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● 行 事 案 内 ●
 

  第 27 回中国文化之日 
 

◆「多彩貴州（たさいきしゅう）」 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、貴州省観光発展委員会 

後 援：外務省、中華人民共和国駐日本国大使館、中国文化セ

ンター、(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、東京華僑総会 

協 力：中国国際航空公司 
 

 

≪展覧会≫「貴州少数民族衣装展・茅台酒の故郷―馮学敏貴州風情写真展」 
 

 
 

多くの少数民族が暮らしている貴州省は、「十里行けば異なる空、一山に民族多く、大きな祭

が 3、6、9 日ごと、小さな祭は毎日ある」と実に多彩な地域です。本展では、貴州にて収集さ

れた精巧な刺繍や彩りの美しさが魅力の少数民族衣装と装飾品を展示します。それぞれの民族

が古くから受け継いできた美意識や世界観が反映されています。それと共に、著名な在日中国

人写真家・馮学敏氏が 13 年間をかけて貴州省の世界遺産をはじめ、少数民族の風俗習慣などを

撮影してきた写真を展示します。 

本催事を通して、より多くの日本の皆様に桃源郷のような貴州を知り、旅に行っていただけ

ればと願います。 
 

 

≪公演≫「多彩貴州―貴州少数民族歌舞公演」 
 

 
 

中国にいるミャオ族の約半数が貴州省で暮らしてい

ます。ミャオ族といっても、住んでいる土地、服飾な

どの違いで、「長裙(ﾛﾝｸﾞｽｶｰﾄ)ミャオ」、「短裙(ﾐﾆｽｶｰﾄ)

ミャオ」、「錦鳥ミャオ」、「黒ミャオ」、「岜沙(ﾊﾞｰｼｬ)

ミャオ」などと名前をつけ区別されます。本公演では

貴州省凱里学院少数民族歌舞団が来日し、多様なミャ

オ族の伝統芸能を披露します。民族歌唱、民間舞踊、

伝統楽器の芦笙の独奏、衣装ファッションショーなど、 

多彩な演目を予定しております。ぜひご来場下さい。 
 

会 期：10月 14日㈯～10月 29日㈰ 

会 場：日中友好会館美術館（火曜休館） 

時 間：10:00～17:00 (10月 27日のみ 14:00まで) 

入場料：無料 

日 時：10月 28日㈯ 11:00～／15:00～ 

29日㈰ 11:00～／15:00～   

全 4公演(開場は 30分前、1時間程度上演） 

会 場：日中友好会館 地下 1階大ホール 

入場券：全席指定、前売り 1,000円 

(空席があれば当日券 1,200円を販売) 
 

※「ｅ＋イープラス」http://eplus.jp(PC／携帯共通)にて、前売チケット

発売中です。ファミリーマートのチケット購入機でも購入できます。 伝統楽器「芦笙」独奏 

 

 

 

「お祭りへ」（撮影：馮学敏） 

 

ミャオ族女性衣装 

 

 

舞踊「岜沙ミャオ族の男性達」 
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≪中国物産展≫ 

日  時：10月 25日㈬～10月 29日㈰   

11時～17時まで 

会 場：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、印鑑の実演

販売。ぜひお立ち寄りください。 

 

【催事・チケットお問合せ】文化事業部  

電話：03-3815-5085（平日 9時～17時、 

展覧会期中の土日 10～17時） 

E-mail: bunka@jcfc.or.jp 

 

 

日中友好会館美術館  
 

◆貸美術館催事 

「甲骨文･宇遊独楽 50年 佐藤弘

延の世界展」 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漢字の源点・古代中国

殷代(＝商代)の占字、甲

骨文字による私独自の新

形象表現にて日中両国の

文化芸術の交流に貢献す

べく書画の世界を通じて

皆さまにご鑑賞頂けるこ

とを願うものです。 

 

【問合せ】佐藤弘延 

電話：042-464-2446 

 

 

 

