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邱含「粉彩漁樵対話瓷板」 

主催展「薪火(まきび)の相伝－景徳鎮現代陶磁作品展」より 
 

2017年 6月 15日㈭～7月 5 日㈬の会期で開催いたします。 

詳しくは本誌 2 ページにて。 

－1－ 
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● 行 事 案 内 ● 
 

日中友好会館美術館  
 

◆主催展 

「薪火(まきび)の相伝－ 

景徳鎮現代陶磁作品展」 
  

 
 

揚子江の南に位置する中国江西省の景徳鎮

は、古くから陶磁器の産地として知られてい

ます。透き通るような白磁、そしてその上に

藍色の紋様を施した青花に代表される姿は、

陶磁器の代名詞として世界中で名声を得てい

ます。景徳鎮陶磁器の高い技術と洗練された

美的感覚は、一千年

以上にもわたる伝

統と共に、現在も優

れた職人たちに受

け継がれて発展し

続けています。 
 

 

本展では日本の

人間国宝にあたる「中国工芸美術大師」であ

り、現代景徳鎮陶磁器の第一人者・秦錫麟氏

と弟子の邱含氏、陳敏氏の 3 名による作品約

100点を展示します。 

     

 

 

◆美術館イベント 
 

①オープニングイベント 

日時：6月 15日㈭ 開幕式終了後 15:45頃

内容：邱含氏、陳敏氏 2名の作家による中 

国画制作実演。事前申込不要。 
 

②講演会＆茶話会 

日時：6月 22日㈭ 14:00～16:30  

要事前申込(講演 90分、茶話会 60分） 

講演：「中国磁器史について」 

講師：楊小語 

（復旦大学大学院博士課程在籍、東京

芸術大学大学院特別研究生） 

＊逐語通訳付き 

会場：日中友好会館大ホール 

参加費：500円（資料、茶話会代込） 

定員：50名 
 

③ミュージアムコンサート 

日時：6月 28日㈬ 14:00～ 要事前申込 

(約 40分、立ち見は申込不要) 

出演：張林（揚琴奏者） 

会場：日中友好会館美術館 

参加費：無料 

席数：50名分 
 

 

＊お申し込み方法 

電話または E-mailにて氏名・電話番号をお

伝えください。お申込み多数の場合はご希

望に沿えないこともございますので、予め

ご了承ください。 

 

日 時：6月 15日㈭～7月 5日㈬  

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 15:00より開幕式 
 

休館日：月曜日 
 

入場料：無料 

主 催：(公財)日中友好会館、江西省陶磁

研究所 

後 援：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、(一

財)日中経済協会、(一社)日中協

会、中国陶磁大師連盟、江西省工

芸美術館 

｢青花釉裏紅大皿“夢幻”｣ 

秦錫麟 

｢青花瓶“山水幽静”｣ 

邱含 

｢青花釉裏紅瓶“春風得

意”」 

陳敏 

張林さん 
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【問合せ】 文化事業部（平日 9～17時） 

電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

E-mail : bunka@jcfc.or.jp 

 

◆貸美術館催事 

｢“大墨開元・同息文明” 

－大禅藝術世界巡回賞展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“大墨開元・同息文明”－大禅藝術世界巡

回賞展は、中国現代詩書画僧・釈大禅氏によ

る命と芸術との対話です。釈大禅氏は「筆と

墨を通して修行を反映し、書画を通して道徳

価値観を反映すること」を実践しています。

彼は内在の修養を重要視し、芸術から始まる

修行を提唱します。 
 

本展を通して悠久の歴史がある日中両国の

文化芸術交流に、新たな篇章を書きつづるこ

とが出来たら幸いです。 
 

 

【問合せ】 

日中友好会館美術館（会期中のみ） 

電話：03-3813-9145 

 

 

