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● ご 挨 拶 ● 
 

 

■ 平成 29年度を迎えて ■ 

 

                            公益財団法人 日中友好会館 
 

               会長 江田五月 

 

 

この冬は近年にない大雪となり、一昔前を思い出した人も多かったと思います。しかし、春

の足並みは順調で、梅の開花は例年よりも早く、この会館だよりがお手元に届くころには春爛

漫で、各地で桜が咲き乱れているでしょう。日ごろの皆さまのご支援に、こころより感謝申し

上げます。 
 

 私は最近、世界中で起きている現象が相互に関連し、世界史の大転換期が来ているのではな

いかと危惧しています。すでに中東では ISの残虐行為が人々の心を震え上がらせています。欧

米でも、外からの移入でなく社会の中で、この芽が育って社会を揺さぶっています。人間は誰

も例外なく尊重される存在で、お互いに助け合い支えあっていくべきものだというのが、これ

まで私たちが掲げてきた人類普遍の原理でした。ところがこれを粗末にし、社会の亀裂や憎し

みを煽って政治権力を手にする動きが、どこでも見られるようになってきました。心配なこと

です。 
 

 私たちが取り組んでいる日中関係でも、昨秋の杭州での首脳会談の開催など、関係改善の兆

しはありますが、全体としては依然として難問山積であることは変わりありません。両国はお

互いに引っ越すことのできない一衣帯水の関係にあり、長い歴史をともに歩んできました。お

隣同士の間には、さまざまな争いごとが起きるのはごく普通のことで、揉めごとを解決するこ

とにより、両者の友情と信頼の関係をより強くすることが出来るのです。 
 

今年は、日中国交正常化45周年の記念すべき年にあたり、全国各地で各団体の記念事業が続々

と企画されています。私も経済団体連合会、日中関係団体、自治体などで設立される「日中国

交正常化 45周年 日中平和友好条約締結 40 周年交流促進実行委員会」の顧問に就く予定です。 
 

当会館が、国の「JENESYS」事業の一環として行ってきた中国との青少年交流事業は、日中植

林・植樹国際連帯事業も加わって、順調な滑り出しをみせています。後楽寮には約 200 名の中

国留学生が生活し、地域の方々との交流も盛んです。美術館では日中国交正常化 45周年を盛り

上げるようさまざまな企画を予定しています。こういう時だからこそ、民間の揺るぎない友好

交流をこれからも堂々と進めていきます。皆様の一層のご支援を心よりお願い致します。 
 

最後に私事を少し報告します。私は昨年 7月に任期満了により、足掛け 40 年の国政の場を退

きました。これまで以上に自由な立場で心新たに、会長職を務めたいと思っています。また昨

秋には「桐花大綬章」を受賞しました。その分にないことは承知ですが、これも多くの皆さん

のご支援のおかげであり、皆さまを代表して私がいただいたものと思っています。心より感謝

申し上げます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 
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● 行 事 案 内 ● 
 

日中友好会館美術館  
 

◆貸美術館催事 

「日中国交正常化 45 周年記念 

林石川作品展」 

 

日中国交正常化 45周年という節目の年に、

中国の林石川画家の作品を日本の皆さまにご

紹介できることは喜ばしいことです。 
 

林石川は広東の著名画家である祖父の林逸

氏に幼い頃より師事し、絵画の表現方法や技術

など祖父の精髄を継承しつつも、独自の画風を

確立しました。特に墨の技法は大胆で、濃淡五

色の表現は真新しく、素晴らしいと中央美術学

院美術館長の王璜正をはじめ、中国美術界から

高い評価を受けています。これまでに数多くの

全国と地方の美術大会で金賞や優秀賞を受賞

しています。今回展示予定の 40点余りの作品

は何れも作者が厳選した受賞作品及び傑作品

の集大成です。 
 

中国画と日本画は技法面で多くの共通点が

ある為、このような相互に理解し合える共通の

文化・書画は、日中間の友好、親善には欠かせ

ぬ役割をもたらしてくれることでしょう。 
 

 

【問合せ】 

亜細亜国際交流株式会社  

電話：03－6804－6879 

 

 

◆貸美術館催事 

｢夢廻長白-中国東北三省撮影展｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

鄧予立は、金融グループの会長として香

港・ロンドン・シドニー・東京等を飛び回る

傍ら、ライフワークの旅行でこれまでに訪れ

た国は 120 カ国にも上ります。なかでも、中

国東北地方の美しさには深い感銘を受け、こ

れまでに何度となく足を運んでいます。 
 

2017年春、中国東北三省（吉林省・黒龍江

省・遼寧省）の旅の記録を綴った書籍「中国

東北紀行」の日本語版出版を記念して、写真

展を開催する運びとなりました。 
 

鄧予立が自ら撮影した大自然や美しい景色、

特有の民族文化など、日本ではあまり知られ

ていない中国東北地方の素晴らしさを、写真

を通してお伝えします。 

 

【問合せ】 

外為ファイネスト株式会社 

電話：03－6268－0234 

 

 

