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お知らせ 

《日中友好後楽会》 

 ◆今後の行事案内について ◆談話会について 

 

 ◆後楽寮秋季趣味運動会 

 ◆活躍する元後楽寮生のご紹介(第 2回) 

 ◆後楽寮施設の維持管理 

 ◆｢JENESYS2021｣中国農村青年幹部オンライン交流 

 ◆日中青少年交流事業 参加者のその後のストーリー(第 12回) 

 

 ◆｢安楽窩｣小記一則 

 

 



 

 会館だより 2021年 12月号 No.390  

- 1 - 

● 行 事 案 内 ● 
 

  日 中 友 好 後 楽 会 

◆今後の行事案内について 
 

会館だより廃刊に伴い、2022 年 1 月以降、

日中友好後楽会の行事案内や活動記録につい

ては、随時、ハガキ等でご連絡する予定です。

会館全体の行事案内、事業報告については会

館ホームページにてご確認ください。更新情

報はメールマガジンでお知らせしますので、

ぜひご登録ください。 

ご面倒をおかけしますが、何卒よろしくお

願いいたします。 

 

◆談話会について 
 

 12月の談話会は例年通りお休みとなります。

今年も新型コロナの影響で十分な活動ができ

ませんでしたが、来年は徐々に活動を増やし

ていきたいと思います。来年もどうぞよろし

くお願いいたします。 

 皆様もお体にはお気を付けいただき、どう

ぞ良いお年をお迎えください。 

 

 

【問合せ】後楽会事務局 田辺、堀口 

 電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

 E-mail：kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 活 動 記 録 ●  
 

◆後楽寮秋季趣味運動会 
 

 コロナ禍に見舞われた世界は、日常生活の

様子も変化しました。長期にわたる自粛や隔

離で、人々は悲観的にならざるを得ない状況

に陥り、何事にも消極的な雰囲気が漂ってい

ます。近頃はワクチン接種率の上昇に伴い、

東京の新規感染者数も日に日に下降の兆しを

見せています。 

 寮生たちの日常生活を豊かにし、そして基

礎体力を高めようと、後楽寮寮生委員会では

「後楽寮秋季趣味運動会」を開催しました。

参加者たちの安全を考慮し、事前に寮生委員

会が使用機材の点検を行い、2021 年 10 月 30

日㈯午前 9:30、寮生約 30 名が 4 階運動室に

集まりました。 

 

 

 今回のプログラムは以下の通りです。 

 (1)一分間縄跳び 

 (2)一分間羽根蹴り（踢毽子） 

 (3)プランク（平板支撑） 

 (4)女子一分間腹筋運動 

 (5)男子一分間腕立て伏せ 

 (6)ビリヤード 

 (7)卓球男子シングルス 

 (8)卓球女子シングルス 
 

 緊迫した空気の中、各種目の試合が行われ、

第 1 位～3 位までが決定しました。ここで、

参加した寮生の感想を掲載します。 

・活動は大成功でした。体を鍛えるだけでな

く、寮生同士の相互理解も深まりました。 

参加者記念撮影（4階運動室） 
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次回の運動会開催に期待します。 

・このような運動

会に参加するの

は久しぶりでし

た。最近はこんな

にリラックスし

て過ごすことが

なかったので楽

しかったです。 
 

 今回の活動は

大成功に終わり、

参加した寮生か

らの高評価を得ました。ご協力いただいた寮

生たち、審判員、撮影スタッフ、観客の皆さ

ま、留学生事業部の先生方に感謝します。 

(第 46 期後楽寮寮生委員会) 

 

 