  日中友好後楽会 
 

◆定例談話会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今回の談話会は、同時期に 1階 美術館にて

開催中の「薪火の相伝―景徳鎮現代陶磁作品

展」（詳細は 2頁を参照）の関連企画として一

般公開する特別版です。後楽会会員、寮生に

加え、一般の方も参加します。 

復旦大学博士課程に在籍し、現在東京芸術

大学美術学部の特別研究生で寮生の楊小語さ

んを講師にむかえ、中国の磁器史についての

講演会を行います。講演は 14:00から約 90分

間で、その後、会館内レストランにて交流茶

話会を開きます。ぜひご参加ください。 

 
 

◆新規会員ご紹介 
 

2017年 5月ご入会 

坂本 東さん 

 

 

【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 

 

 

 

 

 
 

会 期：6月 1日㈭～6月 9日㈮ 
 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 15:00から開幕式 

最終日は 15:00まで  
 

主 催：国際(日中)禅文化交流協会 
 

運 営：北京最元文化傳播有限公司 
 

入場料：無料    

宝瓶澄疆図 

テーマ：「中国磁器史について」 

日 時：6月 22日㈭ 14:00～16:30頃 

（茶話会含む） 

会 場：日中友好会館地下 1階大ホール 

ほか 

参加費：500円 要事前申し込み 

mailto:bunka@jcfc.or.jp
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日中学院からのお知らせ 

 

☆中国語無料公開講座  

① 6月 16日㈮  

入門    18:45～20:45 

② 6月 24日㈯  

入門、基礎 13:00～15:00 

※基礎は中国語を週 2回半年、週 1回 1年程

度学ばれた方のコースです。お気軽にお申

込み下さい。 

 

☆中国語日曜１日集中講座  

6月 18日㈰ (4時間コース) 

10:00～12:00 ／ 13:30～15:30 

受講料：各 8,000円 

①お試し中国語(中国語入門)  

レベル：中国語を初めて学習される方 

②文法も楽しい～まず補語から～ 

レベル：中国語文法を一通り学習された

方 

③“听听説説” 

レベル：中国語検定 3級以上の方 

④今の中国語を聴く  

レベル：基礎課程修了程度の方 

⑤これからの中国ビジネス－視点の確認と

展望  

レベル：中国語のレベルは問いません 

 

【申込み・問合せ】日中学院  

電話：03-3814-3591 

https://www.rizhong.org/ 

 

 

 

 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆春季友好バスハイク 
 

4月 25日に春のバスハイクを行い、後楽会

員と後楽寮生 22 名が群馬県を訪問しました。

当日は天気に恵まれ、午前中は世界遺産・富

岡製糸場を見学し、解説員の案内のもと、製

糸場創業の経緯や明治時代より日本近代産業

を支えた文化的歴史的価値について、理解を

深めました。会員が寮生に世界文化遺産とし

ての貴重な建築物と受け継がれてきた歴史に

ついて紹介するなど、皆当時に思いを馳せな

がら参観していました。 

 

 
 

 

昼食は名物の峠の釜めしを食べた後、群馬

県が日本一の生産量を誇るこんにゃくの加工

工場で生産ラインを見学したほか、こんにゃ

くの詰め放題や足湯を楽しみました。バスの

中でも会員と寮生が隣同士で交流し、終始笑

い声が絶えませんでした。 
 

次回のバスハイクは秋に実施予定です。今

後も会員と寮生が交流しながら見学や体験が

できる楽しい企画を考えていきたいと思いま

す。                    （後楽会事務局） 

 

ハイキングのお土産 

昼食時、会員から益子焼でできた釜飯の容器

を持ち帰ることができると聞き、寮生たちは大

喜び。また、こんにゃくパークでは詰め放題の

テクニックを会員から教わり、袋一杯のこんに

ゃくに寮生たちはご満悦の表情。どちらも思い

出に残るハイキングのお土産となりました。 

（後楽会担当 O） 

八重桜の美しい富岡製糸場前で記念撮影 
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◆日中友好スポーツ交流会 
 

4月 23日、東京都日中友好協会と北区日中

友好協会の共同主催による日中友好スポーツ

交流会が北区滝野川体育館で行われ、後楽寮

寮生と留学生事業部の職員が参加しました。 
 

 
 