日 時：4月 6日㈭～12日㈬  

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 14 時より 

最終日は 15時まで 
 

入場料：無料 

主 催：林石川作品展実行委員会 

日 時：4月 21日㈮～23日㈰ 
 

時 間：10：00～17：00 

     ＊最終日は 14：00まで 
 

主 催：外為ファイネスト株式会社 
 

入場料：無料 

長白山天池 長白山火山口湖 
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◆貸美術館催事 

「孟凡瑞・孟亜妹 東京巡展」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、日中国交正常化

45周年を記念し、日中友

好会館美術館内にて「孟

凡瑞・孟亜妹 東京巡展」

を開催いたします。孟凡

瑞氏は、中国書画界では

高い人気があり大型書

法集「書道全集」を出版 

し、日本にも作品の愛好 

家が多くいます。 
 

本展では、未来志向に伴い更

なる両国国民の発展的な相互理

解の拡充を図りながら、普遍的

な友好交流の構築と確かな前進

の歩みとなると期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

（一社）日中文化交流センター 

電話：03－3830－2722 

 
 

 

 

 

 

  日中友好後楽会 
 

◆定例談話会 
 

4 月は寮生が大学の新学期で何かと忙しい

時期ですので、次回の談話会は 5 月にさせて

いただきます。詳細は 5 月号にてお知らせい

たします。 

 

◆春季ハイキング 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春季ハイキングは、4月 25日㈫に世界文化

遺産の富岡製糸場と日本一のこんにゃく工場

を予定しています。群馬県が誇る富岡製糸場

と絹産業遺産群の歴史を体感しましょう。新

しく入寮した後楽寮生と一緒に、楽しんで参

加いただけたらと思います。 
 

詳細は別紙でご案内します。皆様のご参加

をお待ちしております。 

 

 

 

日 時：4月 24日㈪～28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：（一社）日中文化交流センター、

書道家孟凡瑞 
 

入場料：無料 

孟凡瑞 

「初惊見草芽」 

孟亜妹  

「菩提東篱」 

富岡製糸場 

日 時：4月 25日㈫ 朝 7時 50分 

後楽賓館集合（予定） 
 

行 先：富岡製糸場、こんにゃくパーク 

(群馬県富岡方面） 
 

参加費：6,000円／人 

(バス、昼食、施設入場料込み) 
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◆2017 年中国旅行参加者募集 
 

 

 

 

 

 

 
 

今回の旅行は、江蘇省と山東省を巡る歴史

の旅です。遷都以来、10回中国の首都となり、

「国父」孫文の眠る場所として歴史の色濃い

街、南京の数々の名跡や、仏教の名山牛首山、

世界 7 大奇観の瑠璃塔がある大報恩寺遺跡公

園、4500点にも及ぶミニ兵馬俑がある徐州漢

兵馬俑博物館のほか、済寧では明代のイスラ

ム教寺院や水滸伝の舞台「梁山泊」、世界文化

遺産に認定された「孔廟・孔府・孔林」など

を訪れます。日中国交正常化 45周年を記念し、

日本とゆかりの深い都市を巡ります。ぜひ、

ご参加ください。 
 

日程、費用等の詳細は、会員の皆様へ別途

郵送いたしましたご案内資料をご覧ください。 

 

 

◆年会費のお振込案内について 
 

2017 年度分の年会費（個人会員\12,000）

のお振込み案内は、4 月中に会員の皆様へ郵

送させていただく予定です。 
 

万が一、案内が届かない場合やご不明なこ

とがございましたらお手数ですが、事務局ま

でお知らせください。今年度も会員の皆様と

寮生の交流が深まり、中国への理解が更に深

まるよう尽力いたしますので、何卒よろしく

お願いいたします。 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 緒方 

電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

E-mail： kourakukai@jcfc.or.jp 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆主催展「上海歴史建築巡り写真展」 

を終えて 
 

日中友好会館と上海市歴史博物館主催「上

海歴史建築巡り写真展」は、23日間の会期中

1,851 人（80 人/日）にご来場頂き 2 月 12 日

に閉幕いたしました。 
 

本展では上海市歴史博物館が開催した「私

の身の回りにある歴史的建築物」写真コンテ

ストの受賞作品から、上海の静安区、長寧区、

普陀区の三区にある歴史建築を写した優秀作

品 60 点を展示。初日の 1 月 18 日には、上海

市歴史博物館から弁公室主任である陳特明氏

ほか計 4 名が来日し、開幕式とギャラリート

ークを行いました。 

 

 

ご来場者の中には何度も観光で訪れたり駐

在したりなど、上海に馴染みの深い方々も多

く、「懐かしい」という感想が寄せられました。

同時に、高層ビルが建ち並ぶ上海の姿のみイ

メージしていた方々からは驚きと感心の声が

ありました。どの展覧会でも各々の観方・楽

しみ方がありますが、本展は特にそれぞれが

身近に感じながら楽しんで頂いた様子がアン

ケートより伝わってきました。 
 

1 月 27 日には、王明君氏(昭和音楽大学准

教授)による笛子と洞簫のミュージアムコン

サートを開催。この日は会期中で一番多い来

場者数(124 名)を記録しました。中国の伝統

音楽だけにとどまらず、西洋のクラシック音

～江蘇省と山東省を巡る歴史の旅～ 
 

期間：6月 29日㈭～7月 5日㈬ 

6泊 7日 

行先：南京・徐州・済寧・曲阜 

ギャラリートーク 

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
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楽もある多彩なプログラム構成と卓越した演

