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 表 紙  
 

「下雪啦（雪が降ってきた）」   漆画   作者：周楊 
 

主催展「蓮福美術館蔵中国現代漆画作品展（仮称）」は 2019年 1 月 24日㈭～2月 19 日㈫の 

会期で開催いたします。 詳細は次号に掲載いたします。  
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● 特 集 ● 
 

～Hepa Impression～第 28 回中国文化之日“海派印象 ”を終えて 

 

文化事業部では第 28回中国文化之日“海派印象～Hepa Impression～”を開催しました。 2018

年 10 月 5 日から 7 日の 3 日間、新宿区の牛込箪笥区民ホールにて、「上海歌劇院舞劇団ダンス

ガラ特別公演」を行い、また日中友好会館美術館では、9月 28日から 10月 20日の会期で「上

海現代油絵精品展」を開催、合わせて 2,000名を超えるお客様にご来場いただきました。 

 

◆上海歌劇院舞劇団ダンスガラ特別公演 

 本公演では、上海歌劇院舞劇団の首席ダンサーで国家 1 級演員の宋潔をはじめとするトップ

ダンサー12名を招き、モダンバレエ、コンテンポラリーダンス、中国古典舞踊など全 9演目を

披露しました。外部の会場で公演を行うのは初めての試みでしたが、全 4回の公演で合計 1,172

名のお客様にお越しいただき、来場者アンケートでは9割以上の方々のご満足を得られました。 

～～ワンシーンを選りすぐってご紹介！ 今回の公演を振り返ります～～ 

公演後の記念撮影 
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来場者の声（ダンスガラ特別公演） 

 

ご来場者の約 7割が女性で、幅広い年代の方に足をお運びいただきました（グラフ参照）。 

感想の一部をご紹介いたします。 
 

・鍛えられた肉体と容姿、なめらかでスムーズなダンスに 

魅了されました。 

 ・貴重な経験となりました。舞劇について今後も注目して 

いきたいと思います。みなさんの表情が素晴らしかった。 

福島から来た甲斐がありました！ 

 ・こんな間近でダンスを見たことはなかったので、ドキドキ 

しました。全体的にダンサーのレベルが高く、とても良い 

公演でした。 

 ・プログラムの説明がわかりやすく、事前に情報をインプッ 

トして観ることができ楽しめました。 

・とても素晴らしいステージでした。ダンスを習っているので勉強になりました。 

 

◆上海現代油絵精品展 
 

 本展では、上海華翠芸術センターの所蔵作品から 50点

の油絵を選定･展示しました。作品の中には、上海を中心

に活躍する作家が本展のコンセプトに沿って制作した新

作も展示しました。「海派」という言葉は日本ではまだ馴

染みがありませんが、来場者の方には展覧と 9月 28日に

開催された講演会『海派スタイルについて』(講師:王超

鷹氏(文化学者・伝統工芸士) /下中央写真)を通して、う

まく西洋のものを取り入れつつ自らの様式を作り上げている｢上海らしさ｣の一端に触れていた

だきました。 

また本展に合わせ、上海華翠芸術センターの楊懿嘉館長（2 頁右上写真/左 2）の他、出展作

家のうち、“デザインとスタイルで物語を語るアーティスト”夏予冰氏（同/左 1）と、“常に異

なる目で色彩豊かな世界を観る”許明耀氏（同/右 2）の 2名が来日。その他、胡振宇、沈勇、

崔小冬、戴剛鋒、王羽天の 7 名の中国人作家と共に、日本人アーティスト・山田ゆかりの作品

を 2点展示、900名を超えるお客様に足を運んでいただきました。 
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4.7% ～10代 

2.0% 

年齢層 

←講演会 北京(京派)の人との気質比較は 

笑いとともに思わず納得でした 

作家本人による作品解説に皆さん興味がつきません！ 
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来場者の声（上海現代油絵精品展） 
 

 

・明るく色彩豊かな作品に、上海の開放的なイメージが投影されているようで良かったです。

どの絵画も素直に伝わってきます。 

・作家の方の想いやプロフィール。知らない私にとっては絵画に入りやすくて… 

楽しく拝見させていただきました。 

・中国のそれぞれ個性のある画家ばかりで素晴らしいです。 

・一人一点ではなく何点かあって、なかなか見ることのでき 

ない作品と作者の傾向を見ることができました。 

・中国人作家によるヨーロッパ風景を描いたものをこれまで 

見たことがありませんでした。 

・どれも素晴らしい絵で本当に驚きました。 

また多くの中国の作品の中に日本の方の作品があったこと、 

嬉しく思いました。 

 

