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 ◆貸美術館催事｢浙江青田石篆刻芸術作品展｣｢世界自然遺産 

〈中国神農架〉生命賛美―都天貴油絵と姜坤権山水画作品展｣ 

《日中友好後楽会》 

◆新春談話会 
 

 

◆中国日本友好協会との定期幹部交流で代表団が来日  

◆10 月談話会 ◆秋季友好バスハイク ◆新入寮生説明会・懇親会 

◆2019 年後楽寮スポーツ大会 
 

 

◆後楽寮での暮らし ◆もらう人からあげる人へ 
 

 

◆半瓶醋－理事長のコラム｢双方向の人的交流に期待する｣ 
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 ● 行 事 案 内 ●
 

日中友好会館美術館 
 

◆主催展｢ちいさな世界の物語  

中国練
ね

り粉
こ

人形展｣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練り粉人形とは、もち米や小麦粉に顔料な

どをまぜた粘土のような材料で、人物や動物

などを形作る民間工芸です。中国語では、「面

塑」や「面花」などと呼ばれています。 

もち米や小麦

粉は手に入りや

すいため、練り粉

人形は中国各地

で旧正月や中秋

節、結婚式などの

際に庶民の手に

よって作られま

した。また、作り

手がてんびん棒

から箱をさげて

村や町を巡り、目の前で一瞬にして人形を仕

上げ、見る人々を楽しませていました。この

ように民間で受け継がれてきた練り粉人形は、

現在は芸術性の高い民間工芸品として評価さ

れています。 

本展では上海工芸美術博物館の提供により、

練り粉人形約 80セットを展示します。現代の

作家によって、伝説や戯劇、歴史上の人物に

形作られた高さ 10 ㎝ほどのミニチュア人形

たちが演じる物語の世界をお楽しみください。 
 

 

 

 

会期中には、各種ワークショップやミュー

ジアムコンサートなどのイベントも開催予定

です。詳細は次号に掲載いたします。 

 

【問合せ】文化事業部 

電話：03-3815-5085 

E-mail: bunka@jcfc.or.jp 

 

 

◆貸美術館催事 

｢浙江青田石篆刻芸術作品展｣ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

会 期：2020年 1月 18日㈯～2月 9日㈰ 
 

時 間：10:00～17:00 ＊月曜休館(予定) 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、 

上海工芸美術博物館 
 

協 力：上海民間文芸家協会、PAOSNET

上海、上海工芸美術行業協会、

上海工芸美術学会、上海市工業

美術設計協会、上海工芸美術研

究所 
 

後 援：中国駐日大使館、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、

中国民間芸術家協会、上海対外

文化交流協会 
 

入場料：無料 

会 期：12月 5日㈭～12月 10日㈫ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 15:00より 

     最終日は 13:00まで 
 

主 催：浙江省僑連、西泠印社、 

青田県人民政府  
 

入場料：無料 
陳瑜｢白素貞『白蛇伝』｣ 

張敏珠「大きなかぶ」 
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中華人民共和国成立七十周年を記念し、中

国篆刻発祥の地、西泠印社（せいれいいんし

ゃ）の篆刻名家七十名による篆刻展を開催し

ます。印石は主に浙江省産出の青田石を使用。

金石文を駆使した作品

をはじめ、趣向に富ん

だ珠玉の作品を是非ご

覧ください。 

中国の伝統文化の発

展と世界平和の願いを

込めた作品です。充実

した展覧会になります

よう、たくさんの皆様

のご来場をお待ちして

います。 

 

【問合せ】晋鴎 

電話：090-4923-9630 

 

 

