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 表 紙  
 

しだれ桜    於：小石川後楽園   
 

春の訪れを感じさせる小石川後楽園のしだれ桜は、毎年 3月下旬に薄紅色の 

可憐な花を咲かせます。 
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● 行 事 案 内 ● 
 

   

  日中友好会館美術館  
 

◆貸美術館催事 

｢中国奥地の蘭展・書峯展」 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

例年約 100 鉢の「蘭」

と 60～70 点の新作の

「書」を展示して参りま

した。日中国交正常化の

縁（えにし）となった「蘭」

の調査・研究、愛培・保

存を目的とした団体が

「中国奥地の蘭協会」で

あり、「中国奥地の蘭展」はその成果を世に問

うものです。多彩な色彩と「王者香」と称さ

れる馥郁とした香りの春剣蘭・蓮弁蘭・朶朶

香、伝統に培われた澄んだ翠緑色を身上とす

る一茎一花…等、多くの優秀品種を展示致し

ます。 

又、「蘭」と「書」のコラボレーションによ

る展示の妙もお楽しみ頂けるものと思います。 
 

 
 

【問合せ】 

中国奥地の蘭協会・富永  

電話：090-6182-3043 

◆貸美術館催事 

｢3名の美術評論家が推す 2018注 

目作家展～第 4回美の視点」 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

日本を代表する美術評論家・長谷川栄氏、

佃堅輔氏、書道評論家・青木伸一氏 3 名がそ

れぞれ推薦するアーティスト 30 名ずつ、計

90名による第 4回目の展覧会です。 

展示作品と共に評論家の推薦文も掲示して

展示します。 

展示作品：日本画、洋画、版画、書道、 

写真他平面作品、工芸、彫刻 

 

【問合せ】 

美術の杜出版株式会社   

電話：03-5823-6210 

 

 

◆貸美術館催事 

｢遼寧中日青少年書法交流展」 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

日中国交正常化 45周年、日中平和友好条約

締結 40 周年を記念して日本と中国遼寧省の

小学生から大学生までの青少年書法作品の交

流展覧会。 

会 期：3月 6日㈫～ 3月 11日㈰ 
 

時 間：10:00～17:00 

＊最終日は 13:00まで 
 

主 催：蘭展示：中国奥地の蘭協会 

    書展示：書峯会 
 

入場料：無料 

会 期：3月 16日㈮～ 3月 20日㈫ 
 

時 間：10:00～17:00 

＊最終日は 13:00まで 
 

主 催：美術の杜出版株式会社 
 

入場料：無料 

会 期：3月 22日㈭～ 3月 26日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00 

＊初日は 13:00から 

最終日は 14:30まで 

＊授賞式 3月 25日㈰  

13:30～15:00 
 

主 催：国際書画連盟、遼寧省書法家協会 
 

入場料：無料 
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中国、日本各 100 点の作

品のうち中国側最優秀作品

25点、日本側全作品を日中

友好会館美術館に展示。他

の中国側作品は国立新美術

館に於ける「第 40回國際書

画展」会場（1 月 24 日～2

月 5日）にて展覧しました。 

 
 

 

 

【問合せ】 

国際書画連盟 

電話：03-6459-0612 

 

 

 
 

 

 

日中友好後楽会  
 

◆第 27回観桜会 
 

 

 

 

 

 

 

本年も小石川後楽園のしだれ桜の時期に、

後楽会会員の皆様、大使館関係者、寮生ほか

多くの方を招いて懇親会を開催いたします。

年に一度の大きな集まりですのでぜひご参加

ください（会員限定行事）。 
 

 

◆中国旅行参加者募集 
 

今年の中国旅行が決定いたしました。 

 

 

 

 

 