 

 

まず開会式で日中両国の国歌が流れ、東京

都日中友好協会の宇都宮徳一郎会長や太田昭

宏衆議院議員をはじめとする来賓の挨拶があ

り、ルール説明の後、恒例の「北区の歌」に

合わせた「北区さくら体操」で準備体操をし

ました。何回か参加している寮生は音楽に合

わせ、軽やかに体操をしていました。初参加

の寮生も繰り返しのリズムに合わせ、楽しく

身体をほぐせたようです。 

 
 

 

今回も「友誼(友好)第一、比賽(勝敗)第二」

のスローガンで、自由にバレーボール、卓球、

バドミントン、太極柔力球を楽しんだり、試

合形式で対戦したり充分に楽しんでいました。

そして皆でワイワイ話しながら用意していた

だいた昼食を取り、その後も引き続きほぼ休

みなく運動し続けました。今回は一日中バレ

ーボールの試合に熱中する寮生が多く、翌日

以降は皆、筋肉痛でかなり苦しんでいたよう

です。 
 

日頃研究や実験、論文作成などで忙しい寮

生達ですが、スポーツで汗を流し、北区の方

達と交流しながら楽しく参加できました。怪

我もなく無事に終了できましたのも、事前の

準備や当日の運営をしていただいた東京都日

中友好協会と北区日中友好協会をはじめとす

る関係者の皆様のおかげです。改めて感謝申

し上げます。       

（留学生事業部） 

 

 

◆小田原ホームステイ 
 

 5 月 2 日から 4 日の 2 泊 3 日で、後楽寮生

たちは神奈川県小田原市にある小嶋先生のお

宅へホームステイに行きました。今回は後楽

寮の曹玉華調理師も一緒に参加しました。以

下、参加者の感想を抜粋して掲載します。 
 

今回の小田原ホームステイに参加できて、

大変光栄に思っています。訪問先の小嶋先生

（84歳）は小田原国際交流協会の会長であり、

500名以上の留学生を自宅に招きました。 

小嶋先生の生活は質素ながらも充実してい

て、衣食住の面においても私達に行き届いた

世話をしていただきました。小田原城を散策

して、小田原海岸を散歩した後おにぎり作り

と餃子作りの体験をしました。おにぎりも餃

子も日常的で伝統的な食べ物です。日中の料

理対決は、互いの交流が深まり、親近感を持

つことができました。 

小嶋先生のお孫さんも今年の 7 月に中国大

使館のお招きを受けて、中国を訪問するそう

です。近い将来、彼女はきっと中国人のおも

てなしの心と情熱を実感できるだろうと信じ

ています。2 泊 3 日は短い間でしたが、日本

の伝統文化を身近に触れ、約 30年もの間、民

間交流に貢献した小嶋先生の継続精神にも感

参加者と来賓で記念撮影 

 

バレーボール参加者はすっかり打ち解けた様子 
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銘を受けました。 

最後に、これからも日中の交流活動がます

ます発展しますようお祈りします。 

（後楽寮生 汪子迪） 
 

 

 
 

