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四川棒遣い人形劇より「三人の小さなお坊さん」 
 

10 月 23 日～25 日、日中友好会館大ホールにて「第 25 回中国文化之日 四川棒遣い人形劇来日

公演」と題し、四川省資中県棒遣い人形劇団による多彩な演目を上演します。詳細は 4ページをご

覧ください。 
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● 行 事 案 内 ●
 

 

  日中友好後楽会 
 

◆2015 年中国旅行 
 

本年の後楽会中国旅行は、下記の日程で予

定しております。申込み期限は過ぎておりま

すが、まだ定員に余裕がございますので、こ

の機会にご参加ください。 
 

○ポイント 

・後楽会（中国）（歴代の元後楽寮生と元職員

で組織された会）が開く、年に一度の総会

パーティに参加し、懐かしい面々と再会、

交流できます。パーティには約 80名が参加

予定です。 

・元後楽寮生のご厚意により、ご希望の方に

はお宅にホームステイ 1 泊をしていただく

ことができます。北京の一般家庭の生活を

体験する良い機会になるかと思います（希

望されない方はホテル泊）。 

・北京の新しい見学スポットを巡るコースを

予定していますが、北京が初めての方には、

故宮や万里の長城などのオプショナルコー

スも用意しています。 

・2008 年に開通した高速列車（最高速度 330

㎞、所要 30分）に乗って天津へ行き、名所

を日帰り見学します。 

（担当：小林） 

 

 

 

 

 

2015 年中国旅行  

日程：11月 5日㈭～11月 9日㈪ 4泊 5日 

行先：北京市、天津市  

「懐かしく新しい北京・天津 5日間」 

1日目：国際便にて羽田空港より北京へ。着

後、前門大街見学。                            

2日目：北京市内新スポット見学（国家博物

館、南鑼鼓巷等） 

※オプショナルコース：万里の長城、

故宮博物院等   

夜、希望者は元寮生宅へホームステイ                                     

3日目：北京市内見学（鳥の巣、恭王府、白雲

観等）夜、後楽会（中国）の交流パー

ティに参加。                      

4日目：天津日帰り見学（静園、古文化街等）               

5日目：午前、自由行動、午後、北京より羽田

へ帰国。 

                 

参加費用：会員 ￥191,000／1 名、（ﾎｰﾑｽﾃｲ

希望者￥176,000） 

（2 人一部屋利用の場合、国際線燃油チャー

ジ代別） 

詳細は事務局へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

溥儀と正妻・婉容が住んだ静園（天津） 

国家博物館（北京） 
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◆9 月談話会・交流夕食会 
 

 

講義テーマ：「中国の婚姻･不動産に関する 

法律の諸問題」 
 

講 師：趙 銀仁（後楽寮生） 
 

日 時：9月 16日㈬ 17:00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 
 

 

近年、中国不動産市場は上昇しつづけ、社

会生活の各方面に巨大な変化をもたらしまし

た。その中で最も顕著なのが結婚、離婚前後

に発生する礼金、不動産分割、家屋売買等の

問題です。今回の談話会では現在注目される

法律問題と関連する立法司法の状況を中心に、

婚姻と不動産法の様々な話題をご紹介します。

講義終了後は、レストランにて立食の夕食会

を催します。ご参加ください。 

（担当：小林） 

 

 

◆秋季ハイキング 

 

日 時：10月 2日㈮8:00、飯田橋出発予定 
 

行 先：小松沢レジャー農園、鉄道博物館 

（埼玉県秩父、大宮方面） 
 

参加費用：お一人 8,500円 

（バス、昼食、入場料込み） 
 

 

今年もやってまいりました食欲の秋!!味覚

の秋!!今回は埼玉県秩父にある小松沢レジャ

ー農園で本格ピザ焼き体験を予定。後楽寮生

と一緒にピザを作りながら、交流を深めてく

ださればと思います。午後は、大宮にある鉄

道博物館を参観し、日本最大級の鉄道模型ジ

オラマを通して日本の鉄道にかける熱意とパ

ワーを感じてください。お申込みの方には、

改めて詳しくご案内申し上げます。 

（担当：大竹） 

 

 
 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 緒方、小林、大竹 

電話: 03-3811-5305  FAX: 03-3811-5263 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:  kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

日中友好会館美術館  

 

