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◆2 月談話会 ◆後楽寮春節餃子パーティー 

◆各友好団体の春節行事に後楽寮生が参加 

◆日本文化を学ぶ催しに後楽寮生が参加  

◆後楽寮生がスキーと温泉を体験 ◆後楽寮｢5 ヵ年改修計画｣終了報告 
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● ご 挨 拶 ● 
 

 

 

 

 

 

■ 平成 31 年度を迎えて ■ 
 

 

 

公益財団法人 日中友好会館 

会長代行･副会長 宮本 雄二 

 

 
 

新年度の始まりに当たり、一言ご挨拶申し上げます。 
 

7年前に公益財団法人へ移行した後、日中友好会館もガバナンスの強化に努め、日中関係が低

迷する中、事業の継続と強化に努めて参りました。その基本的な作業は、ほぼ完了したと考え

ております。関係者の皆様のご尽力とご支援に深謝いたします。 
 

昨今、世界が大きな転換点に到達し、日中関係も新たな方向と取り組みが求められておりま

す。会館といたしましても、新たな方向性を見出す必要があると感じております。 
 

私どもの世代になりますと 10 年という歳月は自分の経験と知識の範囲内で判断し行動する、

ある意味で同じことの繰り返しのような気がいたします。ところが同じ 10年間で、10歳だった

子供は 20歳となり、大きく成長しているのです。若い世代は、新しい未知なるものに好奇心を

持ち、思索を重ね、新しいものをつくり出していく力を蓄えています。世界が新たな転換点に

到達した今日、求められているのは若い人たちの感性であり、好奇心であり、創造への意欲だ

という気がしてなりません。問題は、社会として、いかにして彼らの力を十二分に発揮するこ

とのできる空間を作るのかということにあります。 
 

日中関係についても全く同じことが言えます。ほぼ半世紀前の諸条件の中で大きな柱が立て

られ、基本的枠組みが構築されました。半世紀後の今日、客観的諸条件は大きく変化し、新た

な柱が加わり、これまでの柱のウエイトに変化が生じ、基本的枠組みも根幹を維持しつつ、そ

れに応じて変化する必要が生じています。この修正作業は若い世代に主役を演じてもらうのが

最適です。 
 

そのためには先ず日中の若い世代に相手に対する関心をもってもらい、相手のことを理解し、

そして相互関係を考えてもらう必要があります。しかも大きく変動する世界を視野に入れても

らう必要があるのです。これまでの青少年交流事業は、実に大きな役割を果たしてきました。

2019 年は、「日中青少年交流推進年」としてさらに大きな交流が計画されています。これからは

若い人たちの声がますます強く反映されるようにしたいものです。そういう時代を迎えるべく

一所懸命、取り組んでまいります。 
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 ● 行 事 案 内 ●
 

 

日中友好会館美術館 
 

◆貸美術館催事 

｢不思議大国･インド‐鄧予立 

写真展｣ 
 
 

 

 

 

 

 

インドは世界第 7 位の経済大国です。南ア

ジア最大の面積を誇る土地に 12 億人が暮ら

すインドは、多様な民族、宗教、言語で構成

されており、独特の文化や古い慣習が色濃く

残っています。 

タージマハルやアーグラ城塞などのムガル

帝国の栄華を物語る世界遺産、豪華絢爛な結

婚式、貧困層が暮らすスラム街、ガンジス川

の火葬。『富と貧』『生と死』が隣り合い、時

には融合する不思議さに、人々は魅了される

のかもしれません。 

本展では、2018 年 11 月に出版された鄧予

立の著書「摩訶不思議・インド紀行（日本語

版）」の中から選りすぐりの写真約 60 点を展

示いたします。写真を通して『不思議大国・

インド』を感じていただければ幸いです。 

 

【問合せ】 

外為ファイネスト株式会社 

 電話：03-6268-0234 

 