◆活躍する元後楽寮生のご紹介 

（第 2回） 
 

 日本と中国の架け橋として中国各地及び世

界で活躍する元後楽寮生は約 5,000 名います。

その中でも今回は、声楽家の陳金鑫さんをご

紹介します。 

 陳金鑫さんは 1989年生まれ、黒竜江省出身

の 32歳です。中国

の中央音楽学院を

卒業後、同期生た

ちが欧米へ留学す

る中、日本文化の

中でオペラを学び

たいと決心し、来

日。2015年 4月に

東京藝術大学大学

院音楽研究科声楽

専攻オペラ研究分

野に入学、同課程

を修了しました。

その後は単身オー

ストリアに渡り、バリトン・オペラ歌手とし

て活躍しています。 

 2021 年 9 月、オーストリアにある人口第 2

の都市グラーツにあるコングレスグラーツ劇

場において、モーツアルト作曲のオペラ「ド

ン・ジョヴァンニ」が、陳金鑫さんの主演で

上演されました。 

 公演の模様は現地メディアで取り上げられ、

中でも 9月 19日付の地元紙の文化面では「陳

金鑫、彼の歌声からは言語を超えた表現力と

高度な演技力が感じられた。すべてにおいて

一流と称するにふさわしい」と称賛されまし

た。そしてオーストリア国内では、この公演

に関連して彼の歌声が収録された CD も販売

されています。 

 元後楽寮生の健闘ぶりを目にするたび、大

変嬉しく感じます。彼の努力は並大抵のもの

ではなかったでしょう。オペラの本場ヨーロ

ッパで才能を開花させた陳金鑫さんの益々の

ご活躍を期待しています。 (留学生事業部) 

 

 

◆後楽寮施設の維持管理 
 

 日中友好会館別館後楽寮は、日本と中国の

新たな友好関係の構築のため 1985 年に建て

られました。中国留学生の皆さんが安心して

日本での生活を送れるよう、日々さまざまな

支援を行っています。今回はその一つ、施設

の維持管理についてご紹介します。 
オーストリアの地元紙で 

称賛される陳金鑫さん 

一分間羽根蹴り(踢毽子) 

稀代のプレイボーイ「ドン・ジョヴァンニ」

を演じる 
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 新型コロナウイルスの影響が長引く中、築

36年が経過し、近年では施設の老朽化も進み、

より一段と適切な維持管理が欠かせません。

関連部署では 1 年を通じて、定期メンテナン

ス及び修繕を行っています。 

 例えば、寮生たちの協力のもと、電気設備

や消防設備の点検など、法令に定められた定

期点検の他、年 3 回の居室消毒、年 2 回（研

修棟は年 4 回）の室内空調フィルター交換、

窓ガラス清掃などを行っています。また、居

室内及びその他共用部設備の故障や不具合が

あれば随時対応しています。点検や修理が完

了するまで時間がかかることもあり、寮生た

ちに不便をかけることもしばしばありますが、 

この 36年間、後

楽寮を巣立って

いった中国留学

生たちが丁寧に

施設を使ってく

れたこともあ

り、何とか施設

を維持できてい

ます。さらには、

中国留学生及び

後楽寮に関心を

お寄せいただい

ている皆さまか

らの浄財は、数十年おきの大規模修繕の費用

や、日々の後楽寮運営資金に活用させていた

だいております。本当にありがとうございま

す。 

 後楽寮の未来は日中友好の未来でもありま

す。中国留学生の家「後楽寮」はこれからも

日本と中国の皆さまに支えられながら、この

先末永く、ともに歩み続けていきたいと思い

ます。変わらぬご支援のほど、よろしくお願

い致します。        (留学生事業部) 

 

 

 

 

 

 

  

第 39 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

全日本中国語スピーチコンテストを実施い

たします。 
 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

 無観客開催を予定しております。 
 

 

日 時：2022年 1月 9日㈰ 

10:00～17:00 
 

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、(公社)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：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 

 

共用部給湯器周りの修理 

蛇口の交換をする作業員 
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◆「JENESYS2021」中国農村青年幹部 