一番印象深かったのは、お二人の素朴な生

活スタイルです。戦争の時代を経験した日本

人の有様を実感しました。それに小嶋先生の

話の中で 1945 年に一瞬にして世界観の崩壊

した気持ちや虚しさを感じました。それと同

時に、今どきの日本の若者に反映されている

無力感を残念に思います。小田原式の生活ス

タイル、東京と違って朝のジョギング、自然

に戻ったような心地よさ、この体験から東京

式の科学的生活に窮屈と非現実さを感じまし

た。 

日本の生活体験というこのような機会をい

ただき、可愛い友人（小嶋先生のお孫さん）

に会え、楽しい 3日間を過ごしました。 

（後楽寮生 朱捷） 
 

約 30 年日中交流に熱心な小嶋ご夫妻にお

会いできて、光栄に思います。3 日間、小嶋

夫妻の家庭生活に溶け込み、お孫さんと一緒

に食事し、暮らしました。お二人の生活スタ

イルは質素かつシンプルです。ナチュラルで

健康的なスタイルに一番感銘を受けました。

駅での出迎え、食事の準備、観光案内など、

お二人の心遣いは至れり尽くせりです。見返

りに関係なく、ここまで出来た理由は簡単な

ものです。40年前にご夫婦でオーストラリア

でのボランティア活動の際にも地元の方から

心をこめたおもてなしを受けたそうです。そ

して国と国との交流は、最終的に民間からの

交流に辿り着くと思います。小嶋夫妻の自発

的な行動は尊く、民衆同士の心と心のつなが

りへと発展していくでしょう。よりよい感染

力と宣伝効果を持っているからです。民間の

交流は日中友好交流の基盤でもあります。こ

れからも両国の民間交流はますます充実し、

自主的多様的に発展していくことと期待して

おります。       

（後楽寮生 江月） 
 

 

 
 

 

小田原のホームステイ体験から、沢山の感

動したシーンがありました。そして温かい思

い出もありました。2 泊 3 日の共同生活から

身をもって、小嶋ご夫妻の穏やかな生活理念

を感じました。この体験を通して、日本人の

日中友好活動に貢献してきた決心と努力を感

じました。古稀を過ぎたご夫妻のご健康を願

いながら、今後の 10 年、20 年もこのホーム

ステイ活動を続けていただきたいです。今後、

私はもっと沢山の後楽寮生と各国の友人たち

に、奉仕する精神と無私な信念を伝え、広げ

てゆきたいと思います。また、このイベント

に万全な準備をしていただいた日中友好会館

と留学生事業部に感謝いたします。安心して

日本の家庭的な温かさを味わうことができま

した。        

（後楽寮生 唐楠） 

おにぎり作り体験 

小田原城で記念撮影 
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◆「日中植林・植樹国際連帯事業」

中国西南地区防災訪日代表団 

一行 35名が来日 
 

2017年 3月 26日から 4月 2日までの日程

で、中国西南地区防災訪日代表団(団長＝顧林

生 四川大学-香港理工大学 災害復興管理学

院 教授/執行院長)が来日した。本団は、四川

省・雲南省等の大学・防災関係機関に所属す

る青年で構成された計 35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・茨城・静岡・京都・兵庫

を訪問し、関係省庁、防災研究機関、自治体・

大学の関連施設の視察等を行ったほか、静岡

県で植樹活動を行った。また、各地で歴史文

化や自然に関する視察をし、包括的な対日理

解を深めた。 

 

日本の防災減災対策について体系的に学ぶ 
 

東京ではまず、国土交通省にて国土強靭化

等の地震防災における取り組みの説明を受け、

続く気象庁では、気象予報や地震火山に関す

る予報・警報業務の紹介があり実際の業務現

場を視察し、日本政府としての防災減災対策

について理解を深めた。茨城では、国立研究

開発法人防災科学技術研究所を訪問。地震ザ

ブトン（地震動体験シミュレータ）体験のほ

か、大型耐震実験施設や大型降雨施設を視察

し、日本の防災減災分野の技術開発研究状況

を間近で知ることができた。 
 

静岡では、国土交通省中部地方整備局富士

砂防事務所管轄の大沢扇状地にある砂防施設

を視察。富士山で発生する土石流をくい止め

る仕組みや今までの防災実績を聞き、その効

果に感心していた。また、大沢扇状地内で富

士山を望みながら植樹活動を行い、今後、防

災分野での日中両国の協力関係がより一層深

まるよう祈念した。 
 

 

 

 

京都では、京都市の防災対策について幅広

い視察を行った。まず、多数の世界遺産や文

化財を抱える京都市の文化財防火防災対策に

関するブリーフを受けた後、実際に東本願寺

の防火設備を見て回った。次に京都駅ビル内

の中央防災センターや防災設備を視察し、如

何にして公共機関を利用する市民を災害から

守るか、その取り組みを学んだ。兵庫県では、

兵庫県災害対策本部にて県の災害対策に関す

るブリーフ、国立大学法人神戸大学にて大学

の危機管理体制や学生による災害支援ボラン

ティアの取り組みについて紹介を受けた。ま

た、人と防災未来センターを視察し、日本で

はどのように防災減災に関する一般市民への

啓発活動を行っているか体感した。 
 

 
 