奏テクニックに加え、王氏の人柄が伝わる演

奏と演奏の間のお話にご来場者の皆さんは聴

き入っていらっしゃり、コンサート終了後も

多くの方が王氏を取り囲み質問や感想などを

直接伝えていらっしゃいました。 

 

 

会期中には、上海市歴史博物館から提供さ

れた展示写真のミニバージョンや中国グッズ

が当たる抽選を毎日開催しました。また、会

場内で流した中国の春節を紹介する DVD と館

内の提灯などの装飾も、新春展にふさわしい

雰囲気だったと大変好評でした。 

 

 
 

アンケートには気に入った写真を書いて頂

く欄を設けました。集計したところ、一番人

気の写真は馬勒別荘(モラーヴィラホテル）、

続いて二番人気として南林師範学校跡、李鴻

章母住宅が同数の支持を集めました。 

（文化事業部） 

 

 

◆2月談話会 
 

2月 24日、後楽寮生で城西国際大学大学院

にて日本現代文学を学ぶ、中国東華理工大学

教員の劉国勇さんを講師に迎え、「非母語話者

が詠む俳句」というテーマでお話いただきま

した。講師が日本の俳句をはじめたきっかけ

や、国際俳句や漢訳俳句の紹介のほか、講師

や他の後楽寮生が詠んだオリジナル俳句の

数々をご紹介いただきました。 

 

 
 

日本には豊かな四季があるので、季節に合

わせて俳句を詠むことで日本語が磨かれ、人

生が豊かになったという講師の言葉に、俳句

を嗜む会員の方々もおおいに共感を覚えたよ

うでした。       （後楽会事務局） 

 
 

◆渋谷区日中友好協会｢春節のつどい｣ 
 

2月 11日、渋谷区日中友好協会主催の春節

のつどいが行われ、後楽寮から 10名の寮生が

参加しました。 
 

まず、松岡定俊会長、長谷部健区長の挨拶

があり、長谷部区長より後楽寮生へ記念品の

贈呈がありました。続いて中国大使館友好交

流部の汪婉参事官、東京都議会日中友好議員

連盟、渋谷区日中友好議員連盟の挨拶と参加

議員の紹介がありました。その後、乾杯のあ

いさつで懇親交流会が始まりました。 
 

交流会では中国武術の一つである長拳の演

技披露や、尺八の演奏などがありました。後

楽寮からは王文強さんと李新宇さんが“どじ

講師の劉国勇さん 

ミュージアムコンサート 

一番人気の写真 馬勒別荘 
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ょうすくい”を披露しました。中国人留学生

の滑稽な踊りに参加者は驚き、感心されてい

たようです。踊りを披露した 2 名の寮生は、

パフォーマンス終了後に写真撮影に応じたり、

たくさんの質問に答えたりしていました。そ

の後、引き続き食事をしながら渋谷区日中の

会員の方達と交流をしました。 
 

最後に寮生達は出席された田中角栄元首相

のご長男である田中京さんと一人一人記念撮

影をしたり、それぞれ写真を撮ったりし、約

2 時間の春節のつどいは盛会のうちに終了し

ました。 

 

 
 

（留学生事業部） 

 

 

◆日中友好新春かるた会に後楽寮

生が参加 
 

2月 12日、東京都日中友好協会主催の日中

友好新春かるた会が行われ、今年も後楽寮生

が参加しました。日本で“かるた”と言えば

百人一首などが思い浮かびますが、こちらで

は漢詩を題材に 6～8人が 1つの組になり、数

組に分かれて対戦します。 
 

漢詩は主に起・承・転・結という 4 つの部

分(句)に分かれています。初めに司会者によ

って起句と承句が読み上げられます。参加者

はそれを聞き、続く転句と結句の札を探しま

す。もちろんたくさん札を取った人が勝ちで

す。 
 

転句と結句の札には日本語訳も記されてい

ますから、日中双方の参加者に公平なルール

です。後楽寮生の参加は今回あまり多くあり

ませんでしたが、慣れないゲームながら奮闘

していました。 

 

 
 

その後、事前に申し込んだ参加者が漢詩・

詩吟の朗読をしました。第二部の交流会では、

それぞれ健闘をたたえあいながら、中国に興

味を持ったきっかけ、漢詩を始めたきっかけ

やかるた会の感想など、中国語と日本語が飛

び交い、様々な交流ができました。そして最

後に全員で王維の「雑詩」の朗読を行い、か

るた会が閉会しました。 
 

参加した日本語の教師である寮生は「日本

のかるた文化に漢詩を合わせるゲームはとて

も興味深く有意義で、帰国後、ぜひ自分の日

本語教材として使いたい」と、会のスタッフ

に取り札の作り方など熱心に聞いていました。 
 

 
 

 

 

毎年、事前の準備や当日の運営をしていた

だいている東京都日中友好協会、渋谷区日中

友好協会、東京都中国語普及委員会の関係者

の方に、ここで改めて感謝を申し上げます。 

（留学生事業部） 

田中京さん（前列右 2）を囲んで 

 

取った札を披露 

 

