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● 行 事 案 内 ● 
 

 

日中友好会館美術館  
 

◆貸美術館催事 

｢第 27 回日中友好自詠詩書交流

展東京展｣ 
 

 

会 期：9月 1日㈭～4日㈰ 
 

時 間：10：00～17：00  

＊初日は 15：00より開幕式、 

最終日は 15：00まで 
 

観覧料：無料 
 

主 催：日中友好自詠詩書交流会、中国書法 

家協会 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、 

(公財)日中友好会館、日中交流振興

協会 
 

 

【問合せ】日中友好自詠詩書交流会 事務局 

美術出版㈱ 修美社 

電話：03-3837-4445 

 

 

◆貸美術館催事 

｢芸林百世の師 董其昌没後 380

年記念 日中書画交流会｣ 
 

会 期：9月 6日㈫～11日㈰ 
 

時 間：11:00～17:00   

＊初日は 13：30より開幕式、 

最終日は 16:00まで 
 

観覧料：無料 
 

主 催：一般社団法人世界芸術文化交流会 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、(公

社)日中友好協会、(公財)日中友好会

館 

芸林百世の師と仰がれた董其昌没後 380 年

を記念して開催します。 
 

董其昌は明代後期から末期に活躍した書画

の大家として知られ、清の時代には古今往来

書の正統と賛美され、また文人画とされる南

画の画論を遺し、今でも重用されるほど、功

績は後世に多大な影響を与えた人物です。 
 

董其昌は明代の代表的な文人であり、王義

之、顔真卿の再来といわれる大家でありなが

らも、「古代の偉大な書画家の後を追うばかり

で未だ固有の風格は身につけていない」と自

らを「隋波逐浪」と評したとされます。その

謙虚な精神に肖り、書画を通じた日本と中国

の歴史を鑑み、本展の席書会などの交流によ

って両国の相互理解を深めると共に友好の促

進を図る催事を目指します。 
 

 本展は、単に作品の鑑賞だけに終わらせる

ことなく、中国から北京大学の王貴勝先生と

江南大学の王豫湘先生を招聘し、画論や書論

を一から考えてゆく勉強会のような形で行っ

ていきます。 
 

 またこの他のプログラムとしては、現代の

書壇で活躍する先生方を講師にアートシンポ

ジウム「書を通じた日本と中国の歴史～董其

昌と日本の書画（仮）」も同時開催いたします。 

 

【問合せ】一般社団法人 世界芸術文化交流会 

電話：03-3275-9801 

 

 

 

 

 

王豫湘「天寂」 
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◆貸美術館催事 

｢第 2 回蘓士澍･大野宜白書画展｣ 
 

会 期：9月 14日㈬～16 日㈮ 
 

時 間：10:00～17:00   

＊初日は 15：00より開幕式 

最終日は 13:00まで 
 

主 催：北京漢昌文伝媒有限公司、北京万 

博企画有限公司、一般社団法人  

日中交流センター 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、 

(公財)日中友好会館、(一社)日中 

協会、人民日報海外網、人民中国 

雑誌社、竹心書画院、(一財)日中 

文化交流協会 
 

運 営：㈱アルバックス 
 

観覧料：無料 

 

 書画は両国民の関心も高く心をつなぐ文化

として重要な意義があると思われます。両国

民が相互に理解し合える共通の文化・書画は、

日中間の友好、親善には最も欠かせぬ大きな

役割をもたらしてくれることでしょう。両国

民の親善の最もポピュラーな展覧会の趣旨を

理解頂ければ幸甚です。 

 

【問合せ】㈱アルバックス 

電話：03-3830-2722 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆貸美術館催事 

｢繁星計画―青年芸術家プロモ

ーション―日本巡回展｣ 
 

会 期：9月 20日㈫～26 日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00   

＊初日は 15：00より開幕式 
 

主 催：幸福樹芸棧投資管理(北京)有限公司 
 

後 援：中国国家芸術基金、中国華僑公益基

金会 華人当代発展基金、樹美術館 
 

観覧料：無料 

 