 

そのほか一行は、東京で皇居二重橋・東京

タワー、京都で金閣寺、兵庫で相楽園を参観

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。 

静岡県富士宮市の大沢扇状地にて植樹活動 

 

 

兵庫県災害対策本部を訪問 
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ほとんどの団員は初来日だったが、プログ

ラムを通じ、「国、地方自治体、そのほか文化

財や学術機関、公共施設での各種防災・減災

対策について、レクチャーや現場視察を通じ、

理解が深まった」「防災・減災における予報・

警報の重要性を改めて認識した」「日本ではど

のように防災に関する研究・実験を行い、今

後の対策に活かしていくのか、現場で見聞し

大変参考になった」「過去の災害からの教訓や

日常生活の中での防災対策に関する市民への

啓発の取り組みを知り、とても勉強になった」

などの感想が聞かれた。 
 

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） 

 

 
 

◆日中青少年交流事業  

第 9回諮問委員会を開催 
 

4月 21日、当公益財団にて、日中青少年交

流事業の第 9回諮問委員会が開催された。 

諮問委員会は、平成 21年 2月、当事業の適

正かつ効果的な推進を図るため、外部からの

視点を取り入れ、より良い交流事業を目指し

ていくために設置された。 
 

第 9回諮問委員会には、髙島肇久氏(諮問委

員会座長/株式会社海外通信・放送・郵便事業

支援機構取締役会長)、石川好氏（酒田市美術

館館長、作家）、高原明生氏（東京大学大学院

法学政治学研究科教授）、水野豊氏（星城大学

名誉教授、新居浜工業高等専門学校名誉教授）

が出席した。 
 

そのほか、外務省から中原邦之・アジア大

洋州局中国・モンゴル第一課地域調整官、山

田佑・アジア大洋州局中国・モンゴル第二課

外務事務官ら、中国大使館から沈建国・政治

部参事官らが、そして当公益財団からは荒井

克之理事長、鄭祥林中国代表理事、武田勝年

顧問、小島義夫事務局長、荻原芽総合交流部

長らが出席した。 

 

 
 

 

委員会では、平成 28年度の青少年交流事業

の最終実績及び予算執行状況について報告し

た。平成 28年度は、外務省が実施する青少年

交流事業「JENESYS2.0」「JENESYS2016」「日中

植林・植樹国際連帯事業」にて、招聘事業 39

団 3,242名、派遣事業 1団 37 名を実施した。 
 

特徴として、「JENESYS2.0」においては、中

国教育部派遣の中国高校生訪日団を、引き続

き 1,000名規模で実施できたこと、メディア

や若手研究者ほか、専門性の高いさまざまな

分野の青年代表団を実施したこと、日本青年

メディア関係者訪中団が、23年度以来 5年ぶ

りに復活し派遣できたことなどが挙げられた。

また、「JENESYS2016」は年度途中の拠出のた

め、招聘事業 1団 156名のみの実施だったこ

と、「日中植林・植樹国際連帯事業」について

は、初年度で中国からの招聘を 6件実施した

ほか、中国をはじめ世界 29か国の高校生を招

聘した大型事業「若き津波防災大使」も成功

裏に実施することができ、大きな実績となっ

たことなどを報告した。年間を通して、全事

業、大きな事故・トラブル・病気等がなく無

事終了することができたことや、事業運営に

おける問題点と課題などを委員らと共有した。

続いて、平成 29年度の青少年交流事業の事業

平成 28年度の最終実績及び予算執行状況について 

荻原総合交流部長より報告 
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計画について報告した。 

諮問委員による総括では、「日中植林・植樹

国際連帯事業」については、スキーム作りの

喫緊性や、外部との連携の可能性について話

し合った。また、総合交流部の限られた人員

での事業実施体制の負荷が大きいという点に

おいては、長年の交流事業の経験を生かした、

システム化したより効率的な事業実施、また

は地方自治体との連携の可能性について意見

が出た。従来、代表団から高い評価を受けて

いるホームステイ、学校交流などのプログラ

ムについて、2020年東京オリンピックに向け

て国際化の機運が高まっている状況を受け、

将来的な視点に立った、より工夫された質の

高い交流を目指すことなどに話が及んだ。 
 

 