 

◆交流を通じて… 
 

10 月 8 日、上海歌劇院舞劇団は舞踊集団「菊の会」（東京都新宿区）

にて、落語、狂言舞踊、日本舞踊を見学し、舞劇団ダンサーも 3 演目

を披露、舞踊交流会を実施しました。 
 

舞踊を披露した後の座談会では、トレーニングの内容や海外との交

流、それぞれの抱える課題や将来像についてなど、ざっくばらんに意

見を交換しました。交流会を通して、専門家同士の交

流を深めることができました。 
 

プリンシパルの宋潔氏からは「舞踊は言葉が分からなくても理解することがで

きる素晴らしい芸術。共通して言える大切なことは“美しい”ということ」と、

舞踊に対する熱い思いが語られました。 

 
 
 

 

◆来年の「中国文化之日」に向けて… 
 

「中国文化之日」は、中国各地の文化を日本に紹介することを目的とし、日中友好会館の文

化事業の柱の一つとして 1990年より毎年秋に開催しています。これまで四川棒遣い人形劇、青

海省民族歌舞、中国雑技、貴州少数民族歌舞など、様々な文化をご紹介してきました。 

来年の「中国文化之日」では中国の秘境・雲南省を取り上げる予定です。

雲南省は 25 の少数民族が居住しており、特色ある舞踊や楽器演奏・絵画

や工芸品があります。「中国文化之日」で雲南省を取り上げるのは 20年ぶ

りとなります。これからの文化事業部の活動に、どうぞご注目下さい！ 

 

 

【問合せ】 

 文化事業部 

 電話：03-3815-5085  FAX：03-3811-5263 

 E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

  

工夫を凝らしたとび出すキャプションは

｢わかりやすい｣「楽しい」と好評でした 

雲

雲南省イメージ 
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 ● 行 事 案 内 ●
 

 

日中友好会館美術館 
 

◆貸美術館催事 

｢丁輔之“海派甲骨文”書法藝術 

伝承展･東京展」 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

杭州･西泠印社を創

設し、書画篆刻や発見

まもない甲骨文字の

研究と作品に取り組

んだ丁仁(号:輔之、

1879－1949)を顕彰す

る展覧です。 

昨年、甲骨文字が 

ユネスコ世界記憶遺 

産に認定されたこと 

を記念し、特に丁輔之が甲骨文字を先進的に

取り入れた作品に焦点を当て、16ｍにもなる

「観水遊山集巻」や扇面、董作賓甲骨文七字

詩などを展示します。 

同時に日中両国の書法篆刻家の甲骨文作品

も多数展示します。本展は、9月に杭州･西泠

印社と上海で開催され大変好評を博しました。

今回は東京で 3回目の巡回展となります。 

 

 

【問合せ】 

丁鶴廬研究会 

 電話：090-3401-7507 
 

 

 

 

◆貸美術館催事 

「『紅いパン』絵画展 IN JAPAN」 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

「紅いパン」とは？ 

絵画「売血」に象徴される紅いパン。描い

た少年は、貧しいなかで母が与えてくれるパ

ンを大切に食べた。友達にも自慢のぜいたく

品だ。でも、母の売血を知った時に人生が大

きく変わった・・。代償は注射針によるエイ

ズ感染。少年の目に映ったパンは、その時か

ら紅い血の色になった。 

香港 NGO 法人智行基金會は、創立者の杜聡

の強い使命感のもとに、中国のエイズ遺児や

孤児、エイズの影響を受けた子ども達を救う

団体として 1998年香港で設立されました。現

在、受益者数は延べ 23,000 名に達します。 

智行基金會設立から 20年、本展では支援す

る中国エイズ遺児たちが描いた、水彩画を中

心とした作品約 80点を展示します。エイズ遺

児たちの亡くなった家族に対する思い、未来

に対する憧

れなど、彼ら

の心の絵、愛

の絵、夢の絵

が初来日し

ます。 

 

 

【問合せ】 

東京世田谷中央ロータリークラブ事務局 

 電話：03-6416-5861 

 