◆貸美術館催事 

「第 26回日中友好自詠詩書交流展

東京展」 
 

 

会 期：2015年 9月 4日㈮～9月 6日㈰  

 

時 間：10:00～17:00 最終日は 15:00まで 
 

※関係者向け開幕式・内覧会・交流行事 

9月 3日㈭ 14：00より 
 

主 催：日中友好自詠詩書交流会 
 

入場料：無料 
 

『日中友好自詠詩書交流展』は、日中双方

の代表作家による自詠詩書（詩歌・書道）の

展覧と交流を通じて、日本と中国の文学・芸

術界の人士間の相互交流と両国の友好親善に

寄与することを本旨として 1990 年に発足し

ました。爾来、両国で毎年欠かさずに開催し

ている唯一の日中交流展で、本年度は 26回目

となります。本展により新世紀の漢詩文学と

書道芸術の新たな発展と両者を結合した「自

詠詩書芸術」の更なる深化向上と、両国の文

化交流の促進発展を希求するものです。 
 

【問合せ】 日中友好自詠詩書交流会   

℡ 03-3837-4445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道博物館 

 

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
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第 25 回中国文化之日  

◆「四川棒遣
ぼうつか

い人形展・人形劇公演」 
 

25 回目を迎える今年の文化之日は、中国四川省資中
しちゅう

木偶
き ぐ う

劇団による棒
ぼう

遣
つか

い人形劇公演と棒遣

い人形の展覧会を開催します。 

主催：公益財団法人日中友好会館、資中木偶劇団   

協力：公益財団法人現代人形劇センター 

協賛：中国国際航空公司 

後援：中華人民共和国駐日本国大使館、四川省文化庁、日本ウニマ(国際人形連盟)、(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、日本華僑華人聨合総会、東京中国文化センター 

 

≪第 25 回中国文化之日 展覧会≫ 
「四川棒遣い人形展」 
 

 

会 期：10月 1日㈭～25日㈰ 火曜休館、入場無料 

時 間：10:00～17:00（10/23、24日は公演上演終了後まで開館） 

会 場：日中友好会館美術館 
 

 

中国非物質文化遺産に登録されている棒遣い人形劇（中国語：杖頭木偶）は、糸あやつり人

形劇、指遣い人形劇、鉄線人形劇などと並ぶ、中国の代表的な人形劇の一つです。人形劇の人

気が高い四川省には、人形のサイズが大・中・小型の三種類の劇がありますが、本展では、1ｍ

ほどの中型の様々な人形をはじめ、清・民国時代の貴重なカシラや衣装、制作過程をご紹介す

るほか、公益財団法人現代人形劇センターのご協力により、日本の文楽人形や東南アジアの棒

遣い人形も特別展示予定です。 

              

 

 

≪美術館イベント≫ 

人形制作師による制作実演 

四川省資中県より人形制作師が来日します。 

◆10月 23日㈮ 14:00より、事前申込不要、参加無料 

 

西遊記人物人形 
民国時期の人形衣装 
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≪第 25 回中国文化之日 公演≫ 
「四川棒遣い人形劇来日公演」 
 

 

日  時 10月 23日㈮ 19:00～／10月 24日㈯ 13:30～／18:30～ 

  10月 25日㈰ 13:30～ 全 4公演 

※各回 30分前に開場。上演時間は約 60分 

会  場 日中友好会館地下１階大ホール  
 

 

入場券：9月 1日より前売開始。全席指定、前売 1,000円/枚（空席があれば当日券 1,200円を

販売）会館事務局窓口（平日 9時～17時）、又はチケット販売サイト「ｅ＋イープラス」

http://eplus.jp（PC／携帯共通）にて好評販売中。ファミリーマートのチケット購入

機でもチケットを購入できます。※後楽会会員は優待席を別途ご案内いたします。 
 

四川省資中県棒遣い人形劇団より 15名が来日予定です。四川省地方劇「川劇
せんげき

」と同じ「変面」

や「雑技」などを演目のなかに取り入れており、見どころ満載です。遣い手が舞台に出て人形

と一体になって躍動する演目にもご注目ください。公演では伝統演目「四川民間獅子舞」、「梁

山泊と祝英台」、「八陣図（三国志より）」、人形雑技など多彩な演目を予定しております。 
 

ぜひご来場ください。 

 

     

 
 