これで巡回展は 4 回目となります。青年芸

術家と共に成長する理念を踏まえ、青年芸術

が空間において開花する新しい方式に進化し

ています。全ての展示はそれぞれ青年芸術家

のテーマ表現です。我々は力を合わせ、青年

芸術家のイノベーションを示すプラットフォ

ームを構築できました。 
 

『芸術が生活に生きる』を基にし、中華圏

青年芸術家に向けて設立した展示プロモーシ

ョン計画です。今回日本での巡回展を通じ、

当代中国青年芸術家の作品をアピールします。

中国青年芸術家と日本芸術界の交流、及び中

国青年当代芸術の促進を図ります。 
 

今回出展する青年芸術家は 10 人で、合計

65点の作品で出展する予定です。油絵、水墨

画、撮影、装置など多彩な芸術形式を届けま

す。 

 

【問合せ】担当：里燕 

電話：03-3772-1506 

090-6563-6058 
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◆貸美術館催事 

｢第一回聴雨楼美術館東京展―

翰墨家風 三世代芸術展｣ 
 

会 期：9月 28日㈬～30 日㈮ 
 

時 間：10:00～17:00   

＊初日は 15：30より開幕式、 

最終日は 15:00まで 
 

主 催：北京永瑞聴雨楼美術館、中華名人 

画院 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、 

(公財)日中友好会館、(一社)日中 

協会 
 

観覧料：無料 

 

 国家一級美術師・華和庁画院院長・中華名

人画院副院長 王永瑞の水墨画 
 

 国際著名画家崔如啄の一番弟子・北京美術

家協会会員、中華名人画院画家 王清照の水墨

画 
 

 中国美術家協会会員・中国金融美術家協会

副主席・中華名人画院画家 王樹忠の水墨画 
 

上記 3名の画家の作品、約 50点を展示しま

す。 

 

【問合せ】北京永瑞聴雨楼美術館東京事務所 

王永恒 

電話：080-3136-4645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  日中友好後楽会 
 

◆10 月談話会・交流夕食会 
 

 

 

テーマ：「『満州国期』における中国人女性史」 
 

日 時：10月 27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。 

 

今回の談話会では、現在後楽寮生でお茶の

水女子大学人間文化創成科学研究科で歴史文

化学を学ぶ、譚娟さんを講師に迎え、「『満州

国期』における中国人女性史」についてお話

いただきます。 
 

当時の写真やポスターを用いて人々の暮ら

しについてご紹介いただくほか、満州国成立

後、女子教育の状況がどう変容したか、当時

の社会における日本人と中国人の認識の違い

などさまざまな角度からお話しいただきます。

現代社会に通じる当時の女性たちの歴史に思

いを馳せながら、一緒に学びましょう。 
 

また、講師は本研究の修士論文で、2013年

に第一回「日中友好岸関子賞」を受賞してい

ます（日中友好岸関子賞は当会館設立、毎年、

東北三省出身の中国人留学生に学術奨励金を

授与）。 
 

たくさんの皆様のご参加をお待ちしていま

す。談話会後は、館内にて懇親夕食会を予定

です。 
 

（担当：緒方） 

 

【問合せ】 
 

後楽会事務局 

電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

E-mail：kourakukai@jcfc.or.jp 
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  第 26 回中国文化之日 
 

◆【予告】「中国大黄河雑技団･中国呉橋少女雑技団公演（仮）」 
 

26回目を迎える今年の文化之日は、中国唯一の雑技専門の公立専門学校がある河北省呉橋の

少女たちの雑技を中心に、獅子舞や変面などの演目もあわせて構成予定です。 
 

日 時：11月 12日㈯ 14：00～  

11月 13日㈰ 14：00～  全 2回公演 

 

入場料：1,000円 
 

主 催：公益財団法人 日中友好会館 
 

協 力：有限会社 チャイナ企画 

 

チケット情報を含めた詳細の最新情報は、会館

HPにてお知らせいたします。また来月号の「会館

だより」にも掲載いたします。 

 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

貸ホール・会議室のご案内 
 

日中友好会館地下 1 階にある大ホールと第一会議室は、集会やイベントのスペースとして貸し出して

おり、主に会議やセミナー、展示会等でご利用頂いております。 

料金や予約状況、お申し込みの方法などは、当会館ホームページでご覧いただけますので、お気軽に

ご覧ください。 

皆様のご利用をお待ちしております。     http://www.jcfc.or.jp/shisetsu/hall 

 

