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 表 紙  
 

「第 26回中国文化之日 中国大黄河雑技団・中国呉橋少女雑技団公演」より 

11月 12日、13 日の 2 日間で公演を行います。ご好評につき、チケットは完売いたしました。 

－1－ 
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● 行 事 案 内 ● 
 

第 26 回中国文化之日  
 

◆「中国大黄河雑技団・中国呉橋

少女雑技団公演」 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

本公演のチケットは完売いたしました。 

当日券もございませんので、ご了承下さい。 
 

 

≪中国物産展≫ 

中国の色々な食料品、雑貨を販売します。 

日 時：11月 12日㈯・13日㈰  

11:00～公演終了まで 

場 所：日中友好会館地下 1階 第一会議室 

協 力：美和物産 
 

 

【問合せ】文化事業部 

    電話 03-3815-5085（平日 9時～17時） 

    E-mail:bunka@jcfc.or.jp 

 

日中友好会館美術館  
 

◆貸美術館催事 

「劉田依 東京書画展」 

 

劉田依先生は中国「当代の草聖」とも謳わ

れた于右任の唯一の存命の養子であり弟子で

す。今回の書画展は 50点の作品が展示されて

おり、いずれの作品も日本初公開となります。

書画展を通して、日本の方々に書画芸術につ

いての理解を深めていただき、互いに切磋琢

磨して書道芸術交流を増進し、日中文化交流

がより一層深く、緊密になることを祈念して

います。 

 

【問合せ】日中文化交流センター 

電話：03-3830-2722 

 

日 時：11月 12日㈯ 14:00～ 

13日㈰ 14:00～ 

＊全 2回公演、30分前に開場。 

＊上演時間は約 60～70分。 

会 場：日中友好会館地下 1階大ホール 

＊全席指定 

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 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、

(公社)日中友好協会、日本国際貿

易促進協会、(一財）日中経済協

会、日中友好議員連盟、(一財）

日本中国文化交流協会、(一社）

日中協会、中国文化センター 

会 期：11月 1日㈫～4日㈮ 

＊休館日：11月 3日(木･祝) 
 

時 間：10:00～17:00   

＊初日は 15:00より、 

最終日は 16:00まで  

 

主 催：㈱日本企画社、日中文化交流セン

ター 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、

（公社）日中友好協会 
 

運 営：㈱アルバックス 
 

入場料：無料 

中国大黄河雑技団・二人フラフープ 



 

 会館だより 2016年 11月号 No.329  

 

- 3 - 

◆貸美術館催事 

「第十九回 国際水墨画交流展」  

 

国際水墨画交流協会は、東洋美術学校、中

央美術学院、中国美術学院の支持のもと、1996

年に設立された民間交流団体です。 

今年で十九回目を迎える本展では、中国の

美術学院教師、協会の会員、東洋美術学校中

国水墨画科学生による、水墨・彩墨作品約 60

点を展示いたします。 

多彩な内容で毎回好評をいただいておりま

す。今年も力作が集まりました。どうぞご高

覧いただきますよう、ご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】国際水墨画交流協会  

電話：03-3359-7439 

 

 

◆貸美術館催事 

「中日禅文化書画交流展」 

 

日中両国禅宗の書画交流展です。現代の作

品もあれば、個人の作品もあり、また一部国

指定文化財の仏像なども展示する予定です。

ご参観をお待ちいたします。 

 

【問合せ】NPO法人 日中交流振興協会 

電話：03-3226-1009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 期：11月 7日㈪～13日㈰ 
 

時 間：10:00～17:00   

＊初日は 14:00より開幕式、最終

日は 15:00まで  

 

主 催：国際水墨画交流協会 
 

協 賛：東洋美術学校 
 

後 援：中国大使館文化部、(公財)日中友

好会館、中央美術学院(北京)、中

国美術学院(杭州)、日貿出版社、

専門学校新聞社、露満堂 
 

入場料：無料 

会 期：11月 18日㈮～22 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  

 

主 催：黄梅禅宗文化研究会、華北刑台大

開元寺、湖北省中華文化促進会、

中国国際文化画院 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館、

（公財）日中友好会館、（一財）

日本中国文化交流協会、（一社）

日中協会 
 

入場料：無料 
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◆貸美術館催事 

「日中友好書法交流展 

―書法の楽しみ―」 

 