交流会の様子 
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◆魅力的な日本文化体験 
 

2017 年 2 月 19 日、後楽寮生として、東京

都北区主催の日本文化体験イベントに参加し

ました。貴重な機会をいただき、心よりお礼

を申し上げます。この体験で得た感想を是非

とも皆様と分かち合いたいと思います。 
 

今回の日本文化体験はお琴、折り紙、生け

花、茶道の四つに分かれていました。初体験

の寮生だけでなく、経験者の寮生もいました。

みな満面の笑みにあふれ、日本文化の強烈な

感染力に魅かれているのが一目瞭然でした。 

お琴といえば、その古典的な深みや、優雅

美妙な演技から、とても私のような素人には

近寄りがたい存在でした。しかし意外にも先

生の優しいご指導の下で、落ち着いて「さく

ら」を弾けるようになりました。入門程度の

体験学習でしたが、これまでにない自信が湧

いてきたような気がします。 
 

 
 

 

 

 

そして折り紙体験では、幼い頃から馴染ん

できた子どもの遊びというイメージを徹底的

に覆してしまいました。職人の手によって、

一枚の正方形の紙が、変幻自在に変わり、複

雑精巧で生き生きとした作品に変化しました。

日本人によって前人未到の境地にまで発展し

てきた折り紙は、見る者を驚かせ、想像を絶

する美しさがありました。 

また、生け花体験も男女を問わず、みんな

わくわくドキドキでした。隣のドイツ人男性

は、花材を一本一本丁寧に選び、真剣な表情

で花器に挿し並べていました。生け花は単な

る観賞芸術ではなく、自然の美しさと命の尊

さをしみじみと感じることができます。生け

花の本質は、中国の哲学思想にも重なってい

ると学びました。 
 

茶道は、私自身何回か体験したことがあり

ます。でも毎回新鮮な気持ちになります。茶

道の儀式、作法やおもてなしの心は、日本人

に深く息づく侘び寂びと一期一会の精神を究

極に表わしたものでしょう。質素と華美を完

璧に融合させた日本文化独特の美意識を示し

ていると思います。 

短時間でしたが、伝統文化を尊重する気持

ちや、伝統生活に対する敬意の念を深く感じ

ました。これが日本伝統文化の魅力ではない

かと思っています。   

（後楽寮生 周芳玲） 

 

 

◆文京区国際交流フェスタに参加 
 

2月 25日㈯、文京区主催の国際交流フェス

タが文京シビックセンターで行われました。

国際交流フェスタは今回で 11 回目の開催と

なりますが、文京区民である後楽寮生も出演

協力をさせていただいて 4 回目となります。

当初、後楽寮としては開催日が春節期間の後

で、演技が出来る寮生のほとんどが一時帰国

していたり、研究等で忙しくしていたりする

時期でもあることから、交流コーナーのみの

協力をお願いしていました。 
 

 
 
 

しかし文京区側から去年実演し、大変好評

「さくら」を演奏する寮生 

 

国際交流ブース 
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だった王文強さんの四川変面だけでもお願い

できませんかとの要望があり、王文強さんも

快諾されたことからステージパフォーマンス

は、去年に引き続き変面の披露となりました。 
 

今年の変面の披露では、事前に情報を得て

変面を楽しみにして来場された方も多く見受

けられ、演技後の質問コーナーでは「また観

たいので、次はどこで演技される予定です

か？」と質問があり、これには王文強さんも

答えに苦慮していたのが印象的でした。去年

は変面を初めて観る人が多かったのですが、

王文強さんも様々な場所で披露し、また変面

とういう中国の伝統芸能を教えてくれた交流

の功績は大きく、また根付いてきていること

を実感できる一コマでした。 

 

 
 

一方、今年で 2 回目の設置となった交流コ

ーナーは 5 団体が参加し、華やいだ雰囲気と

なりました。後楽寮としては雑誌や民族衣装

を飾るだけではなく、来られた方が興味を引

くように京劇や変面の映像を流しながら、多

くの方と交流することができました。 
 

毎年、この国際交流フェスタでは後楽寮生

たちも多くの日本文化を体験しに参加してい

ます。今年も着物着付け体験、書道、茶道、

華道、折り紙など様々なものを体験させてい

ただき、寮生達も楽しく貴重な時間を過ごす

ことができました。     

（留学生事業部） 

 

◆「JENESYS2.0」2016 年度中国社会

科学院青年研究者代表団第2陣が

来日 

一行 23名が東京・徳島を訪問 
 

2017年１月 15日から１月 22日までの 8日

間、2016年度中国社会科学院青年研究者代表

団第 2陣（団長＝楊伯江 中国社会科学院日本

研究所・副所長）が来日した。本団は中国社

会科学院の各研究所に所属する青年研究者で

構成された計 23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、徳島を訪問し、「高齢化問題」

をテーマに、行政関係者や研究機関・シンク

タンク等の研究者、及び NPO 関係者と交流し

たほか、関連施設や企業、地方都市の視察を

行い、さまざまな角度・視点から、日本の現

状や対応策、課題、今後の展開に関する考え

方について理解を深めた。また、日本の先端

技術、環境保護に関する視察や、郷土の自然、

歴史、伝統文化にも触れ、包括的な対日理解

を深めた。 

 