 

【お問合せ】 
 

公益財団法人 日中友好会館 事務局  

TEL：03-3811-5317  

FAX：03-3811-5263  

 

 

第一会議室 大ホール 
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 ● 活 動 記 録 ●
 

◆主催展「中国紙工芸展」～2015

上海オリジナル紙芸展より～を

終えて 
  

2016 年 6 月 23 日～7 月 12 日の会期で行わ

れた「中国紙工芸展」～2015上海オリジナル

紙芸展より～は来場者 1,319 人の大好評のう

ちに閉幕となりました。心より御礼申し上げ

ます。 
 

中国では切り紙(剪紙)の愛好者は多く、豪

快な「北方切り紙」と繊細な「南方切り紙」

の特徴を融合した「上海派切り紙」は豊かな

構図と簡潔な輪郭、生き生きとした作風を特

徴として親しまれています。伝統的な切り紙

はもちろん、光や動きを取り込んだ現代的な

立体作品や精工に作られた多様な種類の作品

が誕生しました。本展覧会では上海工芸美術

博物館にて開催された「2015上海オリジナル

紙芸展」の展示作品を中心に、中国現代の「上

海派切り紙」紙工芸作品約 63点を展示しまし

た。 
 

 

 
 

 

 
 

初日の開幕式は、上海工芸美術博物館 陳毓

其常務副館長を始めとする 3 名の代表団、別

途 12名の出展作家・関係者の訪日団、中国大

使館文化部 陳諍参事官ほか 130 名の来賓を

お迎えして、大盛況の中テープカット。続い

ての制作実演では、国家級無形文化遺産伝承

者・中国上海市工芸美術大師である奚小琴さ

んのハサミさばきに一同目を見張り、実演は

閉館まで大幅延長となりました。 
 

 
 

 

 

 

 

折り紙・切り紙教室(6 月 30 日実施)では、

後援団体「お茶の水 おりがみ会館」の渡部浩

美講師をお招きし、さぎ草(切り紙）、鶴と亀

(折り紙)を一同楽しく作り上げました。 
 

ご来場者の方々からも「切り絵の技術に圧

倒された」「細かい表現が素晴らしい」、「もっ

と他の中国の工芸展を見たい」など好意的な

意見が寄せられ、会館で多く開催される中国

絵画、書道展とは異なる人々の来館が目立ち

ました。 

 

 
 

 

紙工芸は、「実践しやすく親しみ易い芸術だ

が、極めれば奥深いもの」との印象を受けま

した。型紙も使わずわずか十数分で緻密な

陰・陽の作品を切り出す様は、作る前からデ

6月 23日開幕式(左より) 

日中友好会館 武田勝年理事長、上海工芸美術博物館 

陳毓其常務副館長、中国大使館文化部 陳諍参事官、

上海工芸美術学会 周南副会長 

制作実演 

展覧会場の様子 



 

 会館だより 2016年 9月号 No.327  

- 7 - 

ザインが頭に想い浮かぶ「匠」の仕事を見た

気がしました。このような中国の素晴らしい

芸術文化を紹介し、日中両国がより親近感を

持てるよう力を尽くしたいと思います。 
 

（文化事業部） 

 

 

◆第 31回岸本奨学金授与式 
 

7月 20日に本館大ホールで岸本奨学金授与

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 31 名に奨学金が授

与されました。岸本倶楽部の初代会長は当会

館の古井喜実初代会長で、当時古井会長の発

案により、現在の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、すでに 700 名以上の寮生が奨学金をいた

だいています。 
 

まず、ご来賓と会館出席者の紹介の後、岸

本倶楽部の岸本將裕理事からの挨拶と奨学金

の授与があり、授受者を代表して祁至傑寮生

委員長が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

を行った後、武田顧問より会館を代表して岸

本倶楽部への御礼のあいさつがあり、最後に

参加者全員で記念撮影をしました。 
 

 

 
 

 

次に会場を中国茶芸苑「馥」に移し、懇親

会を行いました。大川克史理事の乾杯の挨拶

の後、寮生達は岸本倶楽部の方々と交流をし

たり、会館の職員や寮生同士交流をしたりと

終始和やかな雰囲気で行われました。会の中

盤では大川理事による岸本倶楽部についての

紹介などもあり、寮生はより岸本倶楽部につ

いて理解できた事と思います。岸本倶楽部か

ら寄贈された栃木県の中禅寺湖畔にある「日

光山荘」も寮生はよく利用しており、さらに

感謝の気持ちが増したようです。 
 

 