日中両国の長い友好の歴史の中で、書は最

も交流が盛んである分野です。中国は古代か

ら連綿と書法の歴史を刻み、日本は中国に学

びながら独自の発展をさせて今日に至ってい

ます。このたびの書道展を通じて相互理解を

さらに深め、日中友好と日中文化交流の一層

の進展を図ります。 

 

【問合せ】(一財)日本中国文化交流協会 

担当：竹本  

電話：03-3212-1766 

 

 

 

 

 
 

 

  日中友好後楽会 
 

◆後楽会会員総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も小石川後楽園内にて後楽会会員総会

（別名：もみじの会）を開催します。 
 

本年の紅葉の具合はいかがでしょうか。紅

葉を愛でながら会員同士の懇親が深まればと

思います。 
 

小石川後楽園は、入園最終時間が 16：30

（17：00閉園）となっておりますので、紅葉

をご覧になる方はお早めにご入園ください。 

 

◆談話会について 

11月は会員総会、12月は年末、ということ

で年内の談話会はお休みいたします。次回は

来年 1 月の新春談話会ですので、また日時が

決まりましたらお知らせいたします。 

 

 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 緒方 

TEL 03-3811-5305  FAX 03-3811-5263 

E-mail: kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

  

会 期：11月 24日㈭～30日㈬ 
 

時 間：10:00～17:00   

＊初日は 15:00より開幕式 

 

主 催：国家天下書画院、北京国一金国際

文化伝播有限公司、（一社）日本

書道院、（一財）日本中国文化交

流協会 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使館文

化部、（公社）日本中国友好協会、

（公財）日中友好会館 
 

入場料：無料 

日 時：11月 25日㈮ 17:30～ 

(受付：17:00～) 
 

会 場：小石川後楽園「涵徳亭」 
 

参加費：会員 3,000円／人       

＊会員限定の催事です。非会員の方は事

務局へお問い合わせください。 
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 ● 活 動 記 録 ●
 

◆2016後楽寮国慶節祝賀会 
  

9月 22日秋分の日に後楽寮の国慶節祝賀会

が日中友好会館大ホールにて行われました。

中国大使館政治部、中国大使館教育部、東京

華僑総会、その他全国各地の日中友好団体の

皆さんら総勢 200 名を超える出席者をお迎え

し、盛大に執り行われました。 
 

第 1 部ではまず、日中友好会館荒井克之理

事長、元後楽寮生でもある中国大使館政治部 

田培良参事官よりご挨拶をいただき、続いて

主催者として祁至傑寮生委員長が挨拶をしま

した。 
 

次に、いつも中国からの留学生のためにご

尽力いただいている皆さんへの感謝の気持ち

を表そうと、寮生委員会を中心に企画・立案

し、多くの寮生が「後楽寮芸術団」の一員と

なって、下記次第の様々なパフォーマンスを

披露しました。寮生たちはより良いものを披

露しようと、猛暑の 8 月から毎週、準備や練

習を積み重ねて当日を迎えました。そしてそ

の一人一人の努力により、大成功で終えるこ

とができました。 
 

第 1部パフォーマンスの部 ＜演目＞ 

・テノール独唱  ・チアグループのダンス 

・笙の独奏 ・古典舞踊「ジャスミンの花」 

・オペラ歌唱  ・川劇変面 

・七弦琴演奏、中国茶道と書画の実演 

・合唱「後楽寮之歌」「COSMOS（宇宙）」 

「歌唱祖国」 
 

 

第 2 部では会場を後楽寮食堂に移し、中国

外交部より派遣された後楽寮調理師による料

理を味わいながら歓談後、ここでもさまざま

なパフォーマンスが行われました。バンド演

奏、ゲーム、どじょうすくい舞踊など大変な

盛り上がりを見せていました。 
 

今回の祝賀会は日本と中国の伝統文化が多

く披露されました。より互いの国への芸術・

文化理解が進んだことと思います。 
 

中国各地から日本へ留学に来ている寮生た

ちは縁あって多くの仲間に出逢いました。「後

楽寮」という温かい大家庭で過ごす国慶節は

また格別だったことでしょう。留学生事業部

では今後も引き続き、寮生たちの活動をサポ

ートしていきたいと思います。 

 

 
 

（留学生事業部） 

 

 