  日中友好後楽会 
 

◆春季ハイキング  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

春のハイキングは神奈川県横須賀市を訪問

し、横須賀美術館と三笠公園の見学、YOKOSUKA

軍港めぐりを行います。後楽寮生と一緒に、

楽しんで参加いただけたらと思います。 

まだ若干の空きがございます。4月 16日㈫

まで参加者を募集しています。皆様のご参加

をお待ちしております。 

 

 

 

◆中国旅行参加者募集  
 

今年の中国旅行は、新疆ウイグル自治区の

ウルムチとトルファンを訪れ、後楽会中国旅

行ならではのプログラムとして、ウルムチ市

内の大学訪問、元後楽寮生との交流会を予定

しています。ウルムチに連泊することで、時

間的、体力的に余裕を持って、周辺の大自然

を楽しむことが可能な日程を組んでいます。 

お申込みの締め切りは 6 月 7 日㈮となりま

すが、振込案内や諸連絡がございますので、

ご希望の方はお早目にご一報いただきますよ

うお願いいたします。 

 

会 期：4月 11日㈭～4月 15日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00 
 

主 催：外為ファイネスト株式会社 
 

入場料：無料     

日  時：4月 23日 ㈫ 8:30 

    後楽賓館前集合 
 

行 先：横須賀美術館、三笠公園、

YOKOSUKA軍港めぐり（神奈川県

横須賀市方面） 
 

参加費：6,000円／人（バス、昼食込） 

三笠公園 
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ウルムチ･トルファン 8日間 
- 少数民族と遺跡･大自然にふれあう旅 - 

 

 

日  程：7月 19日㈮ ～ 7月 26日㈮ 7泊 8日 
 

 

7月 19日㈮ 羽田空港より中国東方航空(17:50発)にて、上海浦東へ。【上海泊】 
 

7月 20日㈯ 中国東方航空にて、ウルムチへ。「バザール」見学。【ウルムチ泊】                          
 

7月 21日㈰ 世界自然遺産の「天山・天池風景区」、「カザフ民族風情村」などの見学。 

      遊覧船にて「天池」遊覧、天山天池湖畔ウォーキング。【ウルムチ泊】 
 

7月 22日㈪ トルファンへ移動。「蘇公塔」、「カレーズ」、「交河古城」、「高昌古城」、 

「ベゼクリク千仏洞」、「火焔山」の見学。夜はウイグル族の民族舞踊鑑賞。 

【トルファン泊】 
 

7月 23日㈫ ウルムチへ移動、遊牧民が生活している「南山牧場」の見学。 

【ウルムチ泊】 
 

7月 24日㈬ 博物館見学、市内大学訪問、元後楽寮生との交流夕食会。【ウルムチ泊】 
 

7月 25日㈭ 中国上海航空にて、上海浦東空港へ。【上海泊】 
 

7月 26日㈮ 中国東方航空にて、羽田空港へ。(16:45到着予定) 

 

参加費用：会員 285,000円／1名 （2人 1部屋利用の場合、空港諸税別） 
 

＊詳細は会員の皆様へ別途ご案内を郵送しておりますが、ご不明な点があればお問い合

わせください。 

バザール入口 

交河古城 

 

新疆ウイグル自治区博物館 

 

ウルムチ市内 

 

魅力あふれるウルムチ・トルファンへようこそ！ 
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◆定例談話会について 
 

4 月は寮生が大学の新学期で何かと忙しい

時期ですので、次回の談話会は 5 月以降にさ

せていただきます。 

詳細は 5月号にてお知らせいたします。 

 

 

◆年会費のお振込みについて 
 

2019 年度分の年会費（個人会員\12,000）

のお振込みに関するご案内を、4 月中に会員

の皆様へ郵送させていただく予定です。 

万が一、案内が届かない場合やご不明なこ

とがございましたら、お手数ですが事務局ま

でお知らせください。今年度も会員の皆様と

寮生の交流が深まり、中国への理解が更に深

まるよう尽力いたしますので、何卒よろしく

お願いいたします。 

 