 
≪中国物産展≫ 
 

日 時：10月 23日㈮～25日㈰ 

時 間：11:00～公演終了時まで 

場 所：日中友好会館地下 1階 第一会議室 

内 容：中国の雑貨、茶、食品、書籍、印鑑の実演販売 

 

【催事・チケットお問合せ】 

（公財）日中友好会館 文化事業部 

         電 話：03-3815-5085（平日 9時～17時） 

           e-mail: bunka@jcfc.or.jp 

 

 

 

四川民間獅子舞 人形による書道 

 

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

◆主催展「経営はビジュアル的に考

えよう 中国企業ロゴデザイン秀

作展」を終えて 
 

7月 10日～26日の会期で当会館の主催展覧

会「経営はビジュアル的に考えよう 中国企

業ロゴデザイン秀作展」を開催いたしました。 
 

WGD（World Good Design）が中国にて選出

した最も素晴らしいロゴデザイン 60 点を展

示しました。現代中国企業のロゴデザインを

通して、中国文化を反映し、時代と共に発展

している様子をお伝えしました。現代中国ロ

ゴデザイン界の作品に対して、「中国企業の考

えるロゴマークの意味について理解すること

ができ、参考になった」「文化の違いからくる

デザインセンスの差異が確認できた」「日本と

共通するようなデザインもあり興味深かった」

という声をいただきました。 
 

  

 
 

 

7月 10日（金）には、中国側主催者の PAOS

上海 王超鷹首席代表をはじめとする 30 数名

が来日し、開幕式と王超鷹さんによる講演会

が行われました。日本のデザイナー関係者も

たくさんご来場いただき、大盛況となりまし

た。 
 

 
 

 

 

これからも中国の素晴らしい文化芸術の紹

介を通して、日中の交流に尽力していきたい

と思います。 

（文化事業部） 

 

 

◆7月談話会 
 

7 月 7 日、後楽寮生で早稲田大学文学研究

科の張秀閣さんと、東邦大学医学部薬理学博

士課程の曹新さんを講師に迎え、中国民間伝

統保健気功のひとつ「八段錦功法」とエアロ

ビクス体操を行いました。八段錦のゆっくり

とした動作を繰り返し行い、深い呼吸を意識

することで、その健康効果を体感しました。 
 

その後の交流会では寮生らと楽しく会話も

弾み、会員の皆さんは心身共にリラックスで

きたようでした。       
 

 

 

（担当：緒方） 

 

 

八段錦 

入口正面にて開幕式テープカット 

PAOS上海 王超鷹首席代表による講演会 
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◆春季ハイキング 
 

春のバスハイクは 5月 15日(金)に後楽会会

員、後楽寮生ら 69名が参加し、栃木県日光市

を訪問しました。午前中は世界遺産・日光東

照宮で三猿や眠り猫、奥宮など参観しました。

長い歴史と緑豊かな自然が調和するパワース

ポットに参加者一同、身も心も癒されたよう

でした。その後、日光の表玄関を飾るにふさ

わしい朱塗に映える美しい神橋を眺めながら

日光名物の湯葉を堪能しました。 
 

 

 
 

午後は、純米醸造酒の酒蔵・(株)渡邉佐平

商店を訪問し、日本酒の製造過程の紹介を受

けました。意外と知らない日本酒や地酒の歴

史や雑学などユーモアを交えながらの説明を

聞き、最後には質の高い純米酒、にごり酒、

吟醸酒、大吟醸、原酒の 5 種類の利き酒にチ

ャレンジしました。参加者からは「4 番の大

吟醸が一番飲みやすかった」、「私は 1 番の純

米酒の方が好きだな」など感想があがってい

ました。 

 

 

世界遺産や伝統産業などクールジャパンに

触れながら、日中の参加者は和気藹々と楽し

く交流できました。      

（担当：大竹） 

 

 