◆貸美術館催事 

｢世界自然遺産〈中国神農架〉 

生命賛美－都天貴油絵と姜坤権 

山水画作品展｣ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

中国湖北省の 2016 年に登録された新たな

世界自然遺産〈神農架〉の魅力を、2 名の作

家が油絵と水墨画で伝えます。 

神農架画院院長の都天貴は神農架に住む珍

獣キンシコウ(金糸猴)を油絵で描きます。作

品は非常に写実性が高く、色鮮やかです。キ

ンシコウを主人公にした油絵作品を得意とし、

「キンシコウの父」とも呼ばれています。 

神農架画院副院長の姜坤権は神農架の大自

然を水墨画で表現します。指墨(筆のかわりに

指を用いてかく絵画)を得意とし、繊細且つ大

胆に神農架の魅力溢れる姿を描きます。 

展示作品数は油絵・水墨画作品計 50点です。

本展を通し日本の方々にまだあまり知られて

いない神農架の文化を紹介し、理解を深めて

頂きたいと願っています。是非ご覧ください。 

 

 

【問合せ】株式会社ネットコム 

電話：03-3454-8017 

 

 
 

 日中学院よりお知らせ 
 

 本科説明会を兼ねた 

 中国語無料公開講座 
 

 

入門クラスに体験入学してみません

か？本科入学希望者を対象に、発音を中心

とした公開講座を開きます。また、当学院

の在校生との交流会も予定しています。 

学院の教学内容や雰囲気を知っていた

だく良い機会ですので、お気軽にご参加く

ださい。 
 

 

日時：2020年 1月 25日㈯ 

    9:30～11:30 発音公開講座 

   11:30～13:00 在校生との交流会 
 

 

【問合せ】日中学院 

     TEL:03-3814-3591 

          https://www.rizhong.org/ 

陳振濓「五福敷錫」 

会 期：12月 12日㈭～12月 16日㈪ 

    開幕式は 12月 13日㈮15:00 より 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 13:00より 

     最終日は 14:00 まで 
 

主 催：神農架林区文学芸術界連合会 
 

入場料：無料 

都天貴「金猴高歌」 

https://www.rizhong.org/
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  日中友好後楽会 
 

◆新春談話会 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020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、2020 年の行事への

ご希望、ご意見などもお聞かせください。 

 皆さまとお会いできるのを楽しみにしてお

ります。 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 堀口、緒方 

電話：03-3811-5305  FAX：03-3811-5263 

E-mail: kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 第 37 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 37 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･大学生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：2020年 1月 12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、日本放送協

会、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、人民

中国雑誌社 
 

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  

〒111-0043 

東京都台東区駒形 1-5-6 金井ビル 

電話：03-5811-1521 FAX：03-5811-1532 

担当：事業部・山岸 

E-mail：speech@j-cfa.com 

 

日 時：2020年 1月 21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。 
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 ● 活 動 記 録 ●
 

◆中国日本友好協会との定期幹部

交流で代表団が来日 
 

 中国日本友好協会代表団一行 4名(団長：袁

敏道 中国日本友好協会 秘書長)が、10 月 16

日から 10月 20日まで来日しました。 

日中友好会館と中国日本友好協会の相互訪

問協議書に基づく定期的な幹部交流を目的と

して、9 月には日中友好会館の役職員 5 名が

北京を訪問しましたが、今回は会館主催事業

である第 29回中国文化之日「孔雀の舞う楽園」

雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演の

開催にあわせ、10月に代表団一行をお迎えし

ました。 
 

 

 

 

代表団は来日当日、日中友好会館にて荒井

理事長、鄭中国代表理事、佐藤常務理事、小

島事務局長ほか、総合交流部職員らと懇談し

ました。袁秘書長からは、会館との間で近年

とても順調に行われている日中青少年交流事

業を振り返りつつ、来年度以降の新たな展開

に向け、今後も各事業を円滑に進められるよ

う、双方事務局間の人的交流も大事にしてい

きたいとの抱負が述べられました。夜の懇親

夕食会では荒井理事長はじめ会館役職員が参

加、袁秘書長との再会を喜びながら会食を楽

しみました。 

 