超高齢化社会に向き合う各分野の専門家、関

係者と交流 
 

 代表団は、みずほ総合研究所株式会社より、

少子高齢化に直面した日本の活性化策として

日本政府が推進する「ニッポン一億総活躍プ

ラン」の背景、施策の概要、効果、働き方改

革等の政策課題についてブリーフを受けた。

国立社会保障・人口問題研究所では、日中双

方の研究発表、意見交換を行った。日本側は、

年齢階層人口や出生率、平均寿命ほかさまざ

まな統計・推移から見る日本の少子高齢化に

ついて、また社会保障制度の概要や課題、医

療・福祉分野の展開等について発表、中国側

は人口統計専門の団員が、中国の高齢化の特

徴と高齢者介護サービスのニーズについて発

表した。そのほか人とロボットの共生による

舞台から降りて区民と交流 
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自立支援、生活の質向上を目的とした福祉・

介護ロボットの普及促進に力を注いでいる大

和ハウス工業株式会社を訪問、高齢者や障害

者が普通に暮らせる社会を目指すロボット事

業の理念や社会的役割を学び、介護福祉機器

展示場で実際の介護ロボットにも触れた。 
 

 

 
 

 

 

地方は、少子高齢化・人口減少が最も深刻

な県の一つである徳島県を訪問した。2035年

には県民の約 4割が 65歳以上になる予測の徳

島県では、介護福祉施設の積極的な整備はも

ちろん、高齢者にも地域の担い手として活躍

してもらえるような生きがい作り、社会参加

の促進、健康増進、介護予防等、さまざまな

対策に取り組んでいる。徳島県庁によるブリ

ーフでは、それら長年継続している取り組み

や、女性の社会進出・子育て支援等について

紹介を受けた。 

 
 

 
 

また県の高齢化対策の一翼を担い、介護福

祉・保育・人材育成事業に積極的に取り組む

健祥会グループの特別養護老人ホームとケア

ハウスを視察した。介護の現場に携わる職員

から直接話を聞いたほか、デイサービスや居

住エリアで利用者とも交流した。同グループ

が推進する経済連携協定（EPA）に基づく外国

人介護人材の受け入れ・育成についても理解

を深め、同グループの施設で働く外国人介護

福祉士とも交流した。その他、県内で過疎化

が最も深刻な地域の一つ、神山町を訪問、イ

ンターネット環境を整備し、企業誘致や人口

移住、人材誘致に成功し、地方での雇用創出、

地方再生のモデルとして高く評価されている

特定非営利活動法人グリーンバレーの活動を

視察した。 
 

そのほか一行は、パナソニックセンター東

京、皇居、浅草を参観、徳島では阿波人形浄

瑠璃の鑑賞や迫力ある鳴門の渦潮、大塚製薬

株式会社徳島板野工場を視察・参観した。徳

島城博物館では、地域の魅力を伝えるべく活

躍する元気なシニア観光ボランティアとも交

流した。 
 

団員からは、「日本の少子高齢化がいかに深

刻な問題であり、政治、経済はもちろん、人々

の社会生活や地域の文化・風俗・習慣等にも

大きな影響を及ぼしていることを痛感した。

日本の経験を学び、問題解決に尽力している

関係者と直接交流、意見交換できたことは、

得難い貴重な機会となった」「どの領域におい

ても、危機意識と、ふるさとを何とかしよう

という使命感と責任感を持って問題に対峙し

ている姿が強く印象に残った。中国の農村地

域の高齢化、空洞化は、日本より更に複雑な

問題を抱えているが、どのように向き合い、

問題解決の方法を考えていくべきか、発想の

ヒントを得、非常に参考になった」「高齢者福

祉施設や介護福祉機器の分野では、日本の優

れた科学技術だけでなく、日本人特有のおも

いやりの精神、心配りが、感じられた」「各訪

問交流先でたくさんの活躍する女性に出会っ

た。女性の活躍が今の日本を支える鍵だと実

感した」「中日の研究者同士の交流を一層促進

中国の高齢化の特徴について研究発表する団員 

（国立社会保障・人口問題研究所） 

高齢者と保育園児の昔遊びの様子を見学 

（特別養護老人ホーム 健祥会モルダウ） 
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し、視野を広げ、アジア全体のさまざまな問

題解決に一層尽力したい」など、思い思いの

感想が聞かれた。それぞれが訪日で得た成果

を、今後の研究や生活に生かしていくととも

に、明日の日中友好を担う後継者となってく

れるに違いない。 

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） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆「日中植林・植樹国際連帯事業」