◆第 30回岸本奨学金授与式 
 

7月 14日、大ホールにおいて岸本奨学金授

与式が行われ、寮生委員やボランティアで寮

の活動に貢献している寮生 32 名に奨学金が

授与されました。岸本倶楽部は日本の学生や

海外からの留学生への修学助成等を行ってい

る団体であり、岸本倶楽部の初代会長は当会

館の古井喜実初代会長です。古井会長の発案

により、後楽寮が建設された翌年の 1986年か

ら一度も中断することなく毎年行われており、

今年で 30回目になります。 
 

まず大ホールで出席者を紹介した後、岸本

倶楽部の加藤昌夫専務理事の挨拶と奨学金の

授与があり、寮生委員の曽文科委員長が岸本

奨学金が始まったころ自分はまだ生まれてい

ない事、そして「子曰く三十にして立つ」と

いう論語の言葉を引用しながら、奨学金受給

者を代表して感謝の挨拶をしました。続いて

参加者一人一人が日本語や英語でお礼と自己

紹介をしました。その後、武田理事長の挨拶

があり、全員で記念撮影をしました。 
 

 

 
 

 

岸本倶楽部の方々と授与式に参加した寮生 

利き酒にチャレンジ 

手水の指導を受けながら 
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次に会場を「馥」に移し、懇親会を行いま

した。懇親会は終始和やかな雰囲気で行われ、

寮生達は岸本倶楽部の方々や会館役職員と交

流をしていました。 
 

岸本倶楽部にはここで改めて感謝を申し上

げます。 

（留学生事業部） 

 

 

◆聶耳記念イベントに参加 
 

1912年、雲南省に生まれた聶耳は著名な作

曲家であり、最大のヒット作が後に国歌とな

った「義勇軍行進曲」です。今年は神奈川県

藤沢市の鵠沼海岸で亡くなってから没後 80

周年であり、聶耳にちなんだ三つの行事が各

地で行われました。 
 

7月 11日、中国大使館と東京都日中友好協

会の共催により「聶耳没後 80周年イベント―

聶耳を知り、偲ぶ会」が行われ、大使館と同

協会のバス 2 台、100 名以上が参加し、聶耳

を偲びました。記念式典では中国大使館の郭

燕公使や東京都日中友好協会の宇都宮徳一郎

会長、関係者などの挨拶の後、参加者一人一

人が献花をしました。その後、藤沢市民会館

で聶耳研究家の岡崎雄兒氏による記念講演会、

懇親会が行われました。懇親会では後楽寮生

の張鑫さんが義勇軍行進曲をはじめ、聶耳の

曲をピアノで演奏しました。 
 

 

 
 

7月 17日の命日には聶耳記念碑保存会主催

の碑前祭が行われました。1954年に記念碑が

建立され、1963年に発足した保存会は、藤沢

市企画制作部平和国際課の協力により毎年碑

前祭を行っています。藤沢市と聶耳の出身地

である昆明市は 1981年に友好都市提携、江の

島の頂上にある庭園には昆明からの職人と材

料で作られた亭があります。そして昆明市に

は昆明･藤沢友誼館もあるそうです。来賓の中

国大使館薛剣公使参事官、保存会の渡辺光雄

会長の挨拶の後、雨風が降りしきる中、参加

者が献花をしました。当会館からは武田理事

長らが出席しました。 
  

また、同日夜には後楽寮において、後楽寮

寮生委員会主催の聶耳の記念イベントが行わ

れ、寮生 2 名が聶耳の曲を数曲ピアノ演奏し

た後、一生を描いた映画「聶耳」が上映され

ました。寮生たちにとっては、聶耳の一生を

通じて日中交流の歴史を学ぶことができ、と

てもよい機会となりました。 
 

      

 

（留学生事業部） 

 

 

 

 

 