 オンライン交流を開催 
 

 2021 年 9 月 29 日、「JENESYS2021」中国農

村青年幹部オンライン交流を開催した。本プ

ログラムは、中国の農村青年幹部と日本の農

業関係者によるオンライン交流を通して、農

業分野における相互理解の更なる深化、恒常

的ネットワーク構築を図ることを目的とし、

外務省が推進する「JENESYS2021」の一環とし

て、(公財)日中友好会館が実施した。 

 オンライン交流には、中国河北省および北

京市の農村青年幹部 12 名と広島県の農業関

係者（世羅高原 6 次産業ネットワーク）6 名

が参加し、「六次産業」をテーマに日中双方よ

り取り組みを紹介しあい、質疑応答、意見交

換を行った。 

 先ず、中国河北省の参加者が、地元の特産

品であるロバ肉の加工品やロバ肉焼きのイベ

ント開催など中国農村の「一二三産業融合政

策」への取り組みを紹介し、北京市の参加者

は、農業分野における発展モデルの柱の一つ

であるインターネットを活用した農業の近代

化について紹介した。日本側参加者からは、

日本では農家個人が六次産業化への組織づく

りを行っているが、中国は国を挙げて体制を

整えているようで、規模が大きくうらやまし

いとの感想が聞かれた。 

 その後、日本側参加者の世羅高原 6 次産業

ネットワーク（世羅高原の農業及びその加工

品の普及拡大、観光促進を目的に生産者団体

が連携する組織）より、六次産業化への取り

組みや課題、六次産業化による成果、組織で

活動することのメリットなどについて説明が

あり、中国側参加者から「オリジナルブラン

ドを作り上げるためにどのような取り組みを

行ったか」「農業は天候や自然災害に左右され

やすいが、どのような対策を取っているか」

「世羅高原 6 次産業ネットワークの加盟団体

には、どのような権利があるか」などの質問

が挙がった。また、中国側から事前に提出さ

れた六次産業化に関する質問に日本側が回答

した。 

 

 
 

 交流終了後、中国側参加者からは、「六次産

業化において日本は個人による発展を重んじ、

中国は集団での産業発展を重んじるが、互い

によい部分を取り入れ、足りない部分を補え

ば、より良い仕組みができると思う」「世羅高

原 6 次産業ネットワークの強いチームワーク

を感じた。農業に対する姿勢や意識をもっと

高めなければいけないと思った」「六次産業に

ついて学んだ知識を村の発展に応用したい。

機会があれば日本へ行き、実際の現場で学び

たい。きっと感激するだろう」などの感想が

聞かれた。 

 また、日本側参加者からも「角度の違った

視点から見ると新鮮で参考になった」「他国の

六次産業を知れたことは良かった。スケール

が大きい中国らしい取り組みが聞けて刺激に

なった」などの感想が聞かれ、日中双方の参

加者が、互いの六次産業の仕組みや課題等に

ついて理解を深めることができ、大きな収穫

を得たことがうかがえた。  （総合交流部） 

 

参加者全員で記念撮影 
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◆日中青少年交流事業 参加者の

その後のストーリー(第 12回) 
 

今回は、2017年の中国大学生訪日団に参加

し、卒業後来日して研究生として学んでいる

楊浩良さんのインタビューをご紹介します。

(※インタビューは 2020 年 11 月に実施した

ものです。) 

全文は日中友好会館ホームペ

ージ(右記 QR コードよりアクセ

ス可)でご覧いただけます。 
 

 
 

― 訪日活動の最大の収穫は何でしたか？ 
 

楊：好きなことに対する日本の人々の情熱や

バイタリティーを感じ、このような精神は

私に欠けていると思いました。訪日団参加

後、さらに野球が好きになり、自分が好き

なものに熱中するということがどういうこ

とかも分かりました。 
 

― 訪日中に見聞きしたことはその後の生活、

学業、就職、仕事の方向性を決めるのに役

立ちましたか？ 
 

楊：日本の学校で何回か交流を行っていく中

で、日本のキャンパスライフに興味を抱く

ようになりました。「より深く日本のキャン

パスライフを経験する機会がどうしても欲

しい」という思いが心に芽生え、もっと日

本の文化を体験したかったので、インター

ンシップは日本企業を選び、日本語を独学

で勉強し、日本の大学院進学への機会を得

るため努力しました。今年(インタビューを

実施した 2020 年)大学を卒業し、北海道大

学大学院の研究生の申請が受理されました。

修士課程に合格するため引き続き準備して

います。 
 

― 現在計画していることや将来の目標はあ

りますか？ 
 

楊：日本語レベルを高めて、専門分野の勉強

を続け、日本の大学院の大学院生になるこ

とです。勉強面では一定の研究成果を出し、

生活面では日本での生活をじっくりと味わ

い、身近な人々と分かち合いたいです。ど

のような形でもいいので、いつか中日友好

のために微力ながら貢献したいと思ってい

ます。 
 

― 日中青少年へのメッセージをお願いしま

す。 
 

楊：お互い先入観を捨てて、自ら経験するこ

とによってこそ、異なる文化の独特の魅力

を感じることができるのです。ぜひ中国に

来てください。皆さんと会えるのを楽しみ

にしています。       
 

 

―・－・―・－・―・－・―・－・―・ 
 

 

 ｢日中青少年交流事業 参加者のその後のス

トーリー｣は、現在、第 14回までホームペー

ジに掲載しています。ぜひご覧ください。 
 

 