◆貸美術館催事 

｢第 15 回 東瀛印社篆刻展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

日展会員、全日本篆刻連盟理事長等を務め

る和中簡堂が主宰する「東瀛印社」第 15回篆

刻展を開催いたします。 

日展会友 3 名、日展入選者 8 名を含む会員

40名による展観。会員は古典を基調とした本

格作品を目指して日々研鑚に努め、各種公募

展へ作品を発表、新たな篆刻の展開を希求し

つつ格調ある作品創りに取り組んでいます。

皆さまのご高覧ご批正をお願い申し上げます。 

また併催展は、代表で西泠印社名誉社員の

和中簡堂の書画展を展観いたします。併せて

ご観覧いただければ幸いです。 

なお、社中展の開催をお導きくださいまし

た文化勲章受章者・日本藝術院會員の故小林

斗盦先生の御遺作も敬仰出品いたします。 
 

 

【問合せ】和中 

電話：03-3288-0675 

 

 

 

 

 

 

 

会 期：11月 1日㈬～11月 5日㈰ 
 

時 間：10:00～17:00  

＊最終日は 16:00まで 
 

主 催：東瀛印社 
 

入場料：無料 

吉祥壺 

 

会 期：10月 5日㈭～10月 11日㈬ 
 

時 間：10:00～17:00  

＊最終日は 15:00まで 
 

主 催：佐藤弘延の世界 
 

協 賛：株式会社交通新聞社、医療法人

UMSオンコロジークリニック 
 

入場料：無料 
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  日中友好後楽会 
 

◆定例談話会・交流夕食会 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 10月の談話会は、後楽寮生で浙江農林大学

デジタルメディア芸術専攻副教授、現在、城

西国際大学大学院で比較文化を専攻する王玉

紅さんより「余情・余白・余韻―詩・琴・書

画から見る審美的おもむき」というテーマで

お話しいただきます。談話会後は、館内にて

懇親夕食会を予定しております。たくさんの

皆様のご参加をお待ちしております。 

詳細が決まりましたら、ホームページ等で

お知らせいたします。 

 

◆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下さい。 

 

◆秋季ハイキング 
 

 秋のハイキングは、11 月中旬に埼玉方面へ

工場見学を予定しております。 

 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。 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 緒方・堀口 

電話：03-3811-5305  FAX：03-3811-5263 

E-mail: kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ：「余情･余白･余韻―詩･琴･書画から

見る審美的おもむき」 
 

日 時：10月 17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下さい。 

日 時：11月 17日㈮ 17:30～  

（受付 17:00 より） 
 

会 場：小石川後楽園内「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。 

 

日中学院からのお知らせ 
 

☆別科向け中国語無料公開講座 
 

お仕事や学校の合間に通う別科向けの公

開講座です。入門と基礎(週 1回 1年程度学

習された方向け)コースがあります。 
 

日 時：10月 6日 ㈮ 入門、基礎  

18:45～20:45 
 

☆本科説明会を兼ねた 

中国語無料公開講座 
 

本科(全日制専門課程)入学希望者のた

めの公開講座です。中国語の発音、挨拶、

簡単な会話を学んだ後、留学生･在校生と

の交流会があります。お気軽にお申込み

下さい。 
 

日 時：11月 11日 ㈯ 

      9：30～11：30 発音公開講座 

     11：30～13：00  

留学生･在校生との交流会 

 

【お問い合わせ】日中学院  

TEL：03-3814-3591 

https://www.rizhong.org/ 

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

◆後楽寮納涼会 
 

8 月 6 日㈰の夜 8 時から、留学生事業部主

催による「後楽寮納涼会」を食堂にて行いま

した。毎日実験や論文執筆で忙しい寮生に息

抜きをと始めたもので、今年で 4 回目になり

ます。今回も寮生委員会の協力の下、大盛況

でした。当日は中国大使館教育処の方達や鄭

祥林中国代表理事もご参加いただき、また実

施に当たり荒井理事長をはじめ多くの職員や

部署よりカンパや物品提供などご協力をいた

だきました。 
 

まず、教育処の喬穎二等書記官と鄭理事の

挨拶の後、夏部長の乾杯の発声で始まりまし

た。寮生達は各自でビールサーバーから生ビ

ールを注いだり、梅酒やソフトドリンクを飲

んだりお菓子や果物を食べながら、カラオケ

なども楽しみました。 

 

 
 