◆東京華僑総会国慶節祝賀会に 

後楽寮生が参加 
 

東京華僑総会主催の中華人民共和国成立 67

周年祝賀会が 9月 24日に東京華僑総会にて盛

大に開催され、10名の後楽寮生が招かれて出

席しました。 
 

会場には中国大使館劉亜軍公使をはじめと

する数多くの参事官らが出席しており、衆議

院議員、都議会議員、日中友好協会、中国メ

ディア、老・新華僑・華人団体、中華学校関

係者など幅広い各界の方々が集結した祝賀会

書画の実演「逢」 

来賓の方々と一緒に記念撮影 
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となりました。 

 

 
 

まず、東京華僑婦女会のリードにより中国

国歌の斉唱で開会しました。一同は久々の国

歌斉唱で、血が沸き立ち、心の底から愛国心

が自然に湧き上がってきました。主催者林斯

福会長の挨拶から始まり、来賓代表の中国大

使館の劉亜軍公使、日本民進党顧問の海江田

万里氏など、相次いで祝辞を述べました。席

上最年長者による乾杯の音頭の後、歌有り、

演奏有りの華やかな会となりました。我々寮

生たちは、用意された豪華な中国料理、銘酒

を賞味しながら来席された方々と親睦を深め

ました。帰る際、廖雅彦前会長が自ら焼き干

し芋と中国茶のお土産を手渡し、温かく見送

ってくださいました。 
 

今回のような貴重な機会を与えてくださっ

た東京華僑総会の皆様に心より感謝します。

今後もこのような交流活動に大いに参加した

いと思っています。 

 

 
 

（後楽寮生 熊紅芝） 

 

◆「JENESYS2.0」2016 年度中国建築

設計研究院訪日代表団が来日 
 

 2016 年 8 月 31 日から 9 月 7 日までの日程

で、「JENESYS2.0」2016 年度中国建築設計研

究院訪日代表団(団長＝周煒・中国建築設計研

究院 中国建設科技集団股份有限公司 党群工

作部 副主任)計 35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、埼玉、神奈川、京都、大

阪にて訪問・視察を行い、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。 

 

 

 

日本の住宅建築や高齢者向け住宅等に関する

視察・交流 
 

訪日のテーマは「高齢者向け住宅」で、首

都圏では、国土交通省を訪問し高齢者向けの

住まいづくりについてブリーフを受けたほか、

日本総合住生活㈱技術開発研究所、介護付有

料老人ホーム・ゆうらいふ横浜、高齢者住宅・

ボナージュ横浜、パナソニックセンター東京、

また、京都・大阪では積水ハウス㈱の梅田ス

カイビル及び住宅総合研究所納得工房、UR都

市機構うめきたプロジェクトといった住宅建

築関連企業や高齢者関連施設での視察・交流

を行った。日本の住宅建築や高齢者向け住宅、

都市再開発等、幅広く現場を見て回り、各関

後楽寮参加者 

高齢者向けの工夫されたリフォーム事例に感心 

（日本総合住生活㈱技術開発研究所） 

海江田氏を囲んで 

後楽寮参加者 



 

 会館だより 2016年 11月号 No.329  

 

- 7 - 

係者より建築と設計に関わる最新の知識・技

術だけでなく、運営体制やホスピタリティ等、

さまざまな取り組みについても話を聞くこと

ができ、団員にとって貴重な経験となった。 
 

そのほか一行は、東京では東京都庁展望台

や皇居二重橋、京都では世界遺産の清水寺・

金閣寺・二条城・伏見稲荷大社、大阪では大

阪城を参観し、日本の歴史文化や伝統建築に

触れ、地方の魅力を体感した。 
 

8日間の日程を終えて、団員からは、「日本

は高齢化社会における課題について、高齢者

住宅施設の建築・運営の面からも解決に取り

組んでいる。是非参考にしたい」「日本の建築

は伝統文化の面と現代的な面が融合・調和し

ている。建物の見た目ではなく機能性を重視

し、細部にわたり繊細な工夫がされている」

「日本は分煙設計がしっかりとしている。人

の動きを計算した上で、分かりやすい所に清

潔な喫煙所があった」「短い滞在期間ではあっ

たが、日本の一面を知ることができた。また

来日し、さらに日本への理解を深めたい」と

の感想があがり、実りある訪日となった。 
 

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） 

 

 