会 期：12月 7日㈮～12月 9日㈰ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊初日は 15:00 より開幕式 

主 催：丁鶴廬研究会 

入場料：無料 

丁輔之「寿桃扇面」 

会 期：12月 11日㈫～12月 14日㈮ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊初日は 15:00 より開幕式 

  最終日は 12:00 まで 

主 催：香港NGO法人智行基金會、東京

世田谷中央ロータリークラブ 

入場料：無料 

「紅いパン」 
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◆貸美術館催事 

｢一衣帯水～日中芸術展」 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

日中で活躍する芸術家による日中友好のた

めの展覧会です。今年 8 月に上海環球金融セ

ンタービル雲間美術館において開催された展

覧会の日本巡回展になります。 

日本画、中国画など約 40 点を展覧します。 
 

 
 

 

【問合せ】 

日中芸術展“一衣帯水”実行委員会 

電話: 090-1257-5764   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  日中友好後楽会 
 

◆新春談話会  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2019年最初の後楽会行事は、恒例の新年会

です。会員、寮生が多く集まって賑やかに立

食パーティを行いたいと思います（講義はあ

りません）。この機会に、2019 年の行事への

ご希望、ご意見などもお聞かせ下さい。 

 
 

◆新規会員ご紹介  
 

2018年 10月ご入会 

大河原 敏男さん 

 
 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：2019年 1月 17日 ㈭  

17:30より（受付 17：10～） 
 

会 場：レストラン「豫園」 

（日中友好会館地下 1階） 
 

参加費：2,000円／人（会員） 

   ＊非会員の方はお問合せ下さい。 

会 期：12月 18日㈫～12月 21日㈮ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊初日は 13:00 より開館、 

  15:00より開幕式 

  最終日は 15:00 まで 

主 催：日中芸術展“一衣帯水”実行委

員会 

入場料：無料 

陳佩秋「竹報平安」 

日中学院よりお知らせ 

中国語無料公開講座 
 

★入門コース「あいさつ表現で学ぶ中国語」 

 これから中国語を始めたい方を対象、発音と簡単な表現を学習します。 

☆基礎コース「接客表現で学ぶ中国語」 

 週 2回で半年、週 1回で 1年程度中国語を学習した方を対象。 
 

①12月 1日㈯  13:00～15:00（入門）       ②12月 7日㈮    18:45～20:45（入門） 

③12月 15日㈯  13:00～15:00（入門、基礎） ④2019年 1月 8日㈫ 18:45～20:45（入門、基礎） 
 

【問合せ】日中学院 

     TEL：03-3814-3591   https://www.rizhong.org/ 
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 ● 活 動 記 録 ●
 

◆秋季友好バスハイク 
 

10 月 11 日に秋のバスハイクを行い、後楽

会員と後楽寮生 23 名が埼玉県を訪問しまし

た。午前中は秩父まつり会館と秩父神社を訪

問しました。秩父まつり会館では秩父の祭り

と文化を紹介する 3D映像を視聴、プロジェク

ションマッピングで秩父夜祭の雰囲気を疑似

体験しました。秩父神社では会員の方が寮生

に神社の参拝の仕方を教える場面も見受けら

れました。昼食に秩父名物のそばを食べた後、

午後は浦山ダムを見学しました。係員の方か

ら浦山ダム建設の経緯や、洪水調節、河川環

境保全、発電機能などについて説明いただき、

ダムの果たす役割について理解を深めました。 

 

 
 

バスの中でも会員と寮生が隣同士で座って

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来年春に実施予定です。

今後も会員と寮生が交流しながら学習や見学

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） 

 

 

 

 

 

 

浦山ダムにて 

 

第 36 回 

全日本中国語スピーチコンテスト 

全国大会のお知らせ 
 

 

 日本における中国語学習の普及と質の向

上を目指し、日中両国民の相互理解と友情を

深めることに寄与することを目的とした本

大会は、今年で 36回を迎えます。 
 

このたび地方予選を勝ち抜いた高校生･一

般･大学部門の頂点を決める大会が東京で開

催されます。皆様のご来場をお待ちしており

ます。 
 

日 時：2019年 1月 13日㈰ 

10:00～17:00 入場無料 
 

会 場：日中友好会館地下 1階 大ホール 
 

主 催：公益社団法人 日本中国友好協会 
 

後 援：外務省、文部科学省、 、読

売新聞社、共同通信社、(公財)国際

文化ﾌｫｰﾗﾑ、中国大使館、中国教育

部、中日友好協会、中国国際放送局 
 

協 賛：全日本空輸株式会社、 

孔子学院本部/中国国家漢弁 
 

特別協力：(公財)日中友好会館 
 

協 力：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 
 

 