 

 

 
 

委員会終了後は、例年通り、会場を移し、

総合交流部員を交えての懇親会を開催した。

会では総合交流部員がそれぞれ、代表団を担

当して一番印象に残ったエピソードを紹介す

るなど、和気あいあいの雰囲気の中、日中国

交正常化 45周年でもある本年度、一致団結し

て事業に取り組む思いを新たにした。 

（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 

青少年交流の現場で実際どのようなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが効果的

だったかと質問を投げかける高原委員 
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 ● ご 挨 拶 ●
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

私はこれまで理事として日中友好会館の運営に参画してきましたが、4月から会館付設の日中

学院の学院長に就任しました。未来の日中関係を築いていく人材を育成する学院の事業は、会

館の事業の中でも極めて重要な柱の 1つであると思います。 
 

ご承知の通り、日中学院は 1951年倉石中国語講習会の創立に始まった学校です。日中間に国

交のない時代から中国語の教育と学習を続けてきました。創立以来のスローガンである『学好

中国话，为日中友好起桥梁作用！』（中国語を学んで日中友好の架け橋になろう！）には、日中

戦争の過ちを繰り返すまいとの願いが込められています。この精神は今でも教職員、学生の心

に響き続けています。私自身 20代の初めに 3年間倉石中国語講習会の別科で中国語を学び、人

生の方向を決めることができました。 
 

国交正常化と中国の対外開放を経て、1986年には中国からの留学生のための日本語科を設置

しました。これにより学院内は日本人と中国人のにぎやかな交流の場にもなっています。 
 

学習面では「中国語や日本語が聞ける、話せる、書ける」という教育を重視しています。優

秀な中国人講師、日本語講師を多数招くと共に、視聴覚教育設備も完備し、実用的でかつ質の

高い教育を行っています。 
 

学習面以外にも諸施設の見学、学外の専門家を招いた座談会、文化祭、旅行など、社会との

結びつきを重視した運営を行っています。また学生の卒業後の進路についても親身になって相

談し、全力を尽くして支援しています。 
 

長い歴史を積み重ねてきた日中両国関係をよりよい未来へつなげるために、日中学院が着実

に発展し、明るくて活力溢れる素晴らしい学舎になり、日中双方の言語と歴史・文化を理解し

た新しい人材を社会に送り出すように力を尽くしたいと思っております。 
 

会館に関係されるあらゆる方々からご支援ご協力をいただきますよう心からお願い致します。 
 

（2017年 4月） 

 

 

日中学院長 

(公財)日中友好会館 理事 片寄 浩紀 

日中学院長就任に当たって 
 

      相互理解と友好の未来を拓く 
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 ● コ ラ ム ●
 

廬山、井崗山への「紅色旅遊」 
 

 

 