【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

学習した方が対象です。 
 

① 4月 5日㈮ 18:45～20:45（入門） 

② 4月 6日㈯ 13:00～15:00（入門、基礎） 
 

 

【問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

      https://www.rizhong.org/ 

 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆2月談話会 
 

2月 21日、現在後楽寮生で早稲田大学人間

科学研究科にて社会学を学ぶ、中国社会科学

院研究生院の郄汀潔さんを講師に迎え、「中国

茶道の侘び寂び」というテーマでお話しいた

だきました。 

 

 
 

講義では中国茶道における礼儀、飲茶の歴

史、中国茶の分類を日本茶道と比較しながら

紹介したほか、実際に茶事を披露いただき、

後楽会会員と後楽寮生も舞台に上がり、講師

の指導の下、お茶を入れる体験を行いました。 

談話会後の懇親夕食会では本場の中国茶 4

種類の色や香り、味を楽しみながら、参加者

同士の交流も賑やかに会話の花が咲きました。 

           （後楽会事務局） 

 

 

◆後楽寮春節餃子パーティー 
 

 2月 4日は旧暦の大晦日「除夕」にあたり、

後楽寮食堂では春節餃子パーティーが行われ

ました。夕方 5 時から後楽寮食堂には佐藤常

務理事をはじめ、会館役職員、後楽寮生やそ

の家族など約 100 名が集まり、餃子作りを開

始しました。 

餃子のもととなる具材と、皮のもととなる

小麦粉と水を混ぜたものは、事前に食堂のコ

ックさんたちが準備してくれました。ある寮

郄さん(中央)の指導の下、寮生と会員が体験 



 

 会館だより 2019年 4月号 No.358  

- 5 - 

 

生は麺棒を片手にどんどん皮をのばしていき、

またある寮生は薄い皮に手際よく具材を詰め

ていました。上手なのはやはり中国東北地方

出身の寮生でしたが、あっという間に厨房に

並べきれないくらいのたくさんの餃子ができ

あがりました。 

 

 
 

みんなで協力して作った餃子にはいろいろ

な形があり、中国各家庭の特色が垣間見え、

とても感心しました。そして寮生同士交流し

ながら、おいしい餃子をいただきました。後

楽寮という大家庭で過ごす春節は、また違っ

た楽しみがあったことでしょう。 
 

 

 
 

 

しばらくして食堂のプロジェクター画面で

は、中国の「紅白歌合戦」にあたる恒例番組

「春聯晩会」を映し、さらに春節の雰囲気が

盛り上がりました。 

 中国時間の深夜 0 時（日本時間深夜 1 時）

には、今年も互いに健やかに過ごせるよう、

爆竹の代わりにクラッカーを鳴らし、後楽寮

で迎える新しい年を祝福しました。 

（留学生事業部） 

◆各友好団体の春節行事に後楽寮

生が参加 
  

＜渋谷区日中友好協会 春節のつどい＞ 
 

2 月 9 日、渋谷区日中友好協会主催の「春

節のつどい」が渋谷東武ホテルで開催され、

後楽寮生 6 名と留学生事業部職員が出席しま

した。1月 20日に行われた、しぶやニュー駅

伝と新春かるた大会に参加した寮生が多かっ

たので、渋谷区日中友好協会の会員の方々は

再会を喜んでいたようでした。 

まず渋谷区の長谷部健区長の挨拶、渋谷区

議会議員の方達のご紹介、中国大使館の倪健

参事官の挨拶があり、続いて友好都市である

北京市西城区人民政府外事弁公室の杜慧主任

のメッセージが披露されました。そして後楽

寮生はそれぞれ中国の大学や日本での留学先

など自己紹介をしました。 

懇談交流会の中では寮生の其布爾哈斯さん

がモンゴル舞踊「夢中的額吉」、劉陽さんが漢

代と唐代の舞踊「半壺紗」を披露しました。

その後は渋谷区の皆さんたちとさまざまな話

題で交流し、連絡先を教えあっていました。 

毎年渋谷区日中友好協会には懇親会にご招

待いただいたり、イベントに参加させていた

だいたりしています。また春節や国慶節など、

後楽寮の行事にもご参加いただいています。

今後も今までと同様、活発に交流していきた

いと思います。 
 

  