【問合せ】 

公益社団法人 日本中国友好協会  

スピーチコンテスト係 

〒101-0054  

東京都千代田区神田錦町 1-4 

電話：03-3291-4231 FAX：03-3291-4237 

ダム情報満載！ 
 

見学者だけにもらえるダムカードがあるのはご存

知でしょうか？このカードを収集するために全国

を周るコレクターもいるそうです。寮生は初めて

の 1 枚目を珍しそうに受け取っていました。            

（後楽会事務局 T）  
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◆10月談話会 
 

10月 16日、後楽寮生で東京芸術大学で東

洋美術史を研究している武瓊芳さんを講師に、

「敦煌石窟中の古代服飾」というテーマでお

話いただきました。莫高窟に描かれている当

時の人々の服飾の特色、時代毎の変化、当時

の服飾を再現する試みについて、図解をもと

にわかりやすくご紹介いただきました。城西

国際大学で日本語教育を研究している王婷婷

さんが通訳を担当しました。 

 

 
 

参加者からは「当時の服飾を正確に再現す

るのが難しい理由は」「日本の和服について、

どのような印象があるか」「服飾に施されてい

る文様にはどのような意味があるのか」など

の質問があり、盛況のうちに終了しました。 

（後楽会事務局） 

 

 

◆新入寮生説明会・懇親会 
 

 10 月 24 日、日中友好会館大ホールにて新

入寮生説明会と歓迎式を行いました。対象寮

生は、前回欠席者と 2018 年 6月から 9月に入

寮した 58 名で、そのうち 53 名が出席しまし

た。今回は寮生との交流を積極的に行いたい

とのご要望により、片寄浩紀理事、黄淑柔理

事、布施知子理事にもご出席いただきました。 

 まず説明会では、夏瑛留学生事業部部長が

後楽寮の成り立ちや規則、寮でのより良い過

ごし方などを説明しました。続いて歓迎式で

は、会館を代表して荒井理事長が会館につい

て紹介し、新入寮生に歓迎の意を表しました。

安倍首相中国訪問の話題に触れつつ、日中関

係改善への期待を語りました。 

 

 
 

また鄭中国代表理事からも、日本での留学

生活の留意点や、後楽寮にもっと関心を持っ

て欲しいこと、また寮生たちに対する期待や

抱負が述べられました。最後に寮生委員会の

張家琦委員から、委員会の紹介や寮内外の

様々な活動についての案内がありました。そ

の後、参加寮生たちは一人ずつ自己紹介をし

ました。 
 

歓迎懇親会では、佐藤常務理事の挨拶と乾

杯の発声の後、円卓を囲みながら交流しまし

た。今までは顔見知り程度だった人たちも、

話してみると出身地が同じだったり、共通の

友人がいたり、意外な発見があったようです。 

 

 
 

寮生たちは理事の皆様から、留学生活に関

するアドバイスをいただいたり、互いの連絡

先を交換したり、とても有意義な機会となり

ました。日本での限られた留学期間を充実し

たものにするため、今後もいろいろな分野の

講師の武瓊芳さん 

自己紹介をする寮生 

 

理事たちと交流 
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方々との交流ができればよいと思います。次

回の新入寮生説明会・懇親会は、来春を予定

しています。       （留学生事業部） 

 

 

◆「日中植林･植樹国際連帯事業」

2018 年度中国社会科学院青年研

究者代表団第 2陣が来日 
 

2018年 10月 14日から 10月 21日までの日

程で、2018年度中国社会科学院青年研究者代

表団第 2 陣(団長＝閆坤 中国社会科学院 農

村発展研究所 副所長)が来日した。本団は、

中国社会科学院に所属する若手研究者で構成

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、三重を訪問し、訪日テーマ

「農村振興」について、農林水産省や研究機

関、自治体、地域活性化に取り組む団体、関

連施設等のブリーフ、視察等を通じて理解を

深め、関係者と交流した。また、環境と防災

に関する施設を視察し、記念植樹を行った。 
 

 