袁秘書長は、今年 7 月まで雲南省シーサン

パンナ・タイ族自治州の副州長を兼任されて

おり、そのご縁で、今回のシーサンパンナの

少数民族歌舞公演・衣食住展に、企画段階か

らご尽力いただきました。代表団一行は 10月

18日に同公演と同展を観覧、公演の開会挨拶

で袁秘書長は、「今回の公演を通し、日本の皆

さんにもシーサンパンナの文化や魅力を知っ

てほしい」と語り、盛り上がる客席で、長期

にわたる現地での準備期間を経て迎えた開催

に感慨深げな様子でした。 

また、袁秘書長と李琨氏は後楽寮の元寮生

でもあり、懐かしの後楽寮にも足を運び、変

わらない部屋や、新しくなった設備などを見

学しました。旧知の留学生事業部職員とも再

会、留学当時の昔話にも花が咲き、楽しい時

間を過ごしました。 

このほか一行は、日中友好団体や関係各所

へも訪問し、各界の関係者と有意義な意見交

換を行い、日中友好の更なる関係強化を図り

ました。 

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

礼申し上げます。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

袁敏道秘書長(右 3)をはじめ、代表団の来館を歓迎 

きらびやかな衣装のシーサンパンナの歌舞団員と 
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◆10月談話会 
 

 10 月 23 日、現在後楽寮生で大正大学歴史

科にて訪問研究員として宗教人類学を研究す

る梅花さんを講師に迎え、「モンゴル仏教の伝

承と現状―内モンゴル自治区を中心に―」と

いうテーマで談話会を行いました。 
 

 

 
 

 

講義ではモンゴル仏教の概要、信仰の歴史

的展開について解説したほか、モンゴル仏教

の儀式や色鮮やかな仏教寺院の写真を紹介し

ました。受講者からは「風土の変化が宗教や

信仰に影響を及ぼすことはあるのか」「モンゴ

ル仏教は政治利用されたことがあるのか」な

ど質問が挙がりました。その後の交流会も多

いに盛り上がりました。   （後楽会事務局） 

 

 

◆秋季友好バスハイク 
 

10 月 29 日に秋のバスハイクを行い、後楽

会員 10 名と後楽寮生 12 名が参加し、神奈川

県小田原市を訪問しました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前中は小田原城を訪問し、天守閣から小

田原市内の景色を眺めたり、施設内の収蔵品

を鑑賞したりしました。午後は神奈川県立生

命の星・地球博物館を訪問し、巨大な鉱物や

恐竜の化石、動物のはく製などの展示を見学

しました。 

最後に本間木工所を訪問し、箱根寄せ木細

工の製作体験を行いました。参加者は模様を

自由に組み合わせ、オリジナルコースターを

製作しました。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）           

 

 

◆新入寮生説明会・懇親会 
 

10月 9日に日中友好会館大ホールにて新入

寮生説明会・懇親会を行いました。今回は 2019

年 4 月から 9 月 15 日までに入寮した 53 名が

対象で、当日は 45名が出席しました。 

まず、歓迎式の前に、留学生事業部 夏部長

より寮での規則や注意事項などを説明しまし

た。歓迎式では会館を代表して荒井理事長が、

新入寮生に歓迎の意を表しました。また鄭中

国代表理事は、留学生活の留意点や寮生に対

する期待や抱負を述べました。最後に寮生委

員会 陸嘉委員から、以前寮外に住んでいた経

験を踏まえ後楽寮の利便性の高さ、立地の良

質問する後楽会会員 

楽しかった初めての寄木細工 
 

木の部品にボンドを塗り、つなげてなじませ

るなど細かな手順があって苦労しました。一度

失敗して部品がバラバラになって慌てました

が、後楽会会員の方と二人一組で協力して、素

敵な作品ができたときは嬉しかったです。日本

留学の記念に大切にしたいです。（後楽寮生 X） 

寄せ木細工のコースターを製作 
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さを紹介しました。そして寮内で企画されて

いるさまざまな活動について案内、寮生とし

ての心構えなど先輩寮生としてのメッセージ

をおくりました。その後、参加寮生たちは一

人ずつ自己紹介をしました。 
 

 

 
 

 

続いて、歓迎懇親会を会館 1 階の「馥」で

行いました。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。新

入寮生たちは、食事をしながら会館役職員や、

同じ大学に通う者同士が情報交換をしたりと、

話してみると出身地が同じだったり、意外な

発見もあったようです。 

次回の新入寮生懇親会は 12 月 12 日に行う

予定です。       （留学生事業部） 

 