参加した寮生達は様々に着飾り、留学生事

業部でも男女の浴衣を用意しましたが、自前

の浴衣の寮生も今回は多く見受けられました。

留学生事業部ではそれぞれ職員が射的、金魚

すくい、的当て、輪投げなどのゲームを用意

し、寮生達に楽しんでもらいました。 
 

これから寮生は論文発表や卒業準備、留学

生事業部では入退寮業務などで忙しくなりま

すが、それぞれリラックスし、秋に向けての

充電ができたと思います。 （留学生事業部） 

 

◆加須ホームステイの感想 
 

8月 25日～27日、「第 36回日中友好加須市

民会議宿泊交流」が行われました。今年は後

楽寮から 15名の寮生が参加し、初日は荒井理

事長、留学生事業部職員も参加しました。毎

年、中国留学生の皆さんに日本の生活や文化

を理解してもらい、より一層の日中友好を深

めることを目的として日中友好加須市民会議

よりお招きを受け、今まで 900 名以上の寮生

がお世話になっています。今回は参加者 2 名

の感想を掲載します。 
 

倪捷さんと一緒に松本ファミリーにお世話

になりました。日本家庭のホームステイは初

めてで、なおかつ日中友好会館以外の日中友

好団体と交流するのも初めての経験でした。 

倪さんがその期間ずっと通訳を引き受けて

くれたので、ホストファミリーと意思疎通が

できました。2 泊 3 日の中では、日本の家庭

の日常生活にある行き届いた細やかな心遣い

が感じられ、私の心に深く印象に残りました。

例えば、日本の家庭では伝統や継承を重視し

ています（松本家が営む工場は少なくとも 2

代にわたり事業を行っていて、今住んでいる

家も先の世代より受け継いだもの）。日本の

“お父さん、お母さん”たちは既に年をとっ

ていて（多くは 70～80 歳）、しかし全行程の

スケジュールは非常に充実しており、皆さん

には活力と情熱がありました。思わず「日本

は高齢者の社会なのだ」と感心してため息を

ついてしまいました。それと同時に、さらに

多くの若い人々が中日友好の事業に力を注い

でくれること、二つの国の一衣帯水の友好関

係が永遠に次の世代へ引き継いでいかれます

よう、心より期待しています。 

今回の活動では以前はあまり知らなかった

寮内の友人も増えました。寮生同士の交流も

深まり、収穫が多かったように思います。 

(魏楠) 

浴衣や民族衣装での寮生たち 

 

 



 

 会館だより 2017年 10月号 No.340  

- 6 - 

 

 

 
 

 

2 泊 3 日の楽しい時間はあっという間に過

ぎ、ホームステイ先のお父さん、お母さんと

は駅で出逢い、駅で別れました。着いたばか

りは感激と喜びと期待に満ち溢れ、別れのと

きは惜別の念が心から離れませんでした。 

ホームステイの間は、楽しくて笑ってばか

りいました。その中でも私たちグループのキ

ーワードになったのは“酒”です。自称“底

なし”のお父さんと、友人の酒博士、馬磊さ

んは言葉では言い表せませんが、絶妙な化学

反応を起こし“一杯の酒があれば解決できな

い問題はない”と言えるくらい、自然とうち

溶けました。 

国境を越えたつきあいに言葉はいらず、天

文地理（加須市未来館のプラネタリウム）、人

生、日本式家庭の優しさ、思いやり、温かさ

が深く心に染みました。今回、ホームステイ

の機会を得て、視野が広がり、いろいろな生

活を体験することができました。 

 

 
 

 