 

 
 

農村振興政策と現場の取り組みを学ぶ 
 

代表団は東京で、農林水産省を訪問し日本

の農村振興政策について説明を受けたほか、

農林中金総合研究所にて、日本農業の概要と

農業振興政策についてブリーフを受け、理解

を深めた。農林中金総合研究所では、代表団

団員からも中国の農村振興戦略について発表

し、意見交換を行った。日中双方に共通する

課題に関しては互いの考えを述べあい、日本

の特色ある取り組み等については多くの質問

があがった。 

 

 
 

実際に地域振興に熱心に取り組んでいる地

域として、三重県大紀町を訪問し、農村振興

の事例を視察した。まずはじめに大紀町地域

活性化協議会より、地域のつながりを利用し

たさまざまな地域活性化の取り組みについて

話を聞いたほか、「良質な牛乳づくりは健康な

牛作りから」をスローガンに、乳牛の飼育か

ら販売まで一貫して行っている大内山酪農農

業協同組合の牛乳生産工場を視察し、六次産

業化の具体例を学んだ。また、廃校となった

小学校を活用して地域の絆づくりを行い、そ

の一環として、茶農園を地域と都市部の人々

とをつなぐ交流拠点とするプロジェクトに取

り組んでいる野原村元気づくり協議会を訪問

し、観光農業の実例を視察したほか、同協議

会が地元住民とジビエなどの地元の食材を使

って作ったお弁当も味わった。最後に、大紀

町が農村振興の一環として力を入れている農

村民泊を体験し、日本の農村の暮らしに触れ、

大紀町の住民と交流を深めた。 

 

団員からは、「日本の農村振興は現代化と産

業化というよりも、農民（特に高齢者）のや

る気を起こさせることに重点が置かれており、

その点を省察したい」「社会保障制度が整い、

個人は経済的な自由があり、仕事をただ生活

大紀町にて閆坤団長(左)と中谷壽野原区長が 

記念植樹 

観光農園（茶畑）を活用して地域と都市部の

人々とをつなぐ取組みについて視察 
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のためにするのではなく、退職後も個人の興

味によって自由に社会活動に参加し、力を発

揮することを生きがいとしていることは学ぶ

べき点だ」「日本は非政府組織や地域コミュニ

ティーが地域振興に大きな力を発揮している

ことがよくわかった」などの感想が聞かれた。 

 

公害からの教訓・防災の取り組みも理解 
 

四日市公害と環境未来館を参観し、1960年

代に四日市市で発生した公害の歴史と教訓を

学んだ。また、東日本大震災より以前から「防

災のまち」として津波対策に積極的に取り組

んでいる大紀町にて、役場の職員の説明を受

けながら防災タワーを視察した。さらに、同

町野原の旧七保第一小学校の前庭に桜を 1 本

植樹し、今回の交流の記念とした。 

そのほか一行は、東京で江戸東京博物館と

皇居・二重橋、三重で伊勢神宮とミキモト真

珠島を参観し、日本の多様な文化・歴史を満

喫した。 

「農村振興」は中国が直面する課題の一つ

であり、また、環境・防災分野も含め、代表

団一行が今回の訪日で得た成果を今後の研究

や業務に生かしていくことが期待される。 

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」 

2018年度中国高校生訪日団が来日 
 

2018 年 10 月 16 日から 10 月 24 日までの 9

日間、2018 年度中国高校生訪日団(団長＝何 

瑩 広西チワン族自治区教育庁 対外合作・交

流処 副処長)が来日した。本団は、陝西省、

湖南省、広西チワン族自治区から選抜された

高校生と引率の計 199 名で、外務省が推進す

る「日中植林・植樹国際連帯事業」の一環と

して招聘した。 

訪日団は、東京都をはじめ、A･B コース 6

分団に分かれて岡山県･広島県･神奈川県･北

海道･群馬県･宮城県･千葉県･山梨県･熊本県･

福岡県を訪問し、植樹活動、「環境･防災」を

テーマにセミナーや関連施設を視察したほか、

高校訪問やホームステイ、ファーム体験での

交流を通じて、同世代や市民との友好交流と

相互理解を深めた。 

 