 

◆2019年後楽寮スポーツ大会 
 

11月 9日、気持ちの良い秋空のもと、一年

に一度のスポーツ大会を後楽寮 4 階で開催し

ました。今回のスポーツ大会は伝統的な卓球

種目を中心として、その他ビリヤード、ダー

ツ、輪投げ、縄跳びなど、寮生たちに人気が

あり楽しく参加できる種目をいくつか新たに

増やしました。約 60名の寮生と留学生事業部

職員が参加しました。 

開会式では、留学生事業部 夏部長より、私

たちにたくさん運動するように、また積極的

に生活の質の向上に取り組むようにとのお言

葉がありました。開幕式後には各種目の選手

たちが、それぞれの種目に分かれて取り組み

ました。 

お昼頃にはそろそろ終わりに近づき、参加

した寮生たちはみな心地よい汗を流して充実

した時間を過ごすことができました。表彰式

では、入賞者に後楽寮記念品とトロフィーを

授与、参加者には、参加賞としてボールペン

を配布しました。寮生たちはスポーツを通じ

て新しい友人が増え、お互いの距離も縮まっ

たようです。 
 

 

 
 

 

最後に、後楽寮のスポーツ大会は一年に一

度ですが、体を鍛えることは一年に一度では

できません。ぜひみなさんの生活の中にも運

動を取り入れ、これからの人生に心と体の健

康を保ってほしいと思います。 
 

 

 
 

（後楽寮 44期寮生委員会 陸嘉） 

秋空のもと、後楽寮屋上で縄跳び 

熱心に話を聞く新入寮生の皆さん 

開幕式後の記念撮影 
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留学生通信 

 

 

後楽寮での暮らし 
 

東京大学大学院修士課程 

（工学系研究科精密工学専攻） 毛 湘寧 
 

私は後楽寮に 1 年くら

い住んでいます。この 1

年間、いろいろなイベン

トに参加してすごく楽し

かったです。 

後楽寮は寮生に向けて

数多くの活動を催してい

ます。私は入居してから、国慶節と春節の祝

賀会に参加しました。この祝賀会をきっかけ

にして、日本政府の官僚、駐日中国大使や官

員の皆さんと出会う機会を得て、日本と中国

の関係をより深く理解できました。私も強く

影響されて、将来中日の民間交流の 1 つの架

け橋となって活躍したいと考えています。私

にとって、このような活動に参加できたこと

は非常に光栄で、貴重な経験になっています。 

また、夏の納涼祭、秋のスポーツ大会など

も寮の中で開催されました。このような文芸

娯楽活動に参加し、他の寮生と気楽に交流し

たり、仲良く遊んだり、私の留学生活は全く

味気なさを感じていません。 

さらに私は日中友好会館の美術館でアルバ

イトをさせてもらいました。このアルバイト

を通じて、中国各地から来日した優れた芸術

家に挨拶できました。今まで中国国内に居た

際には、あまり気にとめていなかった芸術品、

書道、絵画など数多くの珍宝も鑑賞しました。

それも有難い機会だと感じます。 

後楽寮での日常生活は豊かで便利です。将

来、私は必ずここでの暮らしを懐かしく思う

でしょう。 

 

もらう人からあげる人へ 
 

早稲田大学大学院修士課程 

(社会科学研究科政策科学企業論専攻) 