河北省では承徳にある世界文化遺産「避暑

山荘」のほか、中国最大の皇族の寺廟群「外

八廟」、小ポタラ宮と呼ばれる「普陀宗乗之廟」、

北京の祈年殿に似た「普楽寺」、高さ 22m余り

と世界で一番高い木彫の仏像がある「普寧寺

の大乗之閣」などを訪れます。 

秦皇島も中央政府の首脳が毎年避暑地とし

て訪れることで有名な北戴河、｢天下第一関｣

と呼ばれる山海関の城楼を中心に長城が海へ

突き出た｢老龍頭｣や中国伝説上の悲劇のヒロ

イン孟姜女を祭る｢孟姜女廟｣など見所満載で

す。 

設備が新しくなった高速鉄道で移動した後

は、20世紀初頭に建てられた建物が今も残る

大連と、日露戦争の旅順攻防戦の舞台にもな

った旅順にある戦跡を訪れます。後楽会では

1999年に訪れていますが、19年前よりかなり

変化していると思います。一度参加された方

も前回とは別の場所を訪れますので、是非ご

検討ください。 

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 
 

 

日 時：3月 22日㈭ 17:30より 

(受付 17:00～) 
 

会 場：小石川後楽園涵徳亭 
 

参加費：3,000円（会員） 

作者：周美彤 

期 間：6月 4日㈪～6月 10日㈰  

6泊 7日 
 

行 先：河北省承徳・北戴河・秦皇島、 

遼寧省大連・旅順 

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
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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 

 

 

 

大ホール 

 

 

 
 

第一会議室 

 
【お問合せ】 
 

公益財団法人 日中友好会館 資産管理部 

担当：内山 

(土･日･祝を除く平日9時00分～17時30分) 
 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-5-3 

後楽国際ビル 2 階  

TEL：03-5802-7140  FAX：03-5802-7141  

E-mail：uchiyama@jcfc.or.jp 

 

 

 ● 活 動 記 録 ●
 

 

 

 

 

◆1 月新春談話会 
 

後楽会の新春談話会は、1月 16日に開催さ

れました。会員・寮生合わせて約 30名が参加

し、新年に相応しい賑やかな交流会となりま

した。閉会前には、中国グッズが当たるビン

ゴ大会を催し、大変盛り上がりました。 

本年も日中の交流が更に深まる交流活動が

できればと思います。日中友好後楽会の活動

へのご参加ご理解よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

（後楽会事務局） 

 

 

◆日中友好新春かるた会に後楽

寮生が参加 
 

1 月 20 日、東京都日中友好協会主催の第 7

回日中友好新春かるた会が行われました。後

楽寮生は第 1 回目から毎年参加しており、今

年は 4名が名乗りを上げました。 

毎回この会では、東京都日中友好協会の手

作りによる漢詩が書かれた札を使い、6人が 1

つのテーブルで対戦、4テーブルに分かれて 2

回戦ゲームが行われます。まず読み手が中国

語→日本語で読み、それに続く札を取るゲー

ムを 10分間、次に読み手が日本語→中国語で

読み、札を取るという日中双方の参加者に公

平なルールです。もちろん取り札には日本語

と中国語が書かれています。参加した後楽寮

寮生と一緒に楽しんだビンゴ大会 
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生は、慣れないゲームで最初は戸惑っていま

したが、2 回戦目からはなかなか奮闘してい

たようでした。 

ゲームが終わり、集計する間、事前に申し

込んだ参加者が漢詩・詩吟の朗読をしました。

後楽寮生も飛び入り参加で漢詩の朗読や自作

の歌を詠んで披露したりと、ここでも積極的

に参加していました。 

第二部の交流会では、それぞれの健闘をた

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杜牧

の「江南春」の朗読を行い、2018年の新春か

るた会は閉会しました。 

 

 
 

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

の方々に、ここで改めて感謝を申し上げます。 

（留学生事業部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 5 回「日中友好岸関子賞」 

表彰式を終えて 
 

「日中友好岸関子賞」は、中国・東北地方

出身の人文社会科学系修士課程留学生の修士

論文を対象にした奨励金です。今回は第 5回

の選考となり、寄せられた多数の論文の中か

ら選考を経て、以下 2点の論文が受賞しまし

た。 
 

 