恥ずかしいことですが、君たちは自分の祖

国のことをあまり知らないな、と中国通のお

父さんとお母さんは思ったと思います。今後、

私はさらに多くのことを学び、各方面の知識

を増やし、様々な分野の人たちと交流し、自

分を高めていきたいと思います。もし機会が

あれば、中日友好事業の盛んなる発展に少し

でも貢献できるよう、力を尽くしていきたい

と思います。本当にありがとうございました。               

（呉昊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆｢JENESYS2017」中国青年メディア

関係者代表団第１陣が来日 

一行 97 名が「少子高齢化」「農業」

「建築と不動産業」をテーマに 
 

7 月 23 日から 7 月 30 日までの日程で、中

国青年メディア関係者代表団第 1陣(団長：黎

興文 中国国務院新聞弁公室対外新聞局 副巡

視員)が来日した。本団は、中国でメディア関

係の仕事に携わる青年で構成された計 97 名

で、外務省が実施する対日理解促進交流プロ

グラム「JENESYS2017」の一環として招聘した。 
 

代表団は 3 分団に分かれて東京のほか、千

葉、神奈川、島根、福井、岩手を訪問し、分

団テーマである「少子高齢化」(第 1 分団）、

「農業」(第 2 分団）、「建築と不動産業」(第

3分団)を中心に、地方自治体ブリーフ、関連

企業・団体や施設の訪問・視察を行った。 

また、日本のメディアへの訪問・交流や、

街頭での自由取材を行ったほか、地方都市で

の農家民泊、世界遺産などの参観、温泉体験

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。 

大橋良一加須市長(前列右 3)を表敬訪問 

 

送別会での合唱（大海啊故郷） 

 

 

甲子園の興奮冷めやらぬ市役所にて 
 

寮生たちは、花咲徳栄高校(埼玉県代表)の全国

初優勝に沸く加須市役所を訪問しました。 地元校

応援のために真っ黒に日焼けした大橋良一市長を

囲み、優勝ポスターを持っての記念撮影となりま

した。                 （留学生事業部 N） 
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各地でメディアを訪問し、関係者と交流 
 

各分団とも都内で 1 回、地方で 1 回メディ

ア機関を訪問。第 1 分団は TBS テレビと山陰

中央新報社、第 2 分団はフジテレビと福井新

聞社、第 3 分団は毎日新聞社と岩手日報社を

訪れ、関係者との交流や社内見学が行われた。

テレビ・新聞業界ともニューメディアとどう

共存していくか、視聴者・購読者に既存媒体

の魅力をどのように伝えるかといった日中共

通の課題についての意見交換が行われたほか、

放送・報道で間違いがあった場合の対応につ

いて、記者の社会的地位についてなど多くの

質問がなされた。メディア関係者同士、自由

に懇談が行われ、双方のメディア事情を知る

有意義な時間となった。 
 

 
 
 

 

テーマに関する視察やブリーフで日本の事情

を理解 
 

第 1 分団は高齢者住宅ボナージュ横浜を訪

問し、高齢者の生活至便を考えた室内設備や

住民同士の交流活動の取り組みについて説明

を受けた。第 2 分団は千葉大学拠点植物工場

を訪問。次世代園芸技術と植物工場ビジネス

の現状と将来展望についてブリーフを受け、

開発研究している植物工場を見学した。第 3

分団は三井不動産㈱が進める柏の葉スマート

シティを視察し、スマートエネルギーを活か

した不動産開発について理解を深めた。 

分団毎の自由取材では、それぞれ巣鴨地蔵

通り商店街、柴又帝釈天参道商店街、谷中銀

座商店街を訪れ、店員や行き交う人々にイン

タビューを行い、老舗や一般市民が通う店で

地元の人々や観光客と触れ合いながら、海外

メディアの視点から見た日本の魅力を自由に

取材した。 
 

都内近郊での活動を終えた代表団は、分団

毎に地方を訪問。第 1分団は島根県邑南町で、

日本一の子育て村構想についてのブリーフを

受け、邑智病院といわみ西保育所を視察。少

子高齢化が深刻になっている中国の団員にと

って、収穫の多い訪問となった。第 2 分団は

福井県を訪問。県が設置した新規就農支援施

設である、ふくい園芸カレッジで施設の概要

紹介を受けたほか、圃場を見学して研修生と

懇談した。福井県ブリーフでは県が着手した

ブランド米の開発や今後の生産・販売・PR戦

略、伝統野菜の話を聞き、福井の美味しい農

産物について理解を深めた。第 3 分団は岩手

県紫波町で、不動産に重点を置いた公民連携

の都市開発事業「オガール・プロジェクト」

について話を聞き、現地を視察した。住民の

生活改善、コミュニティの文化環境の向上、

新しい地方創生モデルとしての不動産開発は

中国の今後の農村建設の参考となった。 
 

 
 

 
 