◆「JENESYS2.0」2016 年度中国高校

生訪日団第 1陣が来日 
 

東京･千葉･神奈川･大阪で日本高

校生と交流 
 

2016年 9月 11日から 9月 19日までの 9日

間、2016年度 中国高校生訪日団第 1陣(団長

＝周 玖華 江蘇省教育庁 機関党委 副書記)

が来日した。本団は、陝西省・江蘇省・湖南

省・吉林省から選抜された高校生と引率の計

248 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、東京都をはじめ、千葉県・神奈

川県・京都府・大阪府・奈良県を訪問し、「ク

ールジャパン」を含め、さまざまな分野にお

ける日本の魅力・強みを体感したほか、高校

訪問や一般家庭でのホームステイでの交流を

通じて、友好交流と相互理解を深めた。 

 

 
 

さまざまな角度から日本の文化、日中の文化

の違いについて学ぶ 
 

訪日団は、「文化」を訪日テーマとし、セミ

ナーでは明治大学法学部専任教授の加藤徹氏

より、「ヒロイン・ヒーロー像から見る日中文

化の違い」というテーマで講義を受けた。日

本で人気のあるアニメ・漫画のヒーローや、

三国志や西遊記の登場人物の特徴を例に挙げ、

それらがどのように互いの国で受け入れられ

ているのか、文化の違い、共通点などについ

て話を聞いた。ユーモアを交えた講義に中国

高校生は興味津々といった様子だった。 
 

また、コースまたは分団ごとに、さまざま

な角度から日本の文化に触れる視察・体験を

行った。A コースは世界遺産にも登録された

和食の文化に焦点を置き、季節感と風流を重

んじた京の伝統和菓子作りを体験したほか、

京の食文化ミュージアムにおいて、京料理の

特色や日本のおもてなしについて理解を深め

た。大阪では産学連携で開発された最先端技

河村能舞台で能を体験（京都府） 
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術や取り組みを紹介する体験型の展示施設・

ナレッジキャピタルで、企業のイノベーショ

ン文化にも触れることができた。B コースは

京都の河村能舞台にて「能」の体験を行い、

伝統芸能を継承し守ることの大切さを学んだ。

その他、一部、京都国際マンガミュージアム

や杉並アニメーションミュージアムにおいて、

日本のポップカルチャーにも触れた。 

 

高校生同士の交流や奈良県明日香村でホーム

ステイを体験 
 

学校交流は、前半は東京都・神奈川県・千

葉県の高校 8 校、後半は大阪府の高校 8 校を

訪問し、各校で温かい歓迎を受けた。英語・

体育・調理実習・実験など、さまざまな授業

に参加したほか、茶道・和太鼓・柔道・剣道・

合気道・卓球・テニス・バスケットボールな

どの部活動も体験した。交流会では日中両国

高校生がパフォーマンスを披露したり、一緒

にゲームをするなど、多彩なプログラムに参

加した。高校生たちは、お互いの学校生活の

違いに驚いたり、英語や筆談、ジェスチャー

のほか、スマートフォンを活用して同世代共

通の話題で盛り上がり、各校で楽しいひと時

を過ごした。 
 

 

 
 

 

 

また中国高校生は美しい自然に囲まれた奈

良県明日香村を訪問し、1 泊 2 日のホームス

テイを体験した。各家庭で料理の手伝いをし

たり、史跡見学に出かけたり、それぞれ楽し

い時間を過ごし、ホストファミリーと交流を

深めることができた。奈良県は古来より中国

と密接な関わりがあり、今回の訪問を通して、

より一層、同じ文化のルーツを持つ両国の深

いつながりを実感する機会にもなった。 
 

そのほか一行は、東京都では日本科学未来

館・NHK スタジオパーク・国会議事堂・パナ

ソニックセンター東京・浅草寺・皇居二重橋・

東京タワー、京都府では清水寺・金閣寺、大

阪府では大阪城・大阪ガス・ATC エイジレス

センターを視察・参観した。日本文化体験と

して和風温泉旅館にも宿泊した。これらのプ

ログラムを通して、包括的な日本理解に努め

た。 
 

中国高校生からは、「初めて同世代の日本人

と交流したが趣味や将来の夢など、共通して

いることがたくさんあった」「日本の高校や訪

問先の方々が温かく接してくれて嬉しかった」

「ホームステイはとても緊張したが、家族同

様に接してくれて感動した」「日本の伝統文化

の継承は中国も見習うべきだと思う」「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。 
 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お世話になったﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰとのお別れ(奈良県明日香村) 
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◆「JENESYS2.0」中国大学生訪日団