 
中国大使館と東京都日中友好協会が記念碑に献花 

ピアノ演奏する寮生 
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◆長野県ホームステイの感想 
 

2000年 6月に日本に留学以来、行ったり来

たり、合わせて今年でもう六年になりました。

実は、ホームステイは初めてです。 
   

7月 22日の午後一時半ごろ、私たち四人は

軽井沢の駅に着きました。出迎えに来たのは

軽井沢日中友好協会の方々です。お互いに紹

介してから、軽井沢の役所に向かいました。

町長と挨拶し、軽井沢の役所の見学をしまし

た。 
 

  85歳の佐藤会長が車を運転して迎えに来た

こと、それを夜の歓迎会で知ってすごく感心

しました。因みにご紹介しますが、出迎えに

来た方々の年齢は一番上が 85 歳、一番下が

68 歳で、平均 70 歳以上です。日本の高齢者

の方々は自分の力で社会に貢献したい気持ち

を持っています。これを中国に伝えたいです。

歓迎会では綺麗な日本料理、熱意のこもった

コミュニケーション、何回もの乾杯。初めて

出会ったのではなくて、長年付き合っている

老友のような感じでした。「出会いは一瞬、出

会えば一生」、二人の男性を受け入れた三瓶さ

んはこう言いました。今も心に響いて忘れら

れません。 
 

  私と曹さんが泊まった家は軽井沢日中友好

協会事務局長の土屋さんのお家です。2 泊 3

日、大変にお世話になりました。お母さんは

お風呂の準備、朝の料理、布団の整理、出か

ける時の麦茶、夜のお菓子などなど、自分の

家に帰った気分でした。お父さんは毎日運転

して私と曹さんを連れて軽井沢を回り、地元

の歴史、自然、発展などについて語ってくれ

ました。三日間の付き合いでしたが、四人家

族のような感じでした。毎晩のおしゃべりで、

女性が三、男性が一です、お父さんは「三対

一、寝るか」と仕方ない表情でした。そこで

私が「お父さん、綺麗で若くて優しい奥さん

をもらいましたね」といいましたら、お父さ

んは「うるさい」と言い返しました。いろい

ろな冗談を言い合って、毎晩楽しかったです。 
 

 

 

 
 

この三日間、毎日、日記を書いて写真とと

もに中国版ツイッター「微信」にアップしま

した。お母さんが綺麗、お父さんが優しい、

日本の環境がいいね、中国と日本、仲良くし

てほしい、とか、コメントがいっぱいでした。

日記を書く目的は中国の教え子や友達、そし

て一般の人に日本の良さと真実な生活を伝え

るためです。 
 

  日本民俗学の専攻で、十五年続けて研究を

しました。今回、初めて、距離なく日本の基

層文化に触れ合いました。学ぶべきことがた

くさんあると思い、中国にも伝えたいと考え

ています。お父さんからもらった手紙の返信

のように、中国と日本の友好の絆を確かなも

のにしてゆきたいと思います。 

           （後楽寮生 畢雪飛） 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋さんご夫妻と 
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◆「JENESYS2.0」2015 年度中国青年

代表団が来日 
 

東京、神奈川で同世代の日本青年

らと交流 
 

7月 14日から 21日までの 8日間、2015年

度中国青年代表団(総団長＝李青 中華全国青

年連合会 副秘書長)が来日した。本団は、中

華全国青年連合会及び中国各地の青年団体や

企業の青年幹部で構成された 59名で、外務省

が実施する「JENESYS2.0」の一環として招聘

した。 
 

代表団は、東京都、神奈川県、静岡県を訪

れ、企業訪問や交流会、日本文化プログラム、

友好 30周年記念式典等に参加したほか、「ク

ールジャパン」を含め、さまざまな分野にお

ける視察・参観を通じ、対日理解を深めた。 

 

 

 

 

分団ごとに包括的な日本について理解 
  

同団は第 1分団（地方交流団）と第 2分団

（企業家交流団）に分かれ、それぞれ企業訪

問や関連施設の視察を行った。日程前半、第

1分団は国会議事堂を視察し、日本の政治体

制やシステム、当時の建築技術について学び、

午後は東京臨海広域防災公園を視察し、日本

が日頃から行っている大規模災害への備えや

体験学習について理解を深めた。第 2分団は

細野豪志衆議院議員を講師に招き、「日本の環

境エネルギーと経済」についてブリーフを受

け、日本の環境政策と歴史、再生可能エネル

ギーの開発や日中の環境協力等について学ん

だ。その後(株)内田洋行では、最先端の学習

空間や教材について、毎日新聞社の関係先で

ある東日印刷(株)では、印刷技術やカラー印

刷の方法等について説明を受けながら見学し、

いずれも日本の高い技術力に驚いていた。 

 
 

 

 

 