 

 

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） 

 

 

◆2016岩井ホームステイ 
 

 東京華僑総会廖雅彦前会長のご招待で、7

月 31日から 8月 1日にかけて私たち寮生 7人

は千葉県南房総市で楽しいホームステイ生活

を送りました。 
 

7月 31日 11時頃、岩井駅に到着したとき、

真っ先に後楽寮ロゴ入りの T シャツを着たま

ま駅のホームで待っていてくださった廖前会

長夫婦の姿が目に入りました。お昼ご飯の後、

近くの岩井海岸へ連れて行ってくださいまし

たが、寮生たちは海で泳いだり、ドッジボー

ルをやったりして、普段の研究でたまった疲

れを忘れ、思う存分はしゃぎました。夕方、

綺麗な夕日をバックにして BBQ（バーベキュ

ー）を楽しみ、夜砂浜で花火もやりました。

海、BBQ、花火。1日目、夏の風物詩を満喫し

ました。 

岸本理事より奨学金をいただく 

参加者全員で記念撮影 
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2日目の午前、廖前会長は崖観音、館山城、

寝仏へ案内してくださいました。このあたり

は江戸時代の名作『南総里見八犬伝』の舞台

としても知られています。館山城の展望台か

ら館山市内や海岸を眺めながら、『八犬伝』の

世界に思いを馳せました。 
 

 午後、廖前会長の家でカラオケをしました

が、懐かしいメロディーとともに、ホームス

テイも終盤に近づいてきました。廖前会長夫

婦は私たちを駅まで送り、電車が動くまでず

っとホームで見守ってくださいました。ホー

ムにいるお二方、電車に乗っている私たち。

初日来た時とまったく同じ場面のように見え

ますが、しかしその時、私たちの心に素敵な

思い出がたくさんできました。それらの思い

出は、私たちが頑張っていく糧になっている

と信じております。 
 

 

 

 

（後楽寮生 林茜茜） 

 

◆長野ホームステイ感想集 
 

 長野県日中友好協会のご協力のもと、7 月

26 日～28 日の日程で後楽寮生 17 名はホーム

ステイを体験しました。飯山、中野、長野、

千曲、小諸、安曇野、大北、岡谷と 8 つの地

区に分かれ、2～3名ずつのグループになって

各ご家庭に宿泊しました。 
 

今回は参加者から寄せられた感想をいくつ

かまとめました。 
 

 
 

 
 

＜岡谷市訪問＞ 

 このホームステイ活動を通じて、日本の民

間人たちが中国に友好の情愛を強く持ち、日

中友好に確固たる信念を持っていることにと

ても感動しました。この彼らの気持ちはひし

ひしと私たちにも伝わってきました。 
 

一人の留学生として、私たちはしっかりと

責任をもたなければならないと思いました。

それは、日本について正しく理解し、帰国し

てから自分が日本で見たり聞いたりしたこと

を中国の友達に伝えなければならないという

ことです。日中友好のために少しでも力にな

りたいと強く思いました。 

（譚娟・孫盛囡） 
 

＜千曲市訪問＞ 

この活動を通じて長野県千曲市のことをよ

く理解することができました。長野県民の皆

さんの友好の情を肌で感じ、とても感動しま

した。これからも中国と日本が子々孫々に至

海での一コマ 

岩井駅で別れを惜しむ 

長野駅での出迎え 
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るまで、今日のような真心をもった友好の往

来が続くことを望んでいます。そして私もま

たきっと長野県を訪れたいと思います。 
 

ここはこんなにも素朴で、真心を持って中

国人に接してくれるという長野県民の友好の

情をたくさんの人々に広めていきたいと思い

ます。彼らの熱心な心情のおかげで、私は正

真正銘の中日友好の人となれました。 

（高鏑） 
 

 

 
 

 