第 27陣が来日 
 

一行 96 名が東京･茨城･千葉･宮城

を訪問 
 

 9 月 19 日から 9 月 26 日までの 8 日間、中

国大学生訪日団第 27 陣(団長＝朱丹 中国日

本友好協会・副秘書長)が来日した。本団は、

中国で社会福祉と農業を学ぶ学生で構成され

た計 96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、茨城、千葉、宮城を訪問

し、同じ分野を学ぶ日本の大学生らと交流し、

専門分野に関する視察・参観を体験したほか、

「クールジャパン」をテーマとしたさまざま

なプログラムに参加し、文化・歴史・経済・

社会に関する包括的な対日理解を深めた。 

 

社会福祉、農業をテーマに活動 
 

訪日団は、まず東京で専門分野に関するセ

ミナーに参加し、日本における各々の専門分

野のあらましについて学んだ。社会福祉を学

ぶ第 1 分団は、浦和大学総合福祉学部の長沼

明客員教授(前・埼玉県志木市長)より、日本

の社会保障制度について講義を受け、社会保

険と公的扶助を柱に、制度の特徴を概観した。

農業を学ぶ第 2 分団は、農林水産省経営局農

地政策課の続橋亮経営専門官より、日本の農

地制度について講義を受け、農地集約をはじ

めとする取り組みに対し、さまざまな観点か

ら質問を挙げ、理解を深めた。 

 
 

第 1 分団は、明治学院大学と東北福祉大学

を訪問。明治学院大学では、社会学部社会福

祉学科の紹介、松原康雄学長による児童福祉

の模擬授業を受講した後、学生主体で専門分

野を発表し合うプレゼン交流会、昼食交流会

を実施し、親睦を深めた。東北福祉大学では、

2 つの模擬授業を通じ、高齢者福祉を制度と

実践の両面から学んだ後、日中の学生がグル

ープで行動しながら坐禅体験やキャンパス各

所で交流を図った。さらに高齢者福祉を中心

とした大学の関連施設も視察。4 つの拠点に

分かれ、入居者とのふれあいや現場スタッフ

のサービスへの姿勢を通じ、大学の研究と連

携した実践の場である各々の施設の特色や課

題について理解を深めた。 
 

第 2分団は、植物工場 千葉大学拠点と東北

大学を訪問。植物工場では、植物工場研究会

の理事長を務める千葉大学の古在豊樹名誉教

授による人工光型植物工場についての講義を

受けた後、施設を見学。雨天にもかかわらず、

熱心に参加し、専門的な内容に踏み込んだ質

疑応答が多く交わされた。 

 

 
 

東北大学は大学院農学研究科を訪ね、植物

栄養生理学の模擬授業を受講した他、渡り鳥

との共生による有機農法「ふゆみずたんぼ」

を見学。学生同士の交流としては、学術面で

は日中大学院生の研究テーマ発表を、昼食交

流会では限られた時間ながら積極的に懇談を

楽しんだ。 
東北福祉大学の関連施設「せんだんの杜」を見学 

古在豊樹千葉大学名誉教授の案内で植物工場を視察 
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また両分団とも、株式会社エフピコやワタ