日程後半は神奈川県横浜市を訪問。第 1分

団は地方間交流を趣旨としたセミナーと地方

団体マッチングを実施した。セミナーでは「日

本の地方経済」についてマクロとミクロの両

視点から 2つの講演を聴講した。地方団体マ

ッチングには 4都市の地方青年連合会メンバ

ーが代表として参加、日本の地方青年会議所

と１都市ずつペアとなり、各々の組織の共通

点と違いを確認しながら活動について具体的

な意見交換を行った。第 2 分団のビジネスマ

ッチングでは、日本企業 17 社によるプレゼン

テーションと質疑応答、団員と交流を行った。

今後の日中の企業協力やパイプ作りの場とな

り、双方にとって有意義な時間となった。ま

た、地方青年会議所の会員らと共に、サマー

コンファレンスを視察したほか、日本文化プ

ログラムでは「からくり人形からロボットへ」

をテーマに、日本独自に発展したからくり人

形の歴史や仕組みについて説明を受け、団員

全員が簡単なからくり人形の工作体験を行っ

た。現代のロボットにも通じるからくりに、

皆興味津々で、文化の継承や日本人のものづ

青年代表団と記念撮影する 

江田五月会長（歓迎会） 

 
 

日本の印刷技術を視察（東日印刷㈱） 
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くりの伝統に関する質問が挙がった。7月 19

日に行われた中華全国青年連合会と（公社）

日本青年会議所（JC）の友好 30周年記念式典

では、柴田剛介 JC会頭や、JC日中友好の会・

揚原安麿会長から、これまでの友好交流の歴

史や、更なる日中関係強化への期待が述べら

れ、代表団の李青総団長からも、日中青年友

好交流の促進や、今後の政治、経済、人的交

流の重要性が語られた。 

残念ながら台風の影響により、予定してい

た香川県への訪問を取りやめることになった

が、東京では東京国立博物館、浅草寺、江戸

東京博物館、神奈川では三菱みなとみらい技

術館や横浜美術館などを参観したほか、熱海

で和風温泉旅館に宿泊するなど、多様な日本

の魅力を体感した。団員のほとんどが初来日

だったが、8日間の日程を通し、「日本企業の

訪問や同分野の青年との交流は今後の業務に

参考になった」「たくさんの日本人に温かく迎

えてもらい感動した」「今回知り合った日本人

とは継続的に連絡を取り続け、日中関係改善

に少しでも尽くしたい」といった感想が聞か

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） 

 

 

◆「JENESYS2.0」中国大学生訪日団

第 21陣が来日 
 

一行 100名が東京・秋田を訪問 
 

6月 30日から 7月 7日までの 8日間、中国

大学生訪日団第 21 陣(団長＝王占起 中国日

本友好協会・政治交流部部長)が来日した。本

団は、甘粛省・内蒙古自治区・寧夏回族自治

区で日本語を学ぶ大学生と大学院生で構成さ

れ た 計 100 名 で 、外 務 省 が 実 施す る

「JENESYS2.0」の一環として招聘した。 
  

訪日団は、東京都と秋田県を訪問し、日本

の大学生と交流したほか、ホームビジットや

異文化コミュニケーションに関するセミナー、

地方自治体によるブリーフ、日本の文化・歴

史・自然・環境・政治に関する視察など、「ク

ールジャパン」をテーマにさまざまなプログ

ラムに参加し、包括的な対日理解を深めた。 
 

セミナー、大学訪問を通じて日本と日本人へ

の理解を深め、同世代の友情を育む 
  

東京では、根橋玲子明治大学情報コミュニ

ケーション学部教授より、「異文化の視点から

見る日本人のコミュニケーション」をテーマ

としたセミナーを受け、日本人と文化的背景

の異なる人々とのコミュニケーションで起こ

る問題の理由について学んだ。続いて、学習

院大学では日本の大学生と共に「異文化を学

ぶ－こんなとき、どうする？」をテーマとし

た模擬授業に参加し、グループ討論を主とし

たワークショップを行った。二つの講義は互

いにリンクし補完しあう内容となり、団員は

日本と日本人への理解をより深めることがで

きた。 
 

 

 
 

 
 

秋田大学では、日本の学生から大学生活が

紹介され、グループ交流では互いの文化や食

生活、学生生活を披露しあい、キャンパス見

学を通じて日本の大学の雰囲気を味わった。

東京と秋田の 2 大学での交流で、中国大学生

は日本留学への夢を膨らませ、日本の大学生

学習院大学で日本の学生とグループ討論 
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は流暢な日本語を話す中国大学生に大いに刺

激を受け、同世代の友情を育んだ。 

 

地方の魅力を満喫し、人々と心を通わせる 

  