日本の防災システム、環境分野について学ぶ 
 

本団は来日二日目に、全団そろって「東京

の防災公園における発災に備えた取組み」を

テーマに、（公財）東京都公園協会 公園事業

部の葛貫智 防災担当課長よりセミナーを受

けた。「避難場所」としての公園の具体的な整

備方法や、防災公園で実施している大規模な

防災訓練の内容、防災に関する普及啓発活動

などが紹介された。ここ数年、世界各地で大

規模な地震が発生しており、中国高校生にと

っても関心の高い分野であり、質疑応答では、

緊急時はどのように避難させるのか、防災公

園が機能しない場合はどこに避難するのか、

救援物資の輸送や救助隊は直ちに被災地に到

着できるか等、多くの質問が挙がり、中国高

校生自身が防災や減災について考えるきっか

けとなった。 

 

 
 

 

分団ごとのテーマに関する視察では、城北

中央公園、北区防災センター、水島埋立処分

場、東京臨海広域防災公園、東京スイソミル、

日中高校生が協力してカラマツを植樹 

（北海道帯広農業高校） 
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森ケ崎水再生センター、富谷市水素サプライ

チェーンを視察し、日本の高度な防災システ

ム、環境保護に関する取り組みを学んだ。湖

南省の分団は宮城県の震災遺構・仙台市立荒

浜小学校を視察し、東日本大震災当時の様子

や被災状況を聞いた後、沿岸部に防災林を植

樹した。防災林は津波が来た時のエネルギー

衰退、漂流物の捕捉などの効果があるため、

全員が成長に願いを込めて植樹した。 

 

日本の高校生と植樹活動や授業参加、サッカ

ー交流を実施 
 

学校交流は、日程前半に岡山県・北海道・

宮城県・熊本県の 6 校、後半に神奈川県・東

京都・群馬県・千葉県・山梨県・福岡県の 6

校を訪問。各校で日本高校生との植樹活動、

環境・防災に関する学習プログラムをはじめ、

英語、理科、体育、家庭科、茶道、柔道、剣

道、卓球など、さまざまな授業や部活動に参

加した。ほとんどが初来日だった中国高校生

たちは、最初は緊張していたが、英語や筆談

で交流したり、翻訳アプリを利用して自己紹

介したりし、日本の高校生と心の距離を縮め

ることができた。どの学校からも熱烈歓迎で

迎えられ、学校ごとに工夫のこらしたプログ

ラムで、充実した時間を過ごした。このうち

湖南省の 1 分団はサッカー交流を実施し、合

同練習や対抗試合を行った。応援団も参加し、

白熱したプレーに歓声が上がった。また、各

地で 5 分団はホームステイ、1 分団はファー

ム体験を行い、日本人の家庭や生活を体験し

たり、ファームで酪農体験をしたりと、活発

に活動した。 

帰国前の中国高校生からは、「セミナーや防

災施設の視察で、いざという時の対処法や日

頃からの備えが災害被害を最小限に抑えるこ

とができると分かった」「学校交流では日本の

学生と一緒に授業に参加したり校内を掃除し、

中国の学校との違いを体感した」「日本の学生

と一緒に植樹した木は友情の証となった。大

きくなった木を見にもう一度戻って来たい」

「サッカー交流ではグラウンドで一緒に汗を

流してサッカーの楽しみを味わい、日本の学

生のサッカーへの情熱とレベルの高さを感じ

た」「ホストファミリーのお父さんお母さんが

我が子のように接してくれ、お別れする時に

涙が出た」「帰国後は日本で学んだこと体験し

たこと感じたことを家族や友人に話し、日中

友好の使者となれるよう努力したい」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） 

 

白熱したプレーを見せた日中サッカー交流 

（仙台育英学園高校） 

中国でも人気のサッカーですが… 
 

仙台育英学園高校とのサッカー交流は、大差で負

けてしまいましたが、日本サッカーのレベルの高

さにビックリしていました!! よほど悔しかったの

か、その日の夜はコーチとランニングに行ってい

ました…。将来立派なサッカー選手が生まれるか

も!?             （総合交流部 S）  
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留学生通信 

 