＜小諸市訪問＞ 

私の留学生活も残すところあと半年余りと

なりました。今回ホームステイした三日間は、

日本の民間生活に最も近距離で接触した非常

に意義のある充実した生活だったと思います。 
 

活動が終わり、私の気持ちは複雑になり深

く考えるようになりました。中国人と日本人

のお互いの国に対する理解が進み、信頼が深

まれば、両国はよりよい明日を迎えられるは

ずです。でも、日本側がこんなにも熱心に真

心を持っているのに対し、正直言って私の気

持ちは何と恥ずかしいものでした。 
 

これから、やるべきことがたくさんありま

す。中国と日本の民間交流促進のために自分

ができることを、微力ながら実行し、貢献し

ていきたいと思います。 

（張営営） 

 

 

◆「JENESYS2.0」中国野生動植物保

護交流団が来日 
 

一行 34名が東京･埼玉･北海道を

訪問 
 

2016年 7月 19日から 7月 26日までの日程

で、中国野生動植物保護交流団(団長＝張志剛 

中国国家林業局 林業工作站管理総站 建設処

処長)が来日した。本団は、中国国家林業局お

よび北京市の野生動植物保護に携わる青年で

構成された計 34 名で、外務省が実施する

「JENESYS2.0」の一環として招聘した。 
 

交流団は、東京、埼玉、北海道を訪問し、

環境省訪問や、自然観察公園、国立公園の視

察、日本の野生動植物保護に関するブリーフ

等を通じて、日本の同分野に携わる青年との

交流を深めたほか、世界自然遺産や地域の文

化、自然を体感できる施設を視察し、さまざ

まなプログラムを通じ包括的な対日理解を深

めた。 

 

環境省訪問、鬼木誠環境大臣政務官表敬 
 

交流団は、東京で環境省を訪問し、鬼木誠

環境大臣政務官を表敬した後、希少種保全、

渡り鳥保護及び鳥獣保護管理の 3 分野におけ

る政策及び課題についてブリーフを受けた。

団員からはトキを放鳥する際の環境について、

日本の害獣駆除の政策について等、様々な質

問があり、日本の野生動植物保護政策の概要

について理解を深めることができた。 
 

 
 環境省訪問 

熱心にメモを取りながらブリーフを聞く 

小諸市役所を表敬訪問 
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自然観察公園、国立公園を視察し、多様な生

態系について学ぶ 
 

埼玉では埼玉県自然学習センターを訪問し、

(公財)日本生態系協会から、民間による管理

運営の説明を受け、北本自然観察公園を視察

した。北本自然観察公園は生物多様性を重視

したゾーンニングをしており、貴重な里山の

自然を観察することができた。北海道では釧

路、阿寒湖、知床を訪問し、国立公園を管理

する環境省の担当官よりブリーフを受けた後、

国立公園の視察を行った。釧路では釧路湿原

野生生物保護センターを訪問し、北海道東部

の野生生物保護施策についてブリーフを受け

た。団員からはタンチョウヅルの生態につい

て、野生動植物保護に関する法律について、

野生動物保護の基準について質問が出た。ブ

リーフ終了後に釧路湿原国立公園内の木道を

散策した。阿寒湖では阿寒湖畔エコミュージ

アムを訪問し、阿寒国立公園の概要や、生態

系についてブリーフを受けた。団員からは国

立公園の管理・規制、農林水産省や自治体と

の協力体制など様々な質問が出た。その後、

阿寒湖遊覧船で阿寒湖の北東にあるチュウル

イ島に移動し、島内で展示されているマリモ

を観察した。知床では知床世界遺産センター

を訪問し、国立公園の管理についてブリーフ

を受けた。団員からは観光シーズンにおける

観光客の入場規制や、ヒグマとシカの管理・

駆除方法等、質問が出た。また、北海道滞在

中にキタキツネやエゾシカなどの野生動物を

観察することができ、大変貴重な経験となっ

た。 
 

ほとんどの団員は初来日だったが、各訪問

先の視察を通じ、「日本の野生動植物保護政

策について理解が深まった」「埼玉県の里山

視察では、都心に近い場所に豊かな自然があ

ることに驚いた」「北海道各地で国立公園を

視察し、そこに生息する野生動物を観察する

ことができたのは大変有意義だった」「訪日

前と比較すると日本人と日本に対する印象が

非常に良くなった」「これからも中国と日本

は環境問題で協力していく必要がある」「ま

た日本を訪れたい。日本の方にも是非、北京

に来てほしい」などの感想が聞かれた。 
 

 