 
 

優秀賞（副賞 20万円） 

董雪晨 黒竜江省出身（大阪大学大学院人間

科学研究科） 

＜論文名＞ 

「中国における家電廃棄物の回収現状から見

える課題と展望―地方都市における現地の実

態を踏まえた多面的考察―」 

＜論文要約＞ 

家電廃棄物の回収・処理の現状並びに関連法

体系を包括的に俯瞰した。回収実情が明らか

にされていない地方都市（黒竜江省鶴崗市）

で現地調査を行ない、家電廃棄物の回収の実

態を質的な観点から把握した。さらに｢レジー

ム･アクター分析法｣による評価を行ない、回

収の問題解決に向けた基本的な課題を明確化

した。 
 

優秀賞（副賞 20万円） 

劉罡 遼寧省出身（名古屋大学大学院国際言

語文化研究科） 

＜論文名＞ 

「「引揚げ文学」における満洲表象―『けもの

たちは故郷をめざす』と『アカシヤの大連』

最終選考会（2017年 11月 25日） 

自作の歌を披露 

日本語を母国語のように操り、毎日のように自作の

歌を詠んでいる林さん。ここでも歌を自らホワイト

ボードに書き、解説もして参加者の皆さんを唸らせ

ていました。8 頁の留学生通信もご覧ください。 

              （留学生事業部 T） 

 取った札を披露する寮生たち 
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を中心に―」 

＜論文要約＞ 

安部公房の小説『けものたちは故郷をめざす』

と清岡卓行の『アカシヤの大連』を取り上げ、

両作品における満洲表象を考察したものであ

る。引き揚げ体験は安部と清岡の文学に如何

なる影響を与えたのか、植民者二世の両者は、

その体験をどのように自らの歴史として内面

化しようとしているか、を比較考察した。 
 

◆受賞者の感想 

「この度、受賞させていただき、大変に光

栄です。誠にありがとうございました。多く

の大先生方と交流できて、貴重なコメントを

いただき、大変勉強になりました。自分の研

究不足を深く感じています。また、日本で留

学生として、生活面や研究面にも日中友好の

重要性を心強く感じました。これから日中両

国の友好関係に役立ちたいと思っています。

本当に感謝しています」（董雪晨） 

「この度、第五回日中友好岸関子賞という

大きな栄誉を賜りまして、審査委員の先生方

に心より御礼を申し上げます。これを糧に、

博士論文の執筆に全力を傾ける所存です。今

後とも先生方のご指導をお仰ぎ致したく、ど

うぞ宜しくお願い申し上げます」（劉罡） 
 

 

 

 

表彰式では、西原春夫審査委員長より賞状

と副賞 20万円が授与されたのち、日中友好会

館荒井克之理事長よりお祝いと励ましの言葉

が述べられました。また今回は中国大使館教

育処より、胡志平公使参事官と安載鶴一等書

記官にもご臨席いただき、胡公使からもお祝

いの言葉をいただきました。 
 

 

 

 

 

表彰式後に行われた祝賀会では、受賞者の

お二人から今後の研究計画を聞いたり、選考

委員会の先生方からそれぞれ研究についての

アドバイスをいただいたりしました。お二人

のますますのご活躍が期待されます。 

当会館では今後も引き続き、中国からの留

学生を支援する事業を進めていきたいと考え

ております。   （日中友好岸関子賞事務局） 
 

 

※なお、2018 年第 6 回「日中友好岸関子賞」

募集要項を本誌 7 頁に掲載しております。

こちらも合わせてご参照ください。 

 

 

 