北京科技大学等土木防災訪日代

表団が来日 

一行 28 名が東京･京都･兵庫･大阪

を訪問 
 

2017 年 2 月 5 日から 2 月 12 日までの日程

で、北京科技大学等土木防災訪日代表団(団長

＝宋波 北京科技大学教授)が来日した。本団

は、北京科技大学他大学に所属する土木防災

分野の研究者・大学生及び企業の技術者で構

成された計 28名で、外務省が実施する「日中

植林・植樹国際連帯事業」の一環として招聘

した。 
 

代表団は、東京、京都、兵庫、大阪を訪問

し、国や自治体の防災対策を学び、関係施設

や研究施設の訪問・視察・交流を行ったほか、

兵庫で植樹活動に参加した。また、各地で文

化や自然、科学技術などを体感できる施設を

視察し、包括的な対日理解を深めた。 

国・大学・地域の対策と研究を学ぶ 
 

代表団は東京で国土交通省、東京大学工学

系研究科、墨田区白鬚東地区防災拠点、東京

臨海広域防災公園を訪問し、視察・交流を行

った。国土交通省では防災対策に関するレク

チャーを受け、日本の河川整備計画や災害発

生時の対応、行政の役割分担について説明を

受けた。東京大学工学系研究科では研究室を

見学し、日本を代表する国立大学の土木工学

分野の研究について学んだ。墨田区白鬚東地

区防災拠点では、40mの高さの高層住宅が 1.2

㎞にわたり配置された一大防災拠点を視察し、

ハード・ソフト両面での防災に配慮したまち

づくりの取り組みについて学んだ。東京臨海

広域防災公園では、地震発生直後の街並みを

再現した展示スペースでタブレットに表示さ

れるクイズに答えながら、被災時に取るべき

行動について学んだ。 

 

 
 

防災関連施設を視察、兵庫で記念植樹 
 

東京での視察を終えた代表団は関西地方へ

移動し、京都と兵庫で防災関係施設を訪問し、

視察・交流を行った。京都では京都大学防災

研究所を訪問し、実験施設を見学するととも

に、研究者と意見交換した。兵庫では人と防

災未来センター、神戸市長田区水笠通公園、

防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究センタ

ーを訪問し、阪神・淡路大震災被災からの復

興と防災研究について学んだ。人と防災未来

センターでは映像を視聴した後、館内を見学

し、語り部から阪神・淡路大震災の被災体験

優しい研究者のみなさん 

 

老人ホームで車椅子のおばあちゃんと直接

お話した団員達。“一緒に写真を撮って、それ

を見ておばあちゃんが今日のことを思い出し、

いつまでも元気でいてくれたら嬉しい”と申し

出があり、笑顔で記念撮影。後日、施設の方が

おばあちゃんの部屋に写真を飾ってくれたそ

うです。        （総合交流部 Ｔ） 

墨田区防災まちづくり関係視察 
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を聞いた。神戸市長田区水笠通公園では、公

園および周辺の街並みを視察し、神戸市担当

者より公園の設立経緯、周辺住民との調整に

ついて説明を受けた。団員からは周辺住民へ

の補償問題など様々な質問があった。兵庫耐

震工学研究センターでは、実大三次元震動破

壊実験施設を視察し、地震発生時に構造物が

受ける影響や、研究成果について理解を深め

た。また、施設内敷地で植樹活動に参加した。

代表者がハナミズキの苗木に土をかけると、

参加者からは大きな拍手がおこった。 

 

 
 

 

そのほか一行は、東京で皇居、TEPIA 先端

技術館、六義園、隅田川川下り、東京スカイ

ツリーを、京都で清水寺を、兵庫で橋の科学

館、孫文記念館を、大阪で大阪城を参観し、

さまざまな角度から日本の魅力を満喫した。8

日間を通して、日本に対する理解や関心を高

めるきっかけとなった。 

ほとんどの団員は初来日だったが、プログ

ラムを通じ「行政が実施している河川の整備

計画や災害発生時の対応についてのレクチャ

ーは大変参考になった」「日本が取り組んでい

る防災教育に感銘を受けた。中国でも取り入

れるべきだと思う」「今後、防災分野において

より一層の日中協力が必要だと感じた」など

の感想が聞かれた。 
 

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） 

 
 

 

 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

後楽寮 

植樹活動で宋波団長(左)と 

井上貴仁兵庫耐震工学研究ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長(右) 
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◆第 20 回「日中学院倉石賞」日中

文化交流市民サークル‘わんりぃ’

が受賞 
 

 日中学院では、創始者の倉石武四郎先生を

記念して 1989年に「倉石賞」を創設し、日本

における中国語教育の普及、向上および日中

の文化交流の促進に貢献した個人・団体を表

彰している。記念すべき第 20回目となる 2016

年度は日中文化交流市民サークル‘わんりぃ’

が受賞した。 
 

 日中文化交流市民サークル‘わんりぃ’は、

東京の町田市を中心に 25 年間、中国の文化を

理解し親しむための中国語講座や京劇鑑賞会、

中国料理研究会など多くの活動を展開してい

る。月刊誌「わんりぃ」では中国文化の紹介

に努め、現在では 221号の発行に至った。日

中両国の人々の架け橋として尽力し、地道で

息の長い活動を続けており、その社会貢献は

大きい。これら多くの実りある活動が認めら

れ、第 20回「日中学院倉石賞」を受賞した。 

 

 

 

2月 18日に行われた授賞式では、（公財）

日中友好会館 鄭祥林中国代表理事、第 8回

「日中学院倉石賞」受賞者の日中芸術研究会 

三山陵事務局長より祝辞が述べられたほか、

受賞者側を代表して‘わんりぃ’の田井光枝

代表が挨拶した。会場には中国語教育関係者、

友好団体関係者、‘わんりぃ’の会員も多数出

席し、和やかな雰囲気の中で授賞を祝った。 

（日中学院） 

 

 ● 訃 報 ●
 

 