 
 

 

そのほか一行は、東京では国会議事堂、皇

居二重橋、東京タワー、お台場、江戸東京博

物館、浅草を、北海道では摩周湖、硫黄山、

オシンコシンの滝、知床峠、小清水原生花園、

オホーツク流氷館を参観し、地域特有の自

然・文化・歴史に触れた。8 日間の充実した

日程で、日本の文化や社会について見聞を広

め、日本に対する理解や関心を高めるきっか

けとなった。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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路湿原国立公園視察 
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◆「日中友好岸関子賞」新選考委員

決まる 
 

8月 2日、「日中友好岸関子賞」選考委員会

臨時会議が召集され、兼ねてからの 2 名欠員

を補う形で、新たに 2 名の選考委員が委嘱さ

れた。 
 

故岸関子氏の遺志を後世に伝え、日本と中

国の学術交流に貢献する人材育成のため当会

館に設立された「日中友好岸関子賞」は毎年、

東北三省出身の中国人留学生に学術奨励金を

授与している。 
 

新選考委員は阿南惟茂氏(国際交流基金日

中交流センター所長、元駐中国大使)と、板谷

正德氏(元野村ホールディングス㈱取締役)で、

それぞれ政治・外交問題、経済学関連分野を

ご担当いただく。 
 

当日は、会館の荒井理事長と武田顧問が出

席し、新任の選考委員お二人に荒井理事長か

ら委嘱状が交付された。当基金の創設に尽力

された岸陽子選考委員（早稲田大学名誉教授）

より設立の主旨が説明されたのち、事務局か

ら過去の実績や運営状況などが報告された。 
 

 

 
 

 

 

当会館は今後も続けて中国人留学生のすぐ

れた学術論文を顕彰し、日中友好に貢献でき

る人材育成のために支援をおこなう所存であ

る。論文募集は来年 2月に開始する予定。 
 

   (日中友好岸関子賞選考委員会事務局） 

 

 

 

 寄附のお願い  
 

後楽寮運営に対するご寄附による 

ご支援をお願い致します。 

◇目的 

当公益財団が運営する後楽寮は、中国人留学生、

研究者の寄宿舎であり、1985年に建設されました。

約 4 千名の寮生 OB は中国各地及び日本で活躍し、

両国の相互理解促進

と安定した関係構築

に大きな貢献をして

おります。彼らの留学

生活を支援し、日中の 

架け橋となる人材を養成します。 
 

◇寄附金の使途 

(1)寮生の生活環境の整備 

(2)寮生の対外交流活動支援 

(3)寮生自治活動支援 

(4)後楽寮生 OB 会活動支援 

(5)その他必要な支援 
 

◇寄附の方法 

 下記口座宛、銀行振込でお願い致します。 
 

三菱東京 UFJ銀行 神楽坂支店（店番 052） 

普通預金 口座番号 ００９１５７０ 

口座名 公益財団法人 日中友好会館  

理事長 荒井克之 
 

＊振込手数料は当方で負担いたします。払込取扱

票を送付いたしますので、ご連絡ください。 

寄付額 個人の場合 一口 1万円 

    法人の場合 一口 10万円 
 

当公益財団は、所得税法施行令第 217条第 1項第 3号及び法人

税法施行令第 77条第 1項第 3号に掲げる公益財団法人であり、

寄附は、税法上の控除対象になります。領収書を発行致します

ので、寄附者のお名前、ご住所等をご連絡下さい。 
 

【連絡先】公益財団法人日中友好会館 総務財務部 

   担当：英(はなぶさ)、松島 

電話：03-3811-5317 FAX：03-3811-5263 

E-mail：hanabusa@jcfc.or.jp

新たに選考委員に加わった 

板谷正德氏(左)と阿南惟茂氏(右) 

後楽寮 
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● ご 挨 拶 ● 
 

 

◆村上立躬前顧問退任挨拶  

 