秋田では、県庁で「秋田県の民俗文化・芸

能・観光－文化財の保存と活用について」を

テーマにブリーフを受けたほか、秋田県の友

好交流都市である甘粛省との交流や秋田の方

言について紹介を受けた。実際に「なまはげ

太鼓」を鑑賞したり地元の名物料理を味わい、

日本海や田沢湖といった自然に触れたり、角

館で歴史ある武家屋敷を見学した団員は、秋

田の魅力を十分に満喫したようだった。 

 

 

 
 

 また、仙北市では 4～6 名ずつ 18の農家に

分かれてホームビジットを行った。ホストフ

ァミリーとの対面の際は緊張した面持ちだっ

たが、実直な笑顔に迎えられ、各家庭で農作

業や郷土料理を作ったり、浴衣を着たり書道

をしたりして、それぞれバラエティに富み充

実した楽しい一日を過ごした。団員からは、

「言葉で言い表せないほど嬉しい体験」「日本

の家庭を訪問する夢がかなった」「東京より秋

田が好き」等の感想が聞かれ、別れ際には抱

き合って涙を流す光景があちこちで見られた。 
 

そのほか一行は、東京で国会議事堂、有明

清掃工場を視察し日本の政治と環境保護施策

について理解を深めたほか、秋田では入道崎、

千秋公園、田沢湖、角館武家屋敷を参観し、

さまざまなプログラムを通して「クールジャ

パン」を体感し、包括的な日本理解を深めた。 
 

中国大学生からは、「日本について学んでき

たことを今回の活動で実際に体験し、より深

く日本を理解できた」「一期一会を大切にし、

交流した人達と引き続き連絡を取り合いたい」

「日本人が家族のように温かく接してくれた

のに感動した」「今回の体験を家族や友人に伝

え、日中関係の新しい未来に向かって努力し

たい」など、思い思いの感想が聞かれた。 
 

8 日間の多彩な経験は、学生たちの将来の

目標に何らかの形で確実につながっていくに

違いない。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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本一の水深を誇る田沢湖湖畔で 

 
 

日中学院 

2015 年 10 月期限定！ 

入学金無料キャンペーン 

 

日中学院では、第 259期（2015年 10月～12

月）限定で、全講座に新規ご入学される方

の通常 1 万円の入学金を無料とさせていた

だきます！ 

途中編入も可能です(定員に余裕がある場

合)。レベルチェック、聴講も承っております

ので、お気軽にお問い合わせください。 

2020年の東京オリンピックを見据え、「今」だ

からこそ中国語を始めてみませんか？ 

※キャンペーン期間中は「在校生紹介制度」との併

用はありません 
 

【申込み・問合せ】 

日中学院 

電話番号  ０３－３８１４－３５９１ 

FAX番号  ０３－３８１４－３５９０ 

E - mail info＠rizhong.org 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http：//www．ｒizhong．org 
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● コ ラ ム ● 
 

理事長のツイッター 

 

(公財)日中友好会館  理事長  武田 勝年 

 

 

 