ミ株式会社等の企業視察を通じても専門分野

の先進的な取り組みを学ぶことができた。 
 

そのほか一行は、東京では浅草寺、皇居・

二重橋、浜離宮、東京タワー、秋葉原等、新

旧の名所を訪れ、宮城では魯迅の記念碑、青

葉城址、瑞鳳殿、五大堂、瑞巌寺を参観して

日本の歴史的な名所や建造物に親しみ、松島

の絶景も堪能することができた。また、被災

地域の視察を通じて、東日本大震災からの教

訓や復興状況についても理解を深めた。 
 

中国大学生からは、「同じ社会福祉を学ぶ日

本の大学生と NPO 活動や年金のことを話し合

い、両国間には大きな協力の可能性があると

感じた。施設見学では、介護スタッフが高齢

者に敬意を払いつつ接している姿に感動した」

「環境保護と省エネルギーへの意識の高さが

最も印象に残った。資源の少ない島国にもか

かわらず世界トップレベルの科学技術を誇る

のは、日本人がこれらにおいて高い意識を持

っているからだと思う」「一期一会の出会いだ

ったが、啓発されたものが多くあった」「中国

と日本には、考え方や食生活などの違いもあ

るが、重要な部分では一致している。日中の

若者が力を合わせて問題を解決し、幸せな人

生を求めていきたい」など、思い思いの感想

が聞かれた。 
 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中学院 
 

中国語無料公開講座 

ご案内 
 

★「中国文化之日」特別講座 

中国語初心者向けに、中国語の挨拶や 

簡単な会話を練習します。 
 

11月 12日㈯ 16:00～17:00 

  「中国語に触れてみよう！」 

 

★週 1回から 3回までの学習を考えて 

いる方を対象にした二つのコースです。 
 

・入門コース「挨拶表現で学ぶ中国語」 

・基礎コース「接客表現で学ぶ中国語」 
 

12月 2日㈮  18:45～20:45 

12月 10日㈯ 13:00～15:00 
 

* 詳細は下記までお問い合わせください。 

 

日中学院   

URL：http://www.rizhong.org 

電話：03-3814-3591 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:info@rizhong.org 
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● 評議員コラム ● 
 

評議員のご紹介を兼ねて、先月号に引き続きコラムを掲載いたします（順不同）。 

 

日中経済交流の底力 

一般財団法人 日中経済協会 理事長 岡本 巖 
 

2011 年 4月に現職に就任した当時、日中間の貿易・投資共に最盛期であっ

た。翌 2012 年秋以降、日中間の緊張が高まる中で、前年比減少が続いてい

る。首脳会談の再開、各級政府間協議の再開など政治外交分野の改善努力と

並んで、「互恵」を旨とする民間経済交流は回復を模索し続けている。中国地方政府及び企業幹

部の来日が顕著に増え、日本側からの経済ミッションの受け入れにも熱い期待を実感する。 

米国の 6 割の規模となった中国が安定成長を持続する、その為に省エネ環境、医療介護、ス

マート製造等日本企業の知見や技術を求めている。他方、日本企業としても直ぐ隣の大国、累

積投資国 No1 として人的資源を始め幾多のビジネスアセットを有する中国との貿易投資の回復

は、その発展戦略の重要な柱となる筈である。併せて経済交流の回復は、相互理解の増進、双

方国民感情の改善にも大きな効果を有する。 

今年も 9 月下旬、日本経済協会合同訪中代表団（団長 宗岡正二会長）が北京を訪問し、互

恵発展の方途について率直な意見交換を行った。経済交流回復に向けたお互いの真剣な意欲を

確認することができたと確信している。 

 

 

 

飲水思源 日中友好の井戸を掘った石橋湛山 

前衆議院議員 海江田 万里 
 

日中友好の井戸を掘った人として石橋湛山の名前を思い出す人は今では

少ないのではないだろうか。1972年 9月、田中角栄総理が中国に向かう直前

に病床の石橋湛山を訪ねたことを記憶している人もほとんどいなくなった。 

私は、戦前、大東亜共栄圏で沸き立つ日本にあって「小日本主義」を提唱し、リベラルの旗

を下さなかった石橋湛山の生涯に興味を持ち、調べてみると、1959年に訪中して、周恩来総理

との間で「石橋・周共同声明」を発した事実に出合った。石橋の総理在任期間は健康上の理由

で、わずか 65日間だったから、この共同声明は総理としてではなく一政治家として中国にわた

った折、周総理と会談して、まとめ上げたものであった。当時、自民党内では、この声明に関

心を持つ議員はほとんどなく、翌年に控えていた日米安保条約の改定に共同声明が妨げになる

との意見が続出し、除名処分をとの声もあったと聞く。 

同じ政治家として、体制は違っても、日本と中国が「不戦の誓い」を交わし、子々孫々仲良

くしなければならないことを主張した石橋湛山の名を忘れてはならないと思う。 
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日中関係を支え続ける人と人の交流とネットワーク 