 

仲間たちと楽しく餃子作り 

渋谷区日中友好協会の方々と寮生たち 

みんなで協力して作った餃子 
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＜北区日中友好協会 日中春節祝賀会＞ 
  

前日降った雪がうっすらと残る 2 月 10 日、

北区日中友好協会主催の「日中春節祝賀会」

が北区立王子小学校にて開催され、後楽寮生

と留学生事業部職員総勢 10 名が参加しまし

た。 

一行が到着すると、北区日中友好協会の丸

山隆司事務局長と会員の柳田昌男さんが寮生

たちを温かく出迎えてくれました。そして寮

生たちは手を洗って身支度を整え、餃子作り

を始めました。今回参加した寮生は全員、寮

の食堂でアルバイトをしているメンバーだっ

たため、役割分担をしながら手際よく餃子を

作っていきました。作業をしながら北区日中

友好協会の方々に自己紹介をしたり、餃子の

包み方を教えたり、あちらこちらで交流が行

われていました。 
 

 

 

 
 

お昼頃には全員着席して、テーブルの上の

料理をいただきました。寮生たちにとって懐

かしい味である「油条」=中華揚げパン、「排

骨」=スペアリブなどが並び、皆大喜びでいた

だきました。また、会の後半にはビンゴ大会

があり、会場は大いに盛り上がりました。寮

生も仲間たちと一緒に楽しいひとときを過ご

したり、北区日中友好協会の皆さんと交流し

たり貴重な機会となりました。 

改めまして北区日中友好協会の皆様に感謝

申し上げます。     （留学生事業部） 

 

◆日本文化を学ぶ催しに後楽寮生

が参加 
  

＜文京区国際交流フェスタ＞ 
 

3月 2日、文京区役所内で「第 13回文京区

国際交流フェスタ」が開催されました。この

催しは、国際交流フェスタ実行委員会・文京

区主催で、区内外に生活する外国の皆さんに

日本の文化を体験してもらおうと、毎年この

時期に行われています。 

日中友好会館は国際交流サロンに出展、後

楽寮からは 3 名の寮生が交流ボランティアと

して参加してくれ、来場の皆さんに中国の文

化や会館事業の紹介をしました。国際交流サ

ロンには様々な国の参加者がいましたが、会

館ではワークショップとして、マグネット作

りと折り紙体験（パンダ作り）を行い、子ど

もたちに楽しんでもらいました。 

また寮生たちは中国に関する質問に答えた

り、自分の出身地の名所旧跡を紹介したり、

中国語の発音方法を教えたり、慌ただしいな

かでも笑顔が絶えませんでした。 

おかげさまで日中友好会館のブース来場者

は 120 名を超え、会館と後楽寮を地元文京区

にアピールすることができました。寮生たち

にとっても、区民の方々と触れ合う大変有意

義な一日となり、関係者の皆様に感謝申し上

げます。 

 

 

 

会員の皆さんとテーブルを囲む 

（北区立王子小学校） 

ブースの前で成澤廣修文京区長(左 2)と 

ボランティアの寮生達 
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＜北区日本文化体験イベント＞ 
 

3月 3日、北とぴあにて北区役所主催の「日

本文化体験イベント」が行われ、寮生 16名が

参加しました。毎年北区よりご案内をいただ

き、沢山の寮生が日本文化を体験しています。

当日は茶道・琴・折り紙・生け花の 4 つを各

グループで順番に体験しました。 
 

 

 
 

