日の運営をしていただいた東京都日中友好協

会と北区日中友好協会の皆様のおかげです。

改めて感謝を申し上げます。 

（留学生事業部） 

 

 

◆「JENESYS2.0」中国建築設計研究

院訪日代表団が来日 
 

2015年 4月 8日から 4月 15日までの日程

で、「JENESYS2.0」中国建築設計研究院訪日代

表団(団長＝鄒湘海・中国建築設計研究院 深

圳華森建築工程設計顧問有限公司 本部 副総

経理)計 30名が来日した。本団は、中国建築

設計研究院に所属する青年で構成され、外務

省が推進する「JENESYS2.0」の一環として招

聘された。 
 

代表団は、東京、京都、滋賀、大阪にて日本

の耐震建築、住宅産業に関する訪問・視察を行

い、住宅・建築関係者や行政関係者と交流した

ほか、地方都市や世界遺産などの参観、日本文

化体験など、さまざまなプログラムを通じて包

括的な対日理解を深めた。 
 

 

 

 
 

 

日本の住宅・建築に関する訪問・視察 
 

東京では国土交通省を訪問し、団員代表が

「中国における日本の建築技術の応用・活用」

をテーマに自身の抱負や日本の建築技術への

期待を発表した。林田康孝住宅局住宅生産課

歓迎会で江田五月日中友好会館会長へ 

記念品を贈呈する鄒湘海団長 

友好第一、勝敗第二 
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長が一行を出迎え、政府の実施する建築・住

宅分野の取り組みを紹介し、担当職員が団員

の発表にもコメントした。東京駅周辺再開発

現場視察では、実際に開発・建築に携わった

(株)日建設計社員よりプロジェクトが紹介さ

れ、担当者の案内で再開発現場を徒歩で視察

した。(株)日建設計本社にも訪問し、会社概

要や省エネルギーに関する取り組みについて

紹介を受けた。また、三菱地所レジデンス(株)

が開発する新築分譲マンションのモデルルー

ム視察では、マンションの免震構造の体験も

行った。パナソニック(株)では二つのショウ

ルームを視察し、ハイテクを駆使した未来の

住宅について説明を受けた他、最新の住宅設

備を見学した。団員からは、太陽光発電や建

物の耐震構造、最新の住宅設備に関する質問

が多く挙がった。 
 

大阪では、積水ハウス(株)を訪問し、会社

概要や同社の海外展開、大阪駅周辺再開発に

ついて紹介を受けたほか、大阪駅周辺の高層

ビルを視察しながら、開発・建築状況につい

て説明を受けた。団員は、どの訪問先でも温

かく迎えられ、日本の住宅・建築分野の関係

者と有意義な視察・交流ができた。 

 

 

日本の多様な魅力を感じる 
 

一行は、東京で浅草や皇居・二重橋を参観

したほか、各地で日本の多様な魅力を感じた。

京都で、世界遺産である清水寺や金閣寺、二

条城、伏見稲荷大社を参観し、大阪では大阪

城を見学した。和風旅館での温泉体験や商業

施設視察などを通じて、庶民の生活や日本文

化を体験することもできた。また大阪市・八

尾市・松原市環境施設組合舞洲工場と大阪市

立阿倍野防災センターの視察では、日本の環

境・防災教育についても学び、団員はさまざ

まな日本の魅力を十分満喫したようだ。 
 

8日間の充実した日程のなか、団員は専門

分野だけでなく、社会や文化についても理解

を深めることができた。団員からは、日本の

建築分野で働く人々のプロ意識や、日本人が

建築する上で人を第一に考えている点に感銘

を受けたとの声が聞かれ、知識や技術だけで

なく精神面での収穫も大きかったようだ。 
 

本団の受け入れにご協力くださったご関係

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） 
 

 