上智大学 学術交流担当副学長 杉村 美紀 
 

このたび日中友好会館の評議員を拝命し、大変光栄に存じております。

私は比較教育学・国際教育学を専門とし、「人の移動と多文化共生」や「国

境を越えて展開される教育の国際連携協力」を研究テーマにしており、現

在は大学の学術交流の仕事も担当しております。微力ではございますが精一杯務めさせていた

だければと存じます。 

 2013年度から 2015年度にかけ、日中間の留学生交流、民間交流、有識者交流をテーマとし

た調査に参加し、両国の研究者と一緒に政策提言をまとめる機会がありました。日中間の教育

文化交流は、これまでもそれぞれの時代の先人たちの努力により、日中関係がどのような状況

にあっても大切に育てられ、今日も、日中友好会館が実施している両国間の青少年交流事業に

代表されるように、次世代の育成を含め脈々と受け継がれています。私自身も、学生時代から

日中両国の先生方のご指導のもとに研究や教育に従事させていただいており、日中関係を支え

続ける人と人の交流とネットワークの発展のため、学恩への感謝を胸に、少しでも貢献できれ

ばと思っております。なお、上記調査の各年度の報告書は http://www.ceac.jp/j/index.html

に掲載されています。ご高覧賜れれば幸いです。 

 

 

言葉の壁 

三井不動産株式会社 取締役専務執行役員 北原 義一 
 

私は、中国語がまったくわかりません。中国の方々との面談の度に、非常

に歯がゆい思いを強いられています。自分が勉強しなかったのが悪いと言わ

れればそれまでですが、やはり言葉というのは、その国や地域、民族、文化

そのものであり、所謂母国語と同じ感覚で、相手と意思疎通を図ることは、逆にどんなに中国

語を勉強したとしても困難です。言葉の壁は、時には、文化や民族の壁となって立ちはだかり

ます。 

でも、そんなことを言っていたら、多数の言語が流通している地球上で、相互の意思疎通を

図ることは永遠に不可能である、という結論になってしまいます。 

ではどうしたら、言葉の異なる民族同士が、真の意思疎通を図ることができるのか？言葉の

壁を補う別の手段を見い出すことです。 

日本と中国の間には、今後益々「言葉の壁を超える意思疎通の手段」が求められます。政府

間、企業間、個人間、様々なレベルで、複数の手段を作りだしていかなければなりません。 

私は、そのための最良の存在が、日中友好会館であり、長年の種々の活動こそが、それに値

するものであると確信しています。相互信頼、尊敬し合える間柄に言葉はいらない、会館の活

動を通じて、日本人と中国人の笑顔を創っていく、そんな両国の友人関係の実現に向けて努力

していきたいと思っています。 



 

 会館だより 2016年 11月号 No.329  

- 13 - 

 ● コ ラ ム ●
 

半瓶醋 
理事長のコラム               孔子と鷹山 

 

(公財)日中友好会館  理事長  荒井 克之 

 

孔子といえば「論語」が有名ですが、これとは別に孔子が理想の治世について述べたものに

「礼記礼運篇」があります。孫文もよく揮毫したという“天下為公”は、“大道之行也天下為公”