茶道では茶器の鑑賞やお茶の飲み方、実際

にお茶を点てる体験もしました。琴は楽器の

説明と先生の演奏を聞き、「うれしいひなまつ

り」をそれぞれ先生に指導してもらいながら

全員で合奏しました。折り紙は鶴や兜、風船

を講師に教えてもらいながら折りました。 

寮生たちは茶道と琴の際の正座と折り紙で

かなり苦労していたようです。生け花は準備

していただいた枝や花を長さや角度を変えて

自分なりの作品を制作しました。出来上がっ

た作品はそれぞれ持ち帰り、各自の部屋に飾

っていました。 

今回も各講師の方々や北区総務課の皆様に

は大変お世話になりました。改めてお礼を申

し上げます。      （留学生事業部） 

 

 

 

 

 

 

◆後楽寮生がスキーと温泉を体験 
 

3 月 7 日から 8 日にかけて、群馬県万座温

泉で後楽寮生と留学生事業部職員の一行 44

名がスキーと温泉を体験しました。毎年この

時期の恒例行事として定着し、今年で 8 回目

になります。 

万座温泉にあるホテル、日進館の大野克美

前社長は、留学生寮を運営している(公財)東

南アジア文化友好協会の理事長でもあります。

そのため、留学生にとても理解があり、今年

も宿泊をはじめ、スキー用具とスキーウエア

のレンタルなど学生価格で対応して下さり毎

回大変お世話になっています。 

朝 9 時にバスで新宿を出発、昼過ぎに万座

山へ近づくと雪道になり、だんだん雪国へと

変化していく様子に寮生は歓声をあげていま

した。そして硫黄のにおいが強くなってきた

ところで目的地の万座温泉に到着しました。 

1 日目はスキー靴の履き方や止まり方、転

び方など基本動作の説明と少しずつ滑る練習

をしました。スキー経験者が若干名いたので、

お互いコツを聞いたり滑っている姿を見たり

しながら練習していました。スノーボードは

経験者が中心となって滑りました。 

 

 
 

 スキーを終え、夕食会場では地元産の野菜

で作られた料理をそれぞれ好きなように皿に

取り、それを写真に撮ったりしながら賑やか

に夕食をとりました。その後、大浴場で様々

な湯船に入ったり、少し離れた場所にある露

茶道体験にて 

さすが茶道経験者！ 
 

参加者の郄さんは日中双方の茶道に詳しく(4 頁参

照)、中国にいた時から、日本文化サロンなどでお点

前を披露していました。お茶の点て方も見事で先生

方もビックリしていました。   （留学生事業部 T） 

体をほぐしてスキーの準備万端 
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天風呂へ行って日頃の疲れを取り、ロビーで

歌謡ショーなども楽しみました。 

翌日は朝食後、温泉でゆっくりしたい人と

スキーを続けたい人に分かれて楽しみました。

今回は 2 日間とも吹雪で天候が悪く、滑るコ

ースが限られていましたが、一生懸命練習す

る人、ひたすら自撮りをする人など、それぞ

れ満喫したようで、帰りのバスに乗った途端、

ほとんどの寮生が熟睡していました。参加し

た寮生からは、「温泉はとても気持ちがよく、

朝一番に入った露天風呂は雪景色も見えて感

動しました」という感想や、福建省出身の寮

生は「初めてこんなに積もっている雪が見ら

れた上に、スキーも上手く滑れて大満足で

す！」と感激していました。 

1 泊 2 日の短い日程でしたが、毎日勉強や

研究が忙しい中、寮生にとってスキーでスト

レスを発散し、温泉でリラックスできたと思

います。日進館には改めて御礼申し上げます。 

（留学生事業部） 

                            

 

◆後楽寮｢5ヵ年改修計画」終了報告 
  

後楽寮と後楽寮研修棟(後楽賓館 2、3 階)