◆「JENESYS2.0」中国リハビリ関係

者代表団が来日 
 

2015年 4月 14日から 4月 21日までの日程

で、中国リハビリ関係者代表団 (団長＝李建

軍 中国リハビリテーション研究センター 

主任)が来日した。本団は、中国リハビリテー

ション研究センターの医師・理学療法士・作

業療法士・看護師などさまざまな専門を持つ

青年医療関係者で構成された計 34名で、外務

省が推進する「JENESYS2.0」の一環として招

聘した。 
 

代表団は、東京都・鹿児島県・福岡県にて、

6 カ所の病院をはじめとして、厚生労働省や

独立行政法人国際協力機構（JICA）を訪問・

視察し、日本の最先端医療施設、リハビリ分

野に対する理解を深めた。また、最先端技術

を体感できる施設や歴史的建造物の参観など、

さまざまなプログラムを通じて包括的な対日

理解を深めた。 

積水ハウス(株)で大阪駅周辺再開発の説明を受ける 
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日本の医療保険制度やリハビリ施策を理解 
 

一行は、厚生労働省を訪問し、「障害者政策

とリハビリテーション施策」「高齢者政策とリ

ハビリテーション施策」をテーマとしたブリ

ーフを受け、日本の高齢者・障害者の人口や

福祉施策導入の経緯、具体的なサービスや、

さまざまな形態におけるリハビリの内容につ

いて学んだ。また、JICAを訪問し、JICAと中

国リハビリテーション研究センターの協力の

歴史を振り返ったほか、障害と開発をテーマ

とした社会保障分野における JICA の取り組

みについてのブリーフを受けた。これらのブ

リーフに対し、団員から「日本における障害

者の雇用に関する法律について」「リハビリ施

設に対する行政指導について」「世界に通用す

るリハビリ・医療関係者の人材育成について」

等、さまざまな質問が挙がり、障害者の社会

復帰や高齢者の生活支援等における、行政と

医療関係者の役割について高い関心を持って

いることがうかがえた。 

 

 

 

 

東京・鹿児島・福岡で病院を視察、関係者と

交流 
 

東京の山王病院、三田病院、鹿児島の米盛

病院、福岡の柳川リハビリテーション病院、

高木病院、福岡山王病院を訪問し、各病院の

概要やリハビリの特色について説明を受けた

ほか、リハビリの現場をはじめとした院内の

施設を視察し、日本の最先端医療に関する知

識を深めた。団員は、病院で使用される機器

や設備、患者の入院から退院後の回復までの

プロセスにおける各スタッフの役割など、専

門家としての観点から大変熱心に質問をした。 
 

 

 

 

また、病院関係者との懇談を通じて、同分

野で活躍する日本の青年との交流を深めた。

団員からは、「日本の病院の最先端の医療設備

やチーム医療だけでなく、スタッフの仕事に

取り組む真摯で忍耐強い姿勢が印象に残った」

との声が聞かれた。 
 

そのほか、東京では Honda ウェルカムプラ

ザ青山で人型ロボット・ASIMO のデモンスト

レーションを見学し、最先端のロボット技術

を体感したほか、浅草・江戸東京博物館・皇

居二重橋を参観した。鹿児島では奄美の里と

焼酎蔵元、福岡では九州国立博物館・太宰府

天満宮を参観し、和風旅館での温泉体験も行

うなど、日本の歴史や伝統文化に触れること

ができた。 
 

8日間の多彩な活動を通じて、団員は医療

分野以外にも広く日本に対する理解や関心を 

一層高め、日本を身近に感じる経験となった。 
 

本団の受け入れにご協力くださったご関係

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） 

 

厚生労働省による高齢者政策と 

リハビリ施策に関するブリーフ 

緊急搬送用のヘリポートを視察 

（鹿児島県・米盛病院） 
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◆日中青少年交流事業 

第 7回諮問委員会を開催 
 

4月 10日、当公益財団にて、日中青少年交

流事業の第 7回諮問委員会が開催された。 

諮問委員会は、平成 21年 2月、当事業の適

正かつ効果的な推進を図るため、外部からの

視点を取り入れ、より良い交流事業を目指し

ていくために設置された。委員は雨宮忠氏（公

益財団法人文教協会会長）、石川好氏（酒田市

美術館館長、作家）、髙島肇久氏(株式会社日

本国際放送特別専門委員)、高原明生氏（東京

大学大学院法学政治学研究科教授）の 4名で

構成され、髙島氏が座長を務めている。 
 

 

 

 

 

 