第 13回 周子涵さん (2019年の

中国大学生訪日団に参加し、現在

日本への留学を目指して勉強中) 
 

 

第 14回 川上椋輔さん (平成 24

年度(2012年)東日本高校生訪中代

表団に参加し、その後アナウンサ

ーを経て地域おこし協力隊に転身) 

(総合交流部) 

楊浩良さん プロフィール 

中国伝媒大学 国際メディア教育学院で広告

学を学ぶ。2017年（大学 2年時）、「日中植林・

植樹国際連帯事業」中国大学生訪日団第 3 陣

（スポーツ・野球）に参加。卒業後、北海道大

学の研究生として来日し、国際広報メディア

を専攻。現在は修士課程を目指して勉強中。 
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留学生通信 

 

「安楽窩」小記一則 
 

東京大学大学院博士課程 

 (人文社会研究科アジア文化研究専攻) 

 佟 欣妍 

 日本に来たのは 2

年前のことでした。東

京大学の寮、シェアハ

ウス、アパート暮らし

を経て、2020 年 3 月

ようやく後楽寮に入

居することができま

した。今振り返ると、

コロナ危機の直前に

入居できたのが幸いだったと思います。 

 入寮前に同じく留学生の友人から聞いたの

は、食堂で提供される懐かしい中国料理、安

い寮費は勿論のこと、自分が一番感心したの

は、信頼できる管理と人情味にあふれた後楽

寮の雰囲気です。厳しい防疫措置が我々寮生

の安全を守ってくれますし、普段は寮生の皆

さんと留学生事業部の先生たちの思いやりが

留学生活を温めてくれます。 

 日本での留学生活はいつも侘び寂びを感じ

ます。以前の追いかけられるような生活と比

べると、寂しいこともありますが、落ち着い

て静かに生活を見直す時間ができました。こ

こで暮らした 1 年間で寮生の友人から影響を

受けて、書道の楽しみを身に付け、笛や琴を

独学で少しずつ練習し、やっと成果が出てき

ました。これらは以前の生活では予想もでき

ないことでした。 

 おもしろい人といるから楽しい時間が過ご

せます。素晴らしい人といるから居心地のよ

い空間が作られます。夏の花火、冬の雪山、

墨の香り、琴の音、後楽寮で色々な友人と出

会うことをこれからも期待しています。 

● お 知 ら せ ● 
 

◆(公財)日中友好会館広報誌 

「会館だより」廃刊について 
  

 「会館だより」は本号をもって廃刊となり

ます。これまでご愛読いただき、誠にありが

とうございました。 

今後の行事案内、活動報告等については、

インターネット上のホームページとメールマ

ガジンを主として発信いたしま

すので、今までと同様にご関心

をお寄せいただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

メールマガジンへの登録がまだお済みでな

い方は、ぜひご登録ください。 
 

【メールマガジンの登録】 

 氏名・所属・電話番号をご記載のうえ、下

記アドレスまでご連絡ください。 

E-mail：merumaga@jcfc.or.jp 

 

 
日中学院 

  中国語無料公開講座 
 

これから中国語を習い始めようと考えて

いる方を対象に、中国語のあらまし、楽し

さを知っていただくための発音講座です。

お申込みの上、お気軽にご参加下さい。 
 

 

☆入門コース｢あいさつ表現で学ぶ中国語｣ 

中国語初心者の方   
 

☆基礎コース「接客表現で学ぶ中国語」 

週 2回半年、週 1 回 1年程度学習した方 
 

 

12月 11日㈯ 13:00～15:00 (入門、基礎） 

12月 18日㈯ 13:00～15:00 (入門） 

2022年 1月 8日㈯ 

13:00～15:00 (入門、基礎） 

 

【申込み･問合せ】日中学院 

 電話：03-3814-3591 

 E-mail：info@rizhong.org  

mailto:info@rizhong.org
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＊今月の表紙＊ 
   

   汪天貴「雑貨売り」  

  結婚を控えた男が行商に扮し未来の妻に会いに行く物語。 
    

       第 31回 中国文化之日 主催展「Chinese Shadow Puppets 陝
せん

西
せい

皮
ピー

影
イン

の世界」より 

                                 （11月 7日終了） 

 

 

                              2021 年 12 月 1 日発行 第 390 号 
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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 5 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 
 

＊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。 

寄附額 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。 
 

【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 