としてここに出てきます。 

天下為公の治世は一体どのようなものだと言っているのでしょうか。一部を抜粋してご紹介

したいと思います。 

①使老有所終（老人は安楽に余命を全うする） 

②壮有所用（大人はその力を発揮できる仕事に就ける） 

③幼有所長（子供はのびのびと成長できる） 

④鰥寡孤独廃疾者皆有所養（妻、夫を亡くした者、幼くして親の無いもの、年老いて子の無

い者、障碍を持つ者も皆生きていける） 

⑤男有分女有帰（男には仕事があり、女は嫁入できる）等々。 

国を挙げて女性の社会進出を推進しようとする現在の日本では“女有帰”はやや異見のある

ところだと思いますが、結局、社会の安寧と秩序はそこに生きる人々が互いに納得して助け合

っていける仕組みにあるのだと思います。 

一方、江戸時代の日本にはこの“治世の道”を実践した封建領主がいました。当時の米沢藩

の藩政改革を実行した上杉鷹山です。米沢藩の財政は窮地にあり領民の心までもが荒廃してい

ました。鷹山が推進した対策は「人」を作ることでした。彼は小さな領民グループから村単位

のグループまで「隣組」のようなグループを作りましたが、グループ内は同一家族のように常

に親しみ、喜怒哀楽を共にして互いに怠らず親切を尽くすよう定めました。 

この社会では、年老いて子供の無い者、幼くして親の無い者、貧しくて養子のとれないもの、

配偶者を亡くした者、体が不自由で自活できないものは五人組で、それがダメなら十人組で、

それでもダメなら村全体で世話を引き受けたのです。 

孔子と鷹山は、治世や藩政改革に惜しみない力を傾注したと言えるでしょう。 

その人生の中で孔子が、人が出来ないというのは、本当にやろうと思っていないからだと弟

子に伝えた“思わざるなり”（論語巻第五子罕第九）と鷹山が残したと言われる言葉“なせばな

る、なさねばならぬなにごとも、ならぬはひとのなさぬなりけり”とは、同じことを言ってい

ると思います。大切なのはやはり志と言うことになりそうです。（公財）日中友好会館はこれか

らも日中友好交流の一層の深化を目指し、この先哲と先人の“道”にもならい一層の努力を尽

くして行こうと思っています。 

 

※半瓶醋（ﾊﾞﾝﾋﾟﾝﾂｩ）…なまかじり、知ったかぶり、半可通。 

「一瓶醋不响,半瓶醋晃荡」瓶にいっぱい入っている酢は音がしないが、半分しか入っていない場合は音

がする。生かじりの者ほど知識をひけらかすという慣用句から。 

理事長の日々の気づきや思いを綴ります。（不定期掲載） 
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会館行事と人の動き 9/1～30    
 

 

● 会館行事 
 

 

8/31～9/ 7「JENESYS2.0」2016年度中国建築設計研究院訪日代表団 来日 

（9/1歓迎会、9/6歓送報告会） 

9/ 1後楽会気功教室 

9/ 1～9/ 4貸美術館催事「第 27回日中友好自詠詩書交流展東京展」 

9/ 6～9/11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」 

9/ 9第 21回理事会 

9/11～9/19「JENESYS2.0」2016年度中国高校生訪日団第 1陣 来日 

（9/12歓迎会、9/18歓送報告会） 

9/13～9/16貸美術館催事「第 2回蘇士澍・大野宜白書画展」 

9/15後楽会気功・中国画教室 

9/19～9/26「JENESYS2.0」2016年度中国大学生訪日団第 27陣 来日 

（9/20歓迎会、9/25歓送報告会） 

9/20～9/26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」 

9/22後楽寮国慶節祝賀会 

9/26臨時評議員会、理事・評議員後楽寮見学 

9/26～9/30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」 

    

 

● 来館・訪問・面会 
 

 

9/ 6NHK国際部 道下航氏 来館（荒井理事長） 

9/ 8東京中国企業協会一行  来館（荒井理事長、鄭理事） 

9/ 9国際交流基金 訪問（荒井理事長） 

9/13上海高島屋 小森智明総経理 来館（荒井理事長） 

9/14（一財）日本国際協力センター 山名健司事務局長 来館（荒井理事長） 

9/16（公社）日本中国友好協会 訪問（荒井理事長） 

9/20外務省文化交流・海外広報課 石井智恵子課長補佐、アジア大洋州局中国・モンゴル第一課  

村上友彦課長補佐 来館（荒井理事長） 

9/28元後楽寮生 イスクラ産業㈱ 劉文昭氏 来館（留学生事業部） 

8/29元後楽寮生 大連大学人文学部 張暁剛教授 来館（留学生事業部） 

9/30藤沢市観光協会 福島勇専務理事他 来館（留学生事業部） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

 

9/10東京ドームシティー見学会（後楽寮生、留学生事業部） 

9/18宇宙ミュージアム「TeNQ」見学会（後楽寮生、留学生事業部） 

9/21時空を超えた対話 没後 400年記念～湯顕祖とシェイクスピア開幕式（荒井理事長） 

9/24東京華僑総会国慶節祝賀会（荒井理事長、鄭理事、後楽寮生、留学生事業部） 

9/26中国日本友好協会 唐家璇会長一行 歓迎会（荒井理事長、鄭理事） 

9/27第 12回東京－北京フォーラム（荒井理事長） 

2016中国人留学生文芸の夕べ（後楽寮生、留学生事業部 於：国立青少年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ） 

9/28泉裕泰 外務省研修所長 講演（荒井理事長） 

9/29中国大使館 中華人民共和国設立 67周年祝賀ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ（荒井理事長、鄭理事、留学生事業部） 
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