日中学院無料公開講座 
 

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。 
 

・3月 16日㈮ 入門、基礎 18:45～20:45 

・3月 23日㈮ 入門    18:45～20:45 

・3月 24日㈯  入門、基礎 13:00～15:00 
 

【お問い合わせ】日中学院  

TEL：03-3814-3591 

https://www.rizhong.org/ 

西原春夫審査委員長より賞状の授与 

董雪晨さん 

 

 表彰式（2018年 1月 13日） 

受賞者と選考委員会、中国大使館教育処 胡志平公使参

事官（前列右 2） 
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 ● お 知 ら せ●
 

◆第 6 回｢日中友好岸関子賞」論文募集要項 
 

(公財)日中友好会館は日本と中国の学術交流に貢献する人材育成のため、故岸

関子氏の遺志のもと「日中友好岸関子賞」を設立いたしました。岸関子氏は「満

洲国」の日本人官僚の妻として激動の歴史を生きぬき、自らの体験から正しい歴

史認識を伝えていくことの大切さ、「日中友好」の重要性を痛感し、自ら実践し

ただけでなく、その志を若い世代が継いでくれることを願っていました。 

そこで当会館は 2013年、その願いを実現するためにこの賞を設立、今年で 6回目の募集とな

ります。中国からの留学生の皆様、どうぞ奮ってご応募ください。 
 

(1) 応募資格 

中華人民共和国、東北三省（遼寧省・吉林省・黒竜江省）出身の留学生。 

2016 年度（2016 年 4 月～2017 年 3 月）、2017 年度（2017 年 4 月～2018 年 3 月）の間に日

本の大学院で、修士論文学位審査に合格していること。 

人文・社会科学系を専攻し、日本語で書いた論文であること。 

(2) 提出する書類（以下は返却いたしません） 

  ①修士論文コピー2部（大学院修了年月を明記）  ②論文要約 1,500 字以内 

③指導教授の推薦状  ④パスポートコピー（東北三省出身がわかるページ）   

⑤在留カードコピー  ⑥住所、Eメールアドレス等の連絡先 ※②と③は任意の書式・A4 

(3) 選考スケジュール 

第一次選考：2018年 7月頃  最終選考：2018年 10月頃  表彰式：2018年 12月頃(予定) 

(4) 募集期間 

2018年 3月 1日㈭ ～ 5月 31日㈭（当日消印有効） 

 

※ 選考の結果は本人宛に郵送で通知いたします。 

日中友好会館ホームページ http://www.jcfc.or.jp/も合わせてご参照ください。 

 

第 6回「日中友好岸関子賞」選考委員会 
 

西原春夫 早稲田大学名誉教授・元 総長（刑法） ※審査委員長 

山田辰雄 慶應義塾大学名誉教授（中国近代史） 

劉 建輝 国際日本文化研究センター教授（日中比較文学・比較文化） 

阿南惟茂 国際交流基金日中交流センター所長・元 駐中華人民共和国日本国 

大使（国際問題・外交） 

板谷正德 元 野村ホールディングス(株)取締役（経済学） 

岸 陽子 早稲田大学名誉教授（中国文学） 

齊藤泰治 早稲田大学政治経済学術院教授（中国近現代思想史） 

武田勝年 日中友好会館 顧問 

荒井克之 日中友好会館 理事長  

 

【郵送先/お問い合わせ】  

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-5-3 第 6回『日中友好岸関子賞』選考委員会事務局 

Tel：03-3814-1261  Eメール：kourakuryo-k@jcfc.or.jp   担当：沼﨑 

岸関子氏 

http://www.jcfc.or.jp/
mailto:kourakuryo-k@jcfc.or.jp
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留学生通信 

 

 