劉 陽 
 

日本とのご縁は 2015

年の夏。当時、西安交通

大学 3年生の私は、交換

留学プログラムをきっ

かけに早稲田大学に来

ました。そのとき日本語

はあまりできなくて、新

しい環境のルールや習

慣にも慣れず、困ったこともたくさんありま

した。でも、いつもこの優しい国の人々に助

けられていました。ますますこの土地が恋し

くなり、大学卒業後にまた早稲田大学の大学

院に進学し、日本での留学生活を再開させま

した。 
 

大学や大学院でもらった知識以外、インタ

ーンシップや社会実践などの活動で様々な人

や物事からも学べることが多く、何だか前と

比べてより優しい自分になった気がします。 
 

しかし、もらうだけでは何だか気が済みま

せん。せっかく異国にいるので、中国の何か

を日本の方々に発信したい、伝えたい、自分

の存在をより有意義にしたいと思っていまし

た。そこで、小さい頃からずっとやってきた

中国舞踊を切り口にできないかと思いました。 
 

そして現在、私は休みの日に東京の中国舞

踊教室で中国舞踊を教えています。近年、中

国文化に興味を持つ人もどんどん増えてきて

いますし、大好きな中国舞踊の魅力をより多

くの人に伝えられれば良いと思います。美は

どこの国でも共通ですから、芸術を通じて日

本と中国の友好関係を一層深めたいと思いま

す。 
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● コ ラ ム ● 

 

半瓶醋      双方向の人的交流に期待する 
 

理事長のコラム           

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

10月 22日の｢即位礼正殿の儀｣に参列した約 50を超える外国要人のうち、23日には安倍首相

と王岐山中国国家副主席が会談を行った。会談では来春予定される習近平中国国家主席の訪日

が二国間関係の発展を推進させられるよう双方が努力することを確認した。同時に 9 月に訪中

した際に中国側に拘束された北海道大学教授の早期釈放をもとめ、抗議デモが続く香港の情勢

に対しては対話を通じて紛争を解決するよう要望したと伝えられている。 

10月 26日付、読売新聞中国総局比嘉清太記者の署名記事は、王岐山国家副主席は帰路、日中

の｢地方交流モデル｣と中国側が考えている北海道を訪問し、鈴木直道北海道知事主催の昼食会

で｢可能性のある地域だ。交流を強化していきたい｣と話したと伝えている。 

今年は日中青少年交流推進年ではあるが、両国政府が人的交流の有用性を確認した上で、し

っかりと枠組みを構築し、更なる人的交流に取り組むことになれば、将来にわたり安定した日

中関係が作られるのではないかと考えている。会館としても大いに期待しているところだ。 

一方、10 月 26 日から 27 日まで、日本の｢言論 NPO｣などが主催し、日中両国の有識者や政府

関係者などが参加した｢第 15回東京―北京フォーラム｣が北京で開催された。 

NHK 中国語放送によると、27 日には長年にわたり日中民間交流にも大いに尽力された程永華

前駐日大使が講演し、｢中日関係は国交正常化以来もっとも苦しい時をすでに乗り越え、完全に

正常な軌道に戻った｣と述べると同時に、｢この改善の情勢に至る道のりは生易しいことではな

かった。大事にすべきである｣と指摘している。また、経済協力のほかにも、人的交流を加速さ

せ、中国側からも支援を提供し、より多くの日本人が中国を訪れ交流する機会を増やしていく

べきだと表明した。この｢東京―北京フォーラム｣では、国民間の相互理解を深められるよう、

青少年やメディアなどの人的交流を一層推進していくことや、持続可能な平和の仕組みを構築

するため、両国の民間レベルで安全問題を話し合う枠組みをたちあげることなどを提言する共

同声明が発表された。 

また、このフォーラムにあわせて発表された｢第 15回日中共同世論調査｣アンケートのなかで

注目したいのは、｢自国のメディアの報道は客観的な報道をしていると思うか｣という設問の結

果だ。中国人は 2013年の 84.5％を最高に、以後も 7～8割が YESと答えている。一方、日本人

は 2008 年の 35％から 2019 年の 14.9％まで YES の答えは減少し続けている。また逆に、｢自国

のメディアの報道は客観的な報道をしていると思わない」という設問にYESと答えた中国人は、

2013年の 7.5％を最低にその後も低位に推移している。日本人は 2013年の 25.4％以後、YESの

答えが 30％前後で推移している。 

一般的に日中関係がギクシャクすると｢マスコミ｣の報道がその原因のように言う向きがある

が、ここは｢記事の読み手｣側にも問題が無いかどうか、考えてみることも大切であろう。 
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＊今月の表紙＊ 
 

 湯健「搗練図」 
 

主催展「ちいさな世界の物語 中国練り粉人形展」より 
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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 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 
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