7月 24日（金）、日比谷野外音楽堂と国会正面前で、安保法案に反対するデモと集会があった

ことを一部のメディアが報道していました。参加者は計 7万人（主催者発表）。国会正面前の抗

議集会に参加した高校時代の友人が生々しい現場の状況をメールで伝えてくれましたが、民主

党、共産党、社民党の国会議員の他、村山富市元首相もスピーチで激しく安倍首相を非難され

ました。 
  

安保法案は、現在参議院に審議されていますが、私は何とか廃案になって欲しいと強く願っ

ています。現在の日本国憲法は、その制定過程などについて種々議論がありますが、我々日本

国民が世界に誇れる平和憲法だと思っています。前文に述べられた決意（①政府の行為によっ

て再び戦争の惨禍がおこることがないように決意し、②日本国民は、平和を愛する諸国民の公

正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した）、そして第 9条の明確な規定

（①国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段とし

ては、永久にこれを放棄する、②戦力は保持しない。国の交戦権はこれを認めない）は、戦後

70年の平和主義の基礎であり、国際社会から高く評価されていることは間違いありません。 
  

大多数の憲法学者が、集団的自衛権は憲法違反と述べています。首相官邸を取り巻く保守系

の人々のメディアに対する圧力発言や安保法案の法的安定性に関する無謀な見解を聞くと、こ

の法案制定を推進するグループの本音が分かります。イラク戦争で日本の支援は評価されなか

った、日本人が乗船している米国籍船舶が攻撃された時に反撃できない、戦争抑止のために法

制が必要だなどは屁理屈と思います。 
  

一方、中国では「日本は歴史を直視せず、軍国主義に走っており、中国との開戦は何時起こ

ってもおかしくない。」と思っている人がかなり居るとの話を聞きました。日本に居住或いは訪

問したことのある中国人は決してそのような判断はしていないでしょうし、在日中国当局がそ

のような情報を流しているとも思えません。中国国内で誰かが意図的、恣意的に流した情報が

流布されているものと思われます。 
  

日本でも、中国の軍備増強、南シナ海の埋め立て工事や尖閣諸島海域での海洋調査などを取

り上げて中国脅威論を唱える人がおり、安保法制必要論の根拠の一つになっています。中国が、

日本が今後共末長く平和主義を堅持することを期待しているのであれば、習近平総書記が 2013

年 10月の周辺外交工作会議で示した「親、誠、恵、容」の基本方針を徹底遵守して、日本国民

とアジア諸国の不安と懸念を取り除いて貰いたいものです。 



 

 会館だより 2015年 9月号 No.315  
 

 

会館行事と人の動き 7/１～31    
 

 

● 会館行事 
 

7/ 1「JENESYS2.0」中国母子保健代表団 歓送報告会 

   「JENESYS2.0」中国大学生訪日団第 21陣 歓迎会 

7/ 4後楽寮納涼会 

7/ 6「JENESYS2.0」中国大学生訪日団第 21陣 歓送報告会 

7/ 7後楽会談話会・交流夕食会「八段錦と健康体操」 

7/10～7/26主催展「経営はビジュアル的に考えよう 中国企業ロゴデザイン秀作展」、記念講演会

7/14岸本奨学金授与式 

7/14～7/21「JENESYS2.0」2015年度中国青年代表団 来日（7/15同団歓迎会、7/20歓送報告会） 

7/16、7/23後楽会気功・中国画教室 

7/21～7/24長野県ホームステイ 

7/26～8/ 2「JENESYS2.0」2015年度中国青年メディア関係者代表団第 1陣 来日 

（7/27同団歓迎会） 

7/29～8/4貸美術館催事「第 1回 斎白石の孫「熊之純」日中絵画交流・記念展示会」 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

7/ 1日本国際教育支援協会 井上正幸理事長 訪問（武田理事長、荒井常務理事） 

7/ 3中国大使館 薛剣公使参事官 訪問（武田理事長） 

  中国文化センター 石永菁センター長 来館（鄭理事） 

7/ 8富坂警察署からの要望に関する打ち合わせ（武田理事長、荒井常務理事、鄭理事他） 

7/ 9JFS日本ファシリティーソルーション 岡英樹社長他 5名 来館 

（武田理事長、荒井常務理事、小島事務局長、資産管理部） 

上海社会科学院法学研究所 黄来紀教授 来館（武田理事長、留学生事業部） 

7/10中国大使館 白剛公使参事官他 会食（武田理事長、鄭理事、留学生事業部） 

7/15國學院大學国際交流課 石山課長 来館（留学生事業部） 

7/21元後楽寮生 北京大学腫瘤医院 方志偉教授 来館（留学生事業部） 

7/23東京都日中友好協会 訪問（荒井常務理事） 

7/27富坂警察署 渡邉警部 訪問（荒井常務理事） 

7/31岸本倶楽部 岸本昌子会長他 訪問（武田理事長、留学生事業部） 

  文京区 成澤廣修区長、南新平教育長 訪問（鄭理事他） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

7/ 9科学技術振興機構 さくらサイエンス委員会（武田理事長） 

7/10中国大使館教育処 白剛公使参事官 講演会（後楽寮生） 

7/11聶耳を知り、偲ぶ会（留学生事業部、後楽寮生） 

7/16留団協定例会（留学生事業部） 

7/17聶耳記念碑碑前祭（武田理事長、留学生事業部） 

7/18中国留日学人総会（武田理事長） 

7/19～7/20東京華僑総会 廖雅彦会長宅訪問（会館職員） 

7/21全中国選抜日本語スピーチコンテスト（荒井常務理事、留学生事業部） 

7/26～7/27東京華僑総会 廖雅彦会長宅訪問（寮生委員） 

7/30みずほ証券公益法人セミナー（荒井常務理事） 
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