去る 3 月、お招きを受けて上海の外国語大学の学生たちとの交流授業に参加した後、同大学

の教授、学生たちと連れ立って、廬山、井崗山(いずれも江西省)に行って来ました。 

 廬山は、古来景勝の地として知られ、国民党時代は蒋介石総統夫妻が、ここに避暑のための

別荘をかまえたところ。解放後は、1959年の「廬山

会議」(彭徳懐国防部長、黄克誠総参謀長、張聞天

外交部第一副部長らが、毛沢東主席の大躍進、人民

公社政策を厳しく批判して毛沢東主席と激しくぶ

つかり、その結果、彭徳懐らはそれぞれの政府の役

職を解かれた)の舞台となったところとしても有名

です。現地には、蒋介石総統夫妻の別荘、廬山会議

の会議場がそのまま残っており、博物館には、毛沢

東主席が激しく手を入れたペイパーなども展示さ

れています。 

 もうひとつの井崗山の方は、中国共産党の｢聖地｣のひとつで、27 年、毛沢東が率いる部隊が

ここに入り、中国最初の農村革命根拠地を築いたところ。今日の中国人民解放軍の前身の｢紅軍」

は、1934年、この井崗山から至近距離にある瑞金(江西省)から、陝西省を目ざして、あの｢長征」

(1万 2500キロ)の途に就きました。 

 驚いたのは、その井崗山で往時の紅軍の服装に身をかためた何組かの老若男女の旅行団体に

出会ったこと、これが、今中国で流行の中国共産党にゆかりの｢聖地｣を訪ねる｢紅色旅遊｣だと

いうことを聞かされました。衣装と皆が提げていた｢為人民服務｣と書かれたカバンは、旅行社

が貸し与えたものなのでしょう。｢紅軍｣といえば、「大衆のものは、芋ひとつでも取り上げない」

などと定めた紅軍のあの｢三大紀律・八項注意｣を思い出します。そう言えば、私の友人の在京

の老華僑は、最近、人民解放軍のトップの人たちが、次々と汚職で挙げられる情況をみて、｢今

の解放軍は往時の紅軍の精神を忘れたのか！｣と怒りまくっています。恐らく、この紅軍の服装

に身をかためた｢紅色旅遊｣の一団も同じ思いなのでしょう。 

 ｢廬山会議｣については、かなり以前ですが、毎日新聞

社から出版された同名の書籍があります(蘇暁康外著、辻

康吾監修。アジア太平洋賞｢大賞｣受賞)。｢廬山会議｣の一

部始終を活写した名著であり、おすすめです。 

 廬山と井崗山(そしてこれに加えて同じ江西省にある

瑞金、1931年中国共産党が臨時中央政府を置いたところ)

そのいずれも、坂道、急勾配の階段が少なからず、私の

ような超高齢の老人にとっては、いささかきつい旅でし 

                 たが、そこは、同行してくれた学生たちの温かい｢老人 

介護｣(手をとり、荷物を持ち…)に助けられ思い出に残る旅となりました。中国共産党の歴史に

ご関心のある向きには、おすすめしたい観光旅行先です。 

（元駐中国大使） 

(公財)日中友好会館 顧問 谷野 作太郎 

廬山会議会議場(加藤千洋氏提供) 

「紅色旅遊」の一団(加藤千洋氏提供) 
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会館行事と人の動き 4/1～30    
 

 

● 会館行事 
 

 

4/ 6後楽会気功・中国画教室 

4/ 6～4/12貸美術館催事「林石川作品展」 

4/ 8後楽寮生花見交流会（於：新宿御苑） 

4/13後楽会中国画教室 

4/20後楽会気功教室 

4/21日中青少年交流事業第 9回諮問委員会 

4/21～4/23貸美術館催事「夢廻長白-中国東方三省撮影展」 

4/23～4/30「日中植林・植樹国際連帯事業」中国住宅建築分野環境防災訪日代表団 来日 

（4/24歓迎会） 

4/24～4/28貸美術館催事「孟子瑞・孟亜妹 東京巡展」 

4/25春季友好ハイキング（群馬県富岡方面） 

新入寮生説明会 

    

 

● 来館・訪問・面会 
 

 

4/ 4（公財）藤沢市観光協会 武田邦博参与他 来館（留学生事業部） 

4/ 5國學院大学国際交流課 市川基樹氏 来館（留学生事業部） 

4/11千代田区日中友好協会 岡田邦男氏他 来館（留学生事業部） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

 

4/ 5日中学院新年度入学式（鄭理事） 

4/13留団協定例会（於：東亜留学生育友会） 

4/23東京都・北区日中友好協会 日中友好スポーツ交流会（留学生事業部） 
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