このほか一行は、島根県邑南町、福井県福

井市殿下地区、岩手県一関市で農家民泊を行

った。各家庭で、農業の手伝いをしたり、周

辺を散策したり、子どもたちと触れ合ったり

し、地方色豊かな温かいもてなしを受け、団

日本一の子育て村を目指す邑南町で 

子供たちの様子を視察(いわみ西保育所) 

福井新聞社の編集局デジタルラボで説明を受ける 



 

 会館だより 2017年 10月号 No.340  

- 8 - 

 

員は、日本の生活を体験するとともに、一般

市民と心と心の交流をすることができた。 
 

さらに、皇居二重橋、日本科学未来館、東

京タワー等の都内参観のほか、各地方では出

雲大社、石見銀山世界遺産センター、永平寺、

藤野厳九郎記念館、平泉、厳美渓などの参観

を通し、日本の歴史や文化、自然に触れた。

団員からは「メディア訪問を通じ、日中の共

通点や相違点を発見でき、非常に有意義だっ

た」「福祉や教育に対する行政の支援が住民を

安心させ出生率改善につながることを知った」

「日中共通の課題である農業の担い手不足の

対策として、日本の就農支援や先進的な農業

技術は参考になった」「スマートエネルギーを

活かした不動産開発について理解することが

できた」「体験したこと、感じたこと全てを周

りの皆に伝えたい」などの感想が聞かれた。 
 

中国の若手メディア関係者が 8 日間の訪日

で感じた日本を、中国各地から発信すること

が期待される。 

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） 

 

 
 

◆「日中植林・植樹国際連帯事業」

蘇州市少年サッカー交流代表団

が来日 
 

2017年 7月 25日から 7月 29日までの日程

で、蘇州市少年サッカー交流代表団(団長＝朱

虹蘇州市教育局基礎教育処・副主任科員)が来

日した。本団は、蘇州市の小学生サッカーチ

ームと引率・事務局で構成された計 25 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、東京都東村山市と都心部を訪問

し、東村山市の小学生とサッカー交流を行っ

たほか、植樹活動に参加した。また、クール

ジャパンや文化、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。 

 

東村山市の小学生とサッカー交流 
 

代表団は蘇州市と友好都市関係にある東村

山市を訪問し、東村山市立久米川東小学校に

て同市の小学生とサッカー交流を行った。体

育館でのサッカー教室や、グラウンドで親善

試合を行った。試合は日中の小学生が 4 つの

混成チームを編成し、合計 6 試合を行った。

どの試合も熱気にあふれ、白熱した展開とな

った。試合の合間には日中の小学生が次の試

合に向けて戦術を相談する場面もあった。試

合終了後、サインボールとメッセージフラッ

グを交換し、今後も交流を継続していくこと

を誓った。 

 

 

 

植樹活動に参加 
 

代表団は東村山運動公園にて植樹活動に参

加した。代表団が会場に到着すると、多くの

東村山市民が日中両国の国旗を振って出迎え

てくれた。植樹活動には程永華中華人民共和

国駐日本国特命全権大使、木原誠二衆議院議

員、古賀誠元衆議院議員、渡部尚東村山市長

も出席し、代表者 16名がハクモクレン 4本を

植樹した。 

一行はまた、環境学習として東村山市のご

み処理施設である秋水園を訪問し、同市のご

みの分別・処理について見学した。さらに、

サッカー親善試合 

東村山市の小学生と混成でチームを編成 
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江東区にある東京臨海広域防災公園を訪問し、

災害発生時の対応について学んだ。 
 

そのほか一行は、東京タワー、皇居、味の

素スタジアム、杉並アニメーションミュージ

アム、浅草、江戸東京博物館、国立科学博物

館を参観し、さまざまな角度から日本の魅力

を満喫した。5 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、「日本のごみの分別・処理方法に

非常に深い印象を受けた」「東村山市の小学生

と一緒にサッカー交流をしたのが楽しかった」

「帰国したら家族に日本人はとても友好的だ

ったと伝えたい」「今回の交流活動で新しい日

本の友達ができた。次は日本の友達に中国に

来てもらい、また試合をしたい」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

お揃いのユニフォームで行動 
 

本事業では会館として初めて中国の小学生を

招聘しました。全員同じ帽子をかぶり、服装も

ユニフォームや練習着で統一していたのが、ほ

ほえましく、どこに行っても目立っていました。 

（総合交流部 H） 

植樹活動 

渡部尚東村山市長(左 1)、朱虹団長(右 2)、 

日中友好会館 荒井克之理事長(右 1) 