 林義郎 名誉会長が 2 月 3 日、89 歳にて逝

去されました。 
 

林 名誉会長は山口県下関市出身で日中友

好会館の第 3 代会長として 2002 年 10 月～

2009年 3月まで 6年半務められました。 
 

謹んでお悔やみ申しあげますとともに、心

からご冥福をお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

日中学院の吉田隆司学院長(左)から‘わんりぃ’

会員の寺西俊英氏に賞状を授与 
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 ● コ ラ ム ●
 

 

 

半瓶醋 
理事長のコラム               共感を生む交流をめざして 

 

 

(公財)日中友好会館  理事長  荒井 克之 

 

 

明治政府は、明治 4年（1871年 12月）岩倉具視を正使に、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文

などを副使として米欧使節団を派遣し、1873年 9月に帰国している。大国、小国を含め 12カ国

を歴訪し、中江兆民、金子堅太郎、團琢磨、津田うめなどの留学生もそれぞれの留学先に渡航

していて、その後の日本の近代化や国際化にも大いに寄与したことは言うまでもない。 
 

この使節団は復路、上海に立ち寄った際、城隍廟（豫園界隈）を見物している。 
 

その時の感慨を米欧回覧実記に「城隍廟ノ繁花ハ之ヲ東京ノ浅草ニ譬フヘシ」と書き残して

いる。 
 

この使節団からおよそ 100年後、1974年に私が上海に駐在した際、この豫園の辺りの日用品

やみやげ物売り場、元宵湯団の店や人気の南翔饅頭店の賑わいを見て「雰囲気は浅草のようだ」

と私も同じように思っていた。 
 

しかし、浅草を知っている日本人が豫園を訪ねたときに浅草を彷彿とさせるからと言って、

上海の豫園を知っている中国人が浅草を訪ねたときに豫園を彷彿とさせると感じなければ、そ

れは共感しているとは言えず、片思いと言うことになる。 
 

外国との交際では、自分の尺度で相手を計ってはいけないと巷間よく言われているが、お互

いに共感できるものを増やすには、より深く長い交流が必要だろう。深く長い交流からは同じ

ことへの共感だけではなく、異なることを共感できることもある。これもまた交流の大きな成

果である。当会館も、より深い交流を通じ、より多くの共感を創出すべく今後も努力して行き

たい。 
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 ● 追 悼 ●
 

 

林義郎 名誉会長を偲んで 

 

村上 立躬 
 

 

 2月 5日の朝刊で林先生のご逝去とご葬儀が当日午前 11時に築地本願寺で行われることを知

り、支度をして中央線とタクシーで築地本願寺に 10 時 25 分に到着し、受付に向かうと旧知の

外林秘書が出迎え 2 階の控室に案内してくれた。まだ弔問客も少なく入口に立っていた喪主林

芳正参議院議員とゆっくりお話をしてから万里子夫人、次女玲子さんにもご挨拶できた。 
 

 林義郎先生とのふれあいは平成 4（1992）年江沢民総書記来日時の日中友好議員連盟伊東正義

会長（当時自宅療養中）の歓迎挨拶文の調整を会長代行の林先生から伊東先生にお願いして頂

くときに始まった。その時は国会開催中で約束の夕刻衆議院議員会館を訪問すると既に先客 3

組が待っていたので、秘書に議事堂を出るとき連絡が来るように依頼した。エレベーターが着

いたら、部屋に入るまでの 30～40歩の間に用件を話し了承を得るようにしたかった。私が説明

すると問題の重要度と緊急度を即座に判断し引き受けて下さった。伊東正義先生の没（平成 6

（1994）年）後、日中友好議員連盟の会長（1994～2003年）を引き受けられ、平成 6年に会館

の理事に就任されたので理事会や日中関係の会合でお話する機会が多くなった。 
 

 平成 14（2002）年春、後藤田正晴先生が突然会長を辞任すると言われたので、後任者を指名

してからにして下さいと申し上げたところ、何か月かしてから林義郎先生を指名された。10月

に林先生が当会館第 3代会長に、後藤田先生が第 2代名誉会長に就任された。 
 

 林先生は後藤田先生が水曜日 11 時に来館されていたので、毎週木曜日 10 時靖国神社裏の富

士見町のご自宅から徒歩で来館されることとなった。村上理事長、吉川常務理事、入江参与か

ら近況報告を受けたが、積極的に意見を述べられる事は少なかった。その後地下の｢豫園｣で古

井喜実初代会長と同様にご機嫌で昼食と日本酒をたのしまれたが、それが過ぎたのか、そのう

ち奥様やご息女が迎えがてら来館され、1階の「馥」でご家族で食事し帰宅されるようになった。 
 

 後藤田前会長と同様に会館の諸行事、日中関係の会合、来日要人との会食等の他ほぼ毎年あ

る訪中も欠かされなかった。御自宅には度々伺ったが和やかな雰囲気でいかにも仲の良いご夫

妻と見受けられた。木曜日以外は九段界隈を散歩して美味しい店巡りをされている由だった。 
 

 中国大使館の方々とも積極的に交流し、林先生がメンバーの霞が関カントリー倶楽部で王毅

大使、程永華公使、林会長、村上でプレイすることもあった。 
 

 2000年 4月、王忍之副院長を顧問とする中国社会科学院中日歴史研究中心専家委員会訪日団

一行 10余名が日清講和条約がむすばれた下関｢春帆楼」（林家が所有）を見学宿泊することとな

った。林先生はホストとして飛び切りの｢フグ料理｣を準備され春帆楼の由来を述べられてから

全員と家伝の大杯で｢カンパイ｣を重ねられたので、大いに盛り上がり大盛会となった。林先生
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も満足されたようだった。 
 