後楽寮での「隠居生活」 
 

早稲田大学大学院文学研究科 

 (外国人客員研究員) 曽 誠 
 

後楽寮に入る前、

元寮生の同僚は私に

こう言いました。 

「留学は東京です

か。それならぜひ後

楽寮に住んで下さい。

食堂の料理は安いし、

中華料理も食べられ

ますよ。食事を済ませてから、すぐ部屋に戻

って勉強や研究に没頭できますよ。」 

生活に便利で、経済的に恵まれていること

が後楽寮に対する私の最初の印象でした。 

 あっという間に、寮生活も半年経ちました。

後楽寮の隣には小石川後楽園があります。私

は年間パスポートを作って、週末や授業のな

い日には、園内で本を読むことが習慣になり

ました。つくづくとこの目で自然の風景の美

しさと不思議さを感じ取れるようになりまし

た。後楽寮での留学記念として、自然観察の

文集を編んで『小石川集』と命名しようと決

めています。 

 中国には「小隠隠於野、大隠隠於市」とい

う、日本でもよく知られた言葉があります。

これは賑やかな街中にこそ本当の隠者がいる

という意味です。今回訪問学者として日本に

やって来た私も、喧騒にあふれた東京の一角

で、快適な「隠居生活」ができました。この

賑やかな東京で、静かに見たり考えたり書い

たりの、研究する日々もできました。これら

のすべてが「後楽寮」のおかげです。生涯で

も忘れられない思い出です。 
 

（華中科技大学 専任講師） 

 

 

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 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、ご住所等をご連絡ください。 
 

【連絡先】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 

 

後楽寮 
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 会館行事と人の動き 10/１～31  
 

● 会館行事 
 

10/ 4後楽会気功・中国画教室 

10/ 5～10/ 7第 28回中国文化之日 海派印象「上海歌劇院舞劇団ダンスガラ特別公演」 

（於：牛込箪笥区民ホール） 

10/10～11/11「第二回日本工芸展 in景徳鎮 九谷焼 2018」 

（於：景徳鎮中国陶磁博物館、10/10開幕式） 

10/11後楽会秋季友好バスハイク（埼玉県方面） 

10/14～10/20「日中植林・植樹国際連帯事業」中国民族青年友好交流団 来日 ※他団体実施 

10/14～10/21「日中植林・植樹国際連帯事業」2018年度中国社会科学院青年研究者代表団第 2陣  

来日（10/15同団歓迎会） 

10/16後楽会談話会・交流夕食会「敦煌石窟中の古代服飾」（講師：武瓊芳）  

10/16～10/24「日中植林・植樹国際連帯事業」2018年度中国高校生訪日団 来日 

（10/17同団歓迎会、10/23歓送報告会） 

10/17第 28回中国文化之日 海派印象「上海現代油絵精品展」関連イベント 

文の京コミュニティコンサート（於：日中友好会館美術館） 

10/17～10/19「日中植林・植樹国際連帯事業」中国国家林業・草原局訪日代表団 来日 

10/20第 28回中国文化之日 海派印象「上海現代油絵精品展」閉幕 

10/24後楽寮新入寮生説明会・懇親会 

10/25後楽会気功教室 

10/26～10/31貸美術館催事「中日書法家作品連合展」 

10/27～11/ 2若き津波防災大使（「日中植林・植樹国際連帯事業」による招聘） 来日 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

10/ 4在瀋陽総領事館 川上文博総領事 来館（宮本会長代行､荒井理事長､鄭理事､佐藤常務理事） 

10/ 9長野県中野市日中友好協会 来館（鄭理事、佐藤常務理事、後楽寮生、留学生事業部） 

10/ 9～10/11宮本会長代行、荒井理事長 中国出張 

（上海・景徳鎮、「第二回日本工芸展 in景徳鎮 九谷焼 2018」開幕式出席）  

10/16毎日新聞社 秋山信一氏 来館（荒井理事長） 

10/18元寮生 中国音楽学院音楽科技系 班文林氏 来館 

10/25～10/26宮本会長代行、荒井理事長 中国出張 

（北京、10/25日中平和友好条約締結 40周年記念レセプション出席、於：人民大会堂） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

10/ 1横浜華僑総会国慶節記念祝賀パーティー（鄭理事） 

10/18留団協定例会（於：アジア学生文化協会、留学生事業部） 

10/20宇宙ミュージアム「TeNQ」見学会（後楽寮生、留学生事業部） 
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