つながりに迫ること 
 

早稲田大学大学院修士課程 

（文学研究科東洋美術史専攻）許旻 
 

私が初めて日本を訪

れたのは 2012 年、大学

2年のとき、日本経済新

聞社主催の第 7 回全中

国選抜日本語スピーチ

コンテストに参加した

ことがきっかけです。「中日の絆‐異文化交流

の大切さ‐」をテーマに、優勝を勝ち取りま

した。そのときは日本の各界関係者の方々と

交流でき、日本への初印象も非常にオフィシ

ャルなものでした。 

その後、大学 3 年には京都大学で 1 年間の

交換留学をしました。その間、目の前に広が

る異なる世界に生きる人々の喜怒哀楽を目に

し、異国で自分を少しずつ相対視できたよう

な気がします。帰国後、様々なご縁により仏

教美術の研究を志し、大学院へ進みました。

早稲田大学大学院の美術史コースの入学試験

では、日本人を含め 20人余の中で 1位になる

ことができました。 

しかし、研究を進めていくにつれ、歴史を

扱う際には、生きている今というものに必ず

目を向けなければならず、人間と社会とのつ

ながりをできるだけ深くかつ広く築き上げる

ことが重要であると思うようになりました。 

そして昨年春には都内のあるドキュメンタ

リー製作会社に応募し、内定をもらいました。

今春の 4 月から勤務する予定です。これから

は自分の目で観察し構想を練り上げ、一人の

発信者として自分の捉えた（あるいは導かれ

た）「つながり」をドキュメンタリーで伝えて

いければと考えています。 

私と日本 
 

早稲田大学大学院博士課程 

（文学研究科人文科学専攻）林宇 
 

博士後期課程に

進学してから早2年

半、当初慣れなかっ

た研究生活も、今で

は欠かせない大切

な日常と化してい

ます。 

初めて『万葉集』を知ったのは、学部 3 年

の交換留学の時でした。『源氏物語』の研究を

志していた私は、偶然にも『万葉集』を研究

なさっている先生の元へと配属され、そこか

ら今日に至るまでの長き『万葉集』研究の道

のりを歩み始めたのです。 

 「暁と 夜烏鳴けど この山上の 木末が

上は いまだ静けし」（⑦・一二六三）、私が

初めて担当した一首でした。読み人知らずの

この一首は、遥か 1300年余り前の人が詠んだ

歌であるにも拘らず、現代に生きる我々も感

じられるという、時を超えるロマンを感じま

した。 

 私は幼い頃から父の留学をきっかけに、中

国と日本の間を行き来しながら今までの時間

を過ごして来ました。日本の地を踏むたびに

感じること、それは変わらない温もりです。

街並みも、風景も、思い出の中のままで、「お

帰り」と言ってくれるのです。 

 時々、私はこう思います。百年先、または

一世紀先、ここには時を越える人情味がきっ

とあり続けるのだと。千年もの長い月日を越

えた『万葉集』の感動は、これからも受け継

がれ、私たちと共に生きていくのだと。 
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 ● コ ラ ム●
 

 

半瓶醋 
理事長のコラム        日中平和友好条約締結 40 周年の年に期待する 

 
 

(公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 

 