これまで、事業実施にあたって委員各氏に

は、訪中団への参加や団員の推薦、訪日団の

企画内容の助言のほか、中国の高校生や大学

生向けのセミナー講師や、中国メディア関係

者への基調講演など、多大な支援と協力をい

ただいている。 
 

第 7回諮問委員会には、諮問委員のほか、

外務省から川田勉・アジア大洋州局中国・モ

ンゴル第一課地域調整官、堀切輝一・同課研

究調査員が、そして当公益財団からは武田勝

年理事長、荒井克之常務理事、村上立躬顧問、

小島義夫事務局長、荻原芽総合交流部長らが

出席した。 
 

委員会では、武田理事長と川田調整官の挨

拶の後、平成 26年度に「JENESYS2.0」として

実施した日中青少年交流事業の最終実績及び

予算執行状況について報告がされた。平成 26

年度は、全 22事業 1,719名の招聘事業を実施、

特徴として中国教育部派遣の中国高校生の招

聘事業が再開したこと、中国大学生の招聘事

業が千名規模に拡大し、それぞれ異なるテー

マ・専門分野に応じて特色ある交流活動を展

開したことのほか、書道をテーマとした初め

ての中国中学生の招聘事業、食品安全関係者

他さまざまな専門分野に特化した在中国日本

国大使館の推進事業を実施したことなど、そ

れぞれの活動報告と成果について、団員の感

想文、アンケートなどを提示しながら報告さ

れた。また、平成 27年度も外務省が実施する

JENESYS2.0事業の一環とし、当公益財団での

日中青少年交流事業を行うことが報告された。 
 

委員による総括では、依然としてストップ

している派遣事業再開に向けた打開策や、よ

り効果的な事業実施の観点から、日中双方の

専門分野同士の交流の重要性などについて、

今後の日中間の関係改善を期待し、活発な意

見交換が行われた。 
 

 

 

 
 

 

 

委員会終了後は、会場を移し、総合交流部

員を交えての懇親会を開催した。会は髙島座

長の乾杯で始まり、食事を取りながら交流し、

和やかな雰囲気の会となった。 

(総合交流部) 

 

意見を述べる諮問委員 

より効果的な交流実施についてアイデアを出し合う 
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● コ ラ ム ● 
 

 

 

日中の未来は明るい 

   

 

 

 

 

 

2年前のこの欄で紹介した私の中国の古い友人たちが間もなく初めて日本に来る。学校の教師

をしていた普通の中国人の家族だ。80年代の初め、家族ぐるみでお互いの家を訪問し合ったも

のだ。その交流に家内も含めて何の違和感もなかった。同じような価値観であり倫理観であり

礼儀観であった。 
 考えて見れば私より上の世代は、明治の水準まではいかないものの、それでもかなりの漢文

の素養があった。古い世代の中国人も古典の教育はしっかりと受けていた。だから文化的に共

鳴し合えたのだろう。そしてこの世代の日本人は中国を侵略したことに対する贖罪意識があり、

同じ世代の中国人は日本と日本人に対する敬意があった。だから戦争をしたのに和解もできた。 

その後の世代の日本人は、ますます欧米に傾き漢文に代表される中国文化から遠ざかって行

った。同じ世代の中国人は、中国の伝統文化を破壊し軽視した。日本人と中国人との間の共通

の文化と話題はますます希少となり気持ちは離れて行った。それが最近、日中国交正常化以来、

最悪の日中関係を作りだしてしまった背景にあるのではないだろうか。 
ところが最近参加した日中青年交流の場で知ったのだが、日中の若者はわれわれの想像以上

に多くの文化や知識を分かち合っている。現代化の進展と情報通信の発達が彼らに似たような

環境を与え、おかげで彼らは似たような感覚を持ち、共通の話題を持っている。中国の 80年代

生まれ、90年代生まれは違うとよく言われる。高度成長を知らない日本の若者の考え方も変わ

ってきている。彼らに日中関係のことをもっと本気で考えてもらおうではないか。われわれ世

代よりは良い知恵が出そうな気がする。 

  

(公財)日中友好会館  副会長  宮本 雄二 
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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 

 

 

 