は日中友好会館の公益事業の柱であり、中国

留学生・研究員の居住施設となっています。 

寮と研修棟の双方で竣工から 25 年以上が

経過し、各所で汚損や劣化が進んだことを受

け、2013年に後楽寮 5ヵ年改修計画がスター

トし、順次工事を進めて参りました。一部工

事が 6 年目に順延となりましたが、2018 年 6

月を以って無事全ての工事を終了しました。 

本計画は日夜学業に励む寮生からの要望を

ふまえ、食堂・閲覧室・図書室等の壁の塗り

替え、テーブルや椅子・本棚の整備、廊下の

タイルカーペットや各階ラウンジのタイルの

更新など、屋内外の共用部を中心に、より快

適で充実した住環境の提供を目的として工事

を行いました。 

 

 

 

また本計画の遂行に当たっては、各方面の

法人・個人から寄附金を募って工事費に充当

させていただくこととなり、皆様から頂戴し

た貴重なお志を、本計画に有効に活用させて

いただきましたことに改めて深く御礼申し上

げ、謹んで計画の終了をご報告させて頂きま

す。 
 

【結果報告】 

寄附金総額 ： 36,889,776 円 

(2013 年 4月～2018年 3月) 

総  工  費 ：139,753,000 円 
 
 

2020 年には後楽寮は竣工から 35 年目、後

楽寮研修棟は 33 年目を迎えます。後楽寮「5

ヵ年改修計画」は終了致しましたが、引き続

きこれらの施設を適切に維持管理していくこ

とが肝要であり、中国からの留学生が生活の

基盤であるこれらの施設で、充実した留学生

活を送れることを願って止みません。 

（資産管理部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

後楽寮 タイルカーペット、居室扉の更新 

今月号より「会館だより」デザインを 

一部刷新いたしました。  

 当会館の事業をこれまで以上に、より 

わかりやすく、皆様にお届けします。  

 今後ともよろしくお願い致します。 
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留学生通信 

 

 