1月 21日に第 196回通常国会が開催され、安倍総理の施政方針演説全文が翌日の新聞に載っ

た。今までは全文に眼を通したことは無かったが、「人生百年時代」に対する関心もあり、外交・

安全保障については、日中平和友好条約締結 40周年の年でもあり読んでみた。 

さらに年初の賀詞交歓会で、ある中国の方に「対中国関係改善で安倍総理はぶれませんか」

と聞かれ、即座に「絶対にぶれません」と答えていたので読まなければいけない理由もあった。 
 

演説は（1）はじめにから（7）おわりにまであるが、新鮮な感じがしたのは、安倍総理が相

応しいと考える人物を登場させ、伝えようとしていることだ。 

列挙すると（1）はじめにのなかでは山川健次郎（2）働き方改革のなかでは若いベンチャー

経営者（3）人づくり革命のなかでは児童養護施設で育った若者と若宮正子さん（4）生産性革

命のなかでは豊田佐吉（5）地方創生のなかでは高知大学で食品ビジネスを学んだ安岡千春さん

や岩手の大槌高校の学生（6）外交・安全保障のなかでは、特になし（7）おわりにのなかでは

金原明善が挙げられていた。知らなければどんな人物なのか知りたくなるのが道理である。 
 

「人生百年時代」については、まだ具体的な構想が示されてはいないようだが、長寿国日本

があらゆる角度から百歳を生きることの意味を世界の人々に示し、そこに共感を得られる社会

の実現に向けて邁進していくことを期待したいものだ。 

外交・安全保障のなかでは、「中国とも協力して、増大するアジアのインフラ需要に応えてい

く。日本と中国は、地域の平和と繁栄に大きな責任を持つ、切っても切れない関係にある。大

局的な観点から、安定的に友好関係を発展させることで、国際社会の期待に応えていく」と述

べている。また、「日中平和友好条約締結 40周年という大きな節目にあたる本年は、経済、文

化、観光、スポーツ、あらゆるレベルで日中両国民の交流を飛躍的に強化し、日中のハイレベ

ルな往来を深めることで日中関係を新たな段階へと押し上げていく」とも述べている。 

昨年の日中国交正常化 45周年も今年の日中平和友好条約締結 40周年も人の一生で考えれば

相当長い。日中双方の一層の努力によって、この節目の年に大きな成果が得られることを期待

せずにはいられない。 
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 会館行事と人の動き 2018年 1/１～31  
 

 

● 会館行事 
 

1/11後楽会気功教室 

1/12～1/14貸美術館催事「安井聡子写真展  私の見た中国 変わりゆく暮らし-中国ノスタルジー」 

1/13第 5回日中友好岸関子賞表彰式 

（荒井理事長、武田顧問、第 5回日中友好岸関子賞選考委員会）  

1/16後楽会新春談話会 

1/18後楽会中国画教室 

1/19～1/21貸美術館催事「第十六回天真書法塾発表会」 

1/25後楽会気功教室 

1/28～2/ 3「日中植林・植樹国際連帯事業」日中友好防災交流高校生代表団 来日 

※他団体実施 

1/29～2/ 2「JENESYS2.0」2017年度中国青年代表団  来日 

「JENESYS2.0」第二十二回中国教育関係者代表団  来日 (2/2両団合同歓迎会) 
 

 

● 来館・訪問・面会 
 

1/10（一財）日本国際協力センター 山野幸子理事長他 来館（荒井理事長、総合交流部） 

1/31上海工芸美術博物館副館長 陳毓其氏他代表団歓迎宴（荒井理事長、鄭理事他） 

1/22中国全人代 陳竺副委員長と 7団体の会食（江田会長、荒井理事長） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

1/ 5文京区年賀会（荒井理事長） 

1/ 6東京華僑総会 2018年新年聯歓会（留学生事業部、後楽寮生） 

東京ドーム「ふるさと祭り東京 2018」見学会（後楽寮生） 

1/ 7第 35回全日本中国語スピーチコンテスト（荒井理事長） 

1/10日中経済協会、日本国際貿易促進協会 2018年新年賀詞交歓会 

1/18日中友好協会新年会（江田会長、荒井理事長、鄭理事他） 

留団協定例会（於：横浜市国際学生会館、留学生事業部） 

1/20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） 

1/232018年留日学人与美麗中国建設検討会（江田会長、荒井理事長、留学生事業部） 
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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     (4)後楽寮生 OB会活動支援 

(2)寮生の対外交流活動支援    (5)その他必要な支援 

(3)寮生自治活動支援 
 

◇寄附の方法 
 

下記口座宛、銀行振込でお願い致します。                               後楽寮 
 

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。 
 

【照会先】公益財団法人日中友好会館 総務財務部  電話：03-3811-5317 FAX：03-3811-5263 

【留学生寮に関するお問合せ】留学生事業部       電話：03-3814-1261 FAX：03-3814-8383 

E-mail：houleliao@jcfc.or.jp 