既に旧聞に属するが、本年 4月 29日（現地時間）、安倍総理は、米国上下両院合同会議で歴

史的な演説をされた。中国政府のこの演説に対する評価は必ずしも芳しいものではない。中国

企業で貿易業務を担当する中堅職員（代表的な庶民の一人）になった積りで感想を述べてみた

い。 

 「2012年尖閣諸島を日本政府が国有化して以来、中日関係はギクシャクしていたが、昨年 11

月と本年 4月、両国首脳の会談があったお蔭で改善の方向に向かっていることは喜ばしい。日

本人の友人とも政治的なわだかまりがなく話が出来ることも大変嬉しい。日本には商談で何回

も訪問しているが、空気・街が綺麗で、皆さんが親切なので大好きな国だ。しかし、今回の安

倍総理の演説を読むと、中国を仮想敵国と看做しているのではないかと深読みしてしまう。“民

主主義の原則と理想を確信している”と言われているが、我国とは理念を共有できないと言う

意味かな？ アジア太平洋地域の平和と安全に触れた部分で、“オーストラリア、インドとの戦

略関係、アセアン諸国、韓国との協力を深める”と言われているが、これらの関係・協力とは

我国を牽制することを目的とするのかな？ 中国は、日本にとって最大の貿易相手国であり、

十数万人の日本人が生活しているのだから、中国との関係に一言も触れないのは不自然でしょ

う。米国人も不可解と思うのではないですか。 

 我国は、共産党が統治する社会であり、経済成長が減速する中で汚職・腐敗、環境問題、所

得格差等多くの内政の課題を抱えつつ、“中華民族の偉大な復興”をスローガンに掲げて、一帯

一路構想や AIIB設立を国際社会に提案している。日本、フィリピン、ベトナムとは領土紛争が

あり、それぞれの国に言い分があることも承知している。一部の高官が秘かに移民を計画して

いることも耳にするし、私自身も今後の行く末を考えると自信と不安が交錯しているのが現実

だ。 

日本の皆さんには、広大な国土と膨大な人口を有する困難と改革・開放以来 30数年の急速な

社会構造の変化に伴う矛盾に直面している我国を思いやりの気持ちで見て頂きたい。日本国民

にはそれだけの度量があるはずだ。習近平総書記が示した周辺外交の方針“親、誠、恵、容”

を日本の政治家が参考にして頂ければ健全な両国関係の再構築に繋がると思う。」 
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会館行事と人の動き 4/１～30    
 

 

● 会館行事 
 

3/20～4/ 8会館協力展「XIANG展（象＝像＝想）」 

4/ 2後楽寮新入寮生説明会 

後楽会気功・中国画教室 

4/ 3～4/ 5小田原ホームステイ（後楽寮生） 

4/ 5後楽寮寮生委員会主催花見（於：浜離宮） 

4/ 7～4/11中日友好協会代表団 来日 

4/ 8～4/15中国建築設計研究院訪日代表団 来日（4/9同団歓迎会、4/14歓送報告会） 

4/10日中青少年交流事業第 7回諮問委員会 

4/14～4/21中国リハビリ関係者代表団 来日（4/15同団歓迎会、4/20歓送報告会） 

4/14文化事業部 石永菁部長 離任 

4/15文化事業部 張忠志部長 着任 

4/16後楽会気功・中国画教室 

4/21～4/24貸美術館催事「第 1回日中魂の響き～中国現代美術作品展 2015」 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

4/ 1アジア交流協会 北村博昭理事長 来館（武田理事長） 

4/ 6日建設計 青木伸部長 来館（武田理事長、資産管理部） 

CRI中国国際放送局 劉睿氏、万平氏 来館（荒井常務理事） 

4/20奈良県明日香村 森川裕一村長他 7名 来館（武田理事長、留学生事業部） 

4/21藤沢市観光協会 福島勇専務理事、湘南産業振興財団 秋本英一課長補佐 来館 

（留学生事業部） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

4/ 6日建設計「中国恋文」展 オープニング内覧会（武田理事長、小島事務局長、総合交流部） 

4/13海派書法展開幕式（江田会長、武田理事長） 

4/19東京都日中友好協会主催 日中友好スポーツ交流会（留学生事業部、後楽寮生） 

4/20故福田昭昌前評議員 告別式（荒井常務理事） 

4/21稲垣清氏出版記念（武田理事長） 

4/24毎日新聞シンポジウム（武田理事長） 

留団協定例会（留学生事業部、於：東亜留学生育友会） 
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