後楽寮 
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 ● コ ラ ム ●
 

 

 

半瓶醋 
理事長のコラム               孟子と石田梅岩 

 
 

(公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

孟子の梁惠王章句下にこんな問答がある。 
 

斉の宣王：湯王は桀を追放し、武王は紂を討伐したのは本当にあったのか。 

孟子：そう伝えられています。 

宣王：臣にして其の君をあやめてもよいものか。 

孟子：仁をそこなう者は「賊」といい、義をそこなう者は「残」といいます。「残賊」の

人は一夫といい、一夫である紂を殺したとは聞いていますが、主君をあやめたと

は聞いていません。 
 

この問答は、人として仁義をそこない、民の生活を考えない君主はすでに天命を失っており

君主とは言えない。命を革(あらた)めることは当然であるとの意味だと大昔に習ったが、孟子

は尊敬できると思ったのを今でも覚えている。 
 

「都鄙問答」で知られる石田梅岩も孟子から多くを学んだようである。梅岩(幼名は勘平)は

貞享 2年(1685年）に丹波の百姓の二男に生まれた。そのころの風習として二男であった勘平は

京都の商家に徒弟奉公に出された。士農工商の身分社会では二階級下に降りたということにな

る。実社会ではいくつかの蹉跌を受けたが、暇あるごとに書物を読みつつ実社会の生活におい

ても人の人たる道を求めたらしい。梅岩は武士が天下を治めている時代においても、社会の中

で果たす商人の役割は少しも武士に劣るものではないと考えていた。同時に商人にも守るべき

道があることを確信していた。社会に対しては武士と比べて一歩もひけをとらない役割を強く

期待し、「人の道」を守り、正しく利益を得ることを求めていた。そんな梅岩であれば、利益を

壟断する卑劣な商人を一人でも減らすため、その類の商人からは税金を取るようにした故事は

孟子(公孫丑章句下)から学んでいたことであろう。 
 

梅岩は「都鄙問答」の中で武士と商人について次のように述べている。 
 

「士の道は先ず心を知って志を定むべし。武芸ばかりを以って士の道と心得る者あり。実(ま

こと)の志無きは士の中に入るべきにあらず。心正しく直ならば他に不足ありともなお士と言う

べし。商人と言うとも聖人の道を知らずば同じ金銀をもうけながら不義の金銀をもうけ、子孫

の絶ゆる理に至るべし。実に子孫を愛せば、道を学びて栄る事を致すべし。」 
 

後世の日本の社会に思想的影響を与えた「石門心学」の創設者である石田梅岩は孟子の思想

を始めさまざまな漢籍に深く学んでいたのです。 
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会館行事と人の動き 8/1～31    
 

 

● 会館行事 
 

 

8/ 1～8/ 5貸美術館催事「墨魂彩韻―中国画名家 劉赦、張暁凌、張譯丹、陳允陸展」 

8/ 3後楽会談話会・交流夕食会「中国伝統劇の世界～黄梅劇～」（講師：王文強） 

8/ 6第 4回後楽寮納涼会 

8/14～8/17貸美術館催事「刀筆銘心―中日書画刻字展」 

8/18～8/22貸美術館催事「妙行無住 中国現代画家王新の心象風景」 

8/23～8/27貸美術館催事「筆之友選抜書展」 

8/29～9/ 4貸美術館催事「若雲書道東京展」 

8/30後楽会中国旅行写真交換会 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

 

8/21東村山市経営政策部企画政策課 笠原貴典課長 来館（荒井理事長、総合交流部） 

  元寮生 国家検察官学院 韓嘯氏 来館 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

 

8/ 1柏の葉スマートシティ見学会（荒井理事長、後楽寮生、留学生事業部） 

  北区平和祈念週間納涼盆踊り大会（後楽寮生、留学生事業部） 

8/25～8/27加須市ホームステイ（荒井理事長、後楽寮生、留学生事業部） 
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