2005年 5月、林会長ご夫妻、次女玲子嬢に私ども夫婦が随行して中日友好協会の招聘で訪中

し、江蘇省・山東省を歴訪した。 
 

5月24日上海から無錫を経由して南京市に入り、5月26日李源潮江蘇省党書記と会見した後、

江蘇省対外友協創立60周年慶賀祝典に出席し林会長は日本からの出席者を代表して祝辞を述べ

た。その後空路で山東省済南市に至り、まず張高麗山東省党書記と会見し、それから曲阜に向

かい孔廟、孔林、孔府などを見学し済南に戻り韓遇群山東省長主催の歓迎宴に出席した。翌朝

高速道路で見渡す限りの野菜のビニールハウスを左右にみながら、またいくつかの古代の遺跡

を見学して南東に向かい青島市を目指した。青島市主催の歓送会で今回の訪中は完了したが、

全行程に中日友協の袁敏道氏が随伴してくれたお陰で楽しい旅となった。 
 

2006 年 3 月、林会長ら日中友好 7 団体の会長は

中日友好協会の招聘に応じ北京を訪問した。3月 31

日、人民大会堂で胡錦濤国家主席と約 1時間半会見

した。中国側は唐家璇国務委員、宋健中日友好協会

会長、李肇星外交部長、陳昊蘇中国人民対外友好協

会会長、周強中共青年団第一書記他が同席した。各

団体会長はそれぞれ活動状況や今後の抱負等を述

べ、林会長は留学生寮運営や文化交流事業・教育交

流事業の重要性と期待を述べられた。同日午前中は 

中国対外友協、中日友協など中国側民間友好 6団体 

の指導者と「日中民間団体会長会議」を開き、民間交流の強化と日中関係の改善について意見

を交換した。 
 

 林先生は78歳を過ぎてから腰痛などで体調不良となり奥様から引退させてほしいとのご希望

があり、その後長男林芳正氏からも再三同様な申し出があり後継者未定のまま受け入れざるを

得なかった。 
 

 2009 年 3 月の理事会で林会長の辞意と谷野副会長への会長代行業務委嘱が承認され、4 月に

林先生は名誉会長に就任された。 
 

 親しみやすく、気取らず、明るく温和なお人柄で日中双方の多くの方々から愛された先生に

は古井先生や後藤田先生と同様にもう少し会長を元気で続けていただきたかったと思っており

ます。 
 

（日中友好会館 元理事長） 

2006年 3月 北京訪問 

胡錦濤国家主席(右)と握手する林義郎会長 
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会館行事と人の動き 2/1～28    
 

 

● 会館行事 
 

 

2/ 2後楽会気功・中国画教室 

2/5～2/12「日中植林・植樹国際連帯事業」北京科技大学等土木防災訪日代表団 来日 

（2/6同団歓迎会） 

2/12主催催事「上海歴史建築巡り写真展」閉幕 

2/15～2/22「JENESYS2.0」中国農業部種植業部門青年交流団 来日 ※他団体実施 

（2/16同団歓迎会） 

2/16後楽会気功・中国画教室 

2/19～2/26「JENESYS2.0」2016年度中国青年メディア関係者代表団第 3陣 

（2/20同団歓迎会、2/25歓送報告会） 

2/24後楽会談話会・交流夕食会「非母語話者が詠む俳句」（講師：劉国勇） 

2/28～3/ 5貸美術館催事「中国奥地の蘭展・書峯展」 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

2/ 3外務省中国・モンゴル第二課 野村恒成課長、横地晃前課長 来館（荒井理事長、総合交流部） 

2/13元寮生 浙江師範大学人文学院 慈波教授 来館 

2/15元寮生 同済大学数学科学学院 辺保軍教授 来館 

2/24元寮生 ㈱アジア産学興業 王錫宏氏 来館 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

2/3、2/4東京ドーム「テーブルウェア・フェスティバル 2017」見学（留学生事業部、後楽寮生） 

2/ 4東京都日中友好協会女性部会「日中友好女性新春の集い」（留学生事業部） 

2/11渋谷区日中友好協会 春節のつどい（留学生事業部、後楽寮生） 

2/12東京都日中友好協会 日中友好新春かるた会（留学生事業部、後楽寮生） 

2/18日中学院 第 20回「倉石賞」授賞式（鄭理事） 

2/19北区 日本文化体験イベント（留学生事業部、後楽寮生） 

2/20日中対話「少子高齢化時代の日中協力のあり方」（荒井理事長、留学生事業部） 

2/21日中学院評議員会（荒井理事長、鄭理事） 

2/222017年中国大使館・日中友好団体新年会（江田会長、荒井理事長、鄭理事他） 

国立研究開発法人科学技術振興機構 講演会「中国の原子力発電の現状」（荒井理事長） 

2/25文京区国際交流フェスタ（留学生事業部、後楽寮生） 
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