去る 6 月 27 日の理事会で、日中友好会館の顧問を退任しましたが、

丁度時を同じくして、拙著『日中友好会館の歩み』が出版の運びとなり

ました。 
 

 日中友好会館（以下会館という）は日中国交正常化 10 周年記念事業

として日中両国政府の合意の下、古井喜実先生(会館初代会長、当時日

中友好議員連盟会長)を中心に政界、官界、財界、学会、華僑、友好人

士等が一致協力して建設した日中民間交流の拠点であることを使命と

しています。 
 

 本書は、会館誕生の発端から事業計画の策定、建設、諸業務の開始・運営等の公益財団法人

に至るまでの過程を記したものですが、会館の創設に加わった 1 人として、また、その過程で

執行責任者であった私にとっては自分史とも言えましょう。 
 

 古井喜実初代会長は、「争えば共に傷つき、相補えば共に栄える」を日中二国関係の金言とさ

れていましたが、これは時代が変わり社会情勢が変わっても不変です。会館はこの精神を尊重

して、基本方針を日中両国相互のより良い国民感情の醸成に資することにより、今後の日中関

係を良好にし安定させることを目標として、未来の両国関係を担う青少年層の交流を中心に相

互理解を深める事業に重点を置き、また、この観点から教育交流、文化交流等にも意を用いて

きました。 
 

 会館は日中友好団体の中で唯一施設を保有し、中国人と日本人が一緒に日中友好のため勤務

しており、この利点を最大限に活かすよう努めてきました。 
 

 また、会館は古井初代会長の強い希望で外務省の受託事業は別として本体事業は自力更生を

貫いてきたことを誇りにしてきました。 
 

 会館に関係してから 30 有余年の間、日中双方の多くの方々との出会い、未知の場所への訪問

等、得難い体験ができたことは望外の幸せでした。この間、日中双方の多くの方々のご支援を

賜り、深く感謝致しております。厚く御礼申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。 
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会館行事と人の動き 7/1～31    
 

 

● 会館行事 
 

 

6/23～7/12主催展「中国紙工芸展」 

7/ 7～7/14貸美術館催事「中日友好書道交流展」 

7/ 7後楽会気功・中国画教室 

  後楽会談話会・交流夕食会「中国茶話会―岡倉天心『茶の本』を読む」（講師：李琳） 

7/ 9後楽寮納涼会 

7/19～7/22貸美術館催事「一墨禅画展」 

7/19～7/26「JENESYS2.0」中国野生動植物保護交流団 来日（7/20歓迎会、7/25歓送報告会） 

7/19後楽会中国旅行写真交換会 

7/20岸本奨学金授与式 

7/21後楽会気功・中国画教室 

7/26～7/28長野県ホームステイ（留学生事業部、後楽寮生） 

 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

 

7/ 1元後楽寮生 JICA二本松 張清華氏 来館（留学生事業部） 

7/ 6（公財）アジア学生文化協会 布施知子常務理事 訪問（荒井理事長） 

東京中国文化センター 訪問（鄭中国代表理事） 

7/ 7（公財）関西経済連合会 植田健三理事･国際部長 来館（荒井理事長、総合交流部） 

7/15国際交流基金日中交流センター 訪問（荒井理事長） 

7/19元後楽寮生 北京協和医学院看護学院 趙紅教授 来館（留学生事業部） 

7/21後楽会(中国)友好聯誼会 李光貞山東分会会長(山東師範大学教授) 来館 

（荒井理事長、鄭中国代表理事、留学生事業部） 

7/22中国大使館 劉少賓臨時代理大使 訪問（荒井理事長、鄭中国代表理事） 

7/26中国大使館教育処 胡志平公使参事官 訪問（荒井理事長、総合交流部） 

元後楽寮生 新疆大学 達瓦･依徳木草教授 来館（留学生事業部） 

 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

 

7/14留団協定例会（留学生事業部） 

7/16､17､30､31宇宙ミュージアム「TeNQ」見学会（後楽寮生） 

7/17聶耳記念碑碑前祭（武田顧問、留学生事業部） 

7/19全中国選抜日本語スピーチコンテスト（荒井理事長） 

 

 

 

 

 

 

                              2016 年 9 月 1 日発行 第 327 号 

発行  公益財団法人 日中友好会館  

                             〒112-0004 東京都文京区後楽 1 丁目 5 番 3 号 

                             電話（03）3811‐5317 FAX（03）3811‐5263 

http://www.jcfc.or.jp/ 