赤い椅子 
 

早稲田大学大学院博士課程 

（創造理工学院建築学専攻）酈 文㬢 
 

日本での 1年目は

小論文を書き、それ

が順調に日本で権

威ある学術雑誌に

掲載された。現在、

博士論文に取り掛

かっている。ここで後楽寮入寮時の思い出を

少し書き記したい。 

2017 年 3 月最後の日、私は後楽寮に来た。

建築デザイン専攻の私は、空間理論と絵画の

相関性の研究をするため、日本へ来たのだっ

た。ある友人が寮内を詳しく案内してくれ、

その後すぐ食事のために地下 1 階へ向かった。

けれどもう既に終業の様子。見るからに、食

べる物は何もなさそうだった。ちょうど食事

を終えた夏瑛先生に出会い、私の状況を説明

すると、そのまま調理師に向かって「彼はた

った今、日本に着いたところで、寮のことは

詳しくない」ことを伝えた。すると調理師は

大皿に載った鶏の手羽先を素早く私に準備し

てくれた。そして“出門在外”（旅に出ている

のですね）と温かい一言。 

私は一人で傍らにあった赤い椅子に座り、

黙々と東京へ来て初めての食事をとった。後

で知ったことだが、食堂に置かれているこの

椅子は、30数年前に後楽寮が建てられた当時

から全く変わっていないという。何代か前か

ら留学生たちがここで生活し、学び、友人を

作った。この赤い椅子もきっと私のことを忘

れないだろう。 

後楽寮は私の日本の家だ。先生方や仲間た

ちと過ごす日々は私に喜びを与えてくれる。

私はこれを大切にしたいと思う。 

異文化体験の新鮮さ 
 

早稲田大学大学院博士課程 

（文学研究科日本語学専攻）呂 妍 
 

日本語と出会

い、いつか自分で

日本の生活を体

験しようという

夢を持っていま

した。修士課程在

学中、交換留学生として初めてこの地を踏み、

日本語で日常茶飯事を体験するという楽しく

て新鮮な感じを今でも時々思い出します。 
 

再び日本に留学に来てから、あっという間

に 4 年経ちました。そのうち、後楽寮で過ご

した 2 年は、まるで慣れた留学生活から芽生

えた新緑のようです。 

昨年 2 月に行われた｢文京区国際交流フェ

スタ｣や 4 月に行われた｢わんぱく相撲文京区

大会｣では、私は寮生委員会の一員として、後

楽寮展示ブースや寮生のパフォーマンスに協

力しました。 

国際交流フェスタでは、寮生たちは日本の

着物や茶道を体験できましたし、日本人の

方々は中国伝統芸能の｢変面｣などを鑑賞する

ことができました。わんぱく相撲大会では、

地元の小中学生たちと一緒に、中国の伝統ゲ

ームの｢華容道｣パズルで遊んだり、パンダの

折り紙をしたりして、とても楽しい時間を過

ごしました。 

このときはお互い国籍に関係なく、一緒に

考えたり笑ったりしました。異文化体験から

感じた新鮮さは、何人も同様ではないでしょ

うか。このように楽しい異文化体験なら、日

中の友好関係にもささやかな力になれると思

います。 

後楽寮を通じて、たくさんの異文化体験の

機会をもらいました。きっと私のかけがえの

ない宝物になることでしょう。 



 

 会館だより 2019年 4月号 No.358  

- 10 - 

 

 

● コ ラ ム ● 

 

半瓶醋          道 
 

理事長のコラム  
 

(公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

 

昨今、いちいち例を挙げるまでもなく、世界は｢利｣を目指し、あちらこちらでさまざまな問

題が起こっている。おそらく歴史を見ても同じようなことがなんども引き起こされているのは

間違いないところだ。「利」を求めること自体は、ことさら非難されるべきことではないが、そ

こに理想を求めているのも中国の智恵である（老子「天之道利而不害、聖人之道為而不争」）。 
 

日本には商売人にも道徳のような厳しい正直を要求していた時代があった。それは中国の孔

孟の道にも相通じるところがあった。中国は尭舜の治世のような理想の政治が行われた時代は

短かった分だけ理想は一層高くなったのだと思う。日本では二宮尊徳の治水工事や農地干拓事

業、上杉鷹山の米沢藩政改革などが、その孔孟の高い理想をまともに追求し実践した好例だろ

う。番外では、徳川幕府が、盲人の保護のために特別の措置として、盲人の高利貸しを公認し、

盲人から借りた金を返さない場合は、その借りた人間を罰した。また、医者と産婆には、人命

にかかわる緊急の場合、大名行列を横切る権利を与えていたそうである（『氷川清話 付 勝海舟

伝』角川文庫）。これは「礼記礼運篇｣に言うところの｢大同｣社会の実践と言えないこともない。 
 

現在の中国が目指す社会は｢小康｣といっているが、日本ではまずまずの生活が出来る経済状

況と訳されているようだ。しかし、小康社会は、社会のありようについて述べられている。例

えば、自分の家族のために働き財貨を私有すること。戸締りをして自分や家族を守ること。法

規制度により、土地の境界が定められること。賢知が尊ばれるべきこと、功を立てれば報われ

ること等々。一方、小康社会では、才知が幅を利かせ、いざこざも起こるが、大切なことは過

失を諭し、仁を示し、謙譲を教えることだとしている。繰り返していえば、小康社会は、まず

まずの生活と言う経済的な利益追求にとどまらず中国の伝統的な一つの社会の姿として理解す

ることが重要だと思う。 
 

中国はおそらく社会のありようとしての小康社会の理想の実現を目指すことになると私は考

えている。 
 

孔子は、大同社会はとても実現できないとして次善の社会を小康社会と言っているようだが、

この実現できないと言われる大同社会こそ、我々が理想として学ぶべき価値があるのも確かで

ある。親子や夫婦のあり方、鰥
か ん

寡
か

孤独
こ ど く

などに手を差し伸べる生き方が示されている。 
 

年号が変わるときの連休を利用して読書を考えている向きには『四書五経』（竹内照夫著／平

凡社東洋文庫）をお勧めしたい。 
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＊今月の表紙＊ 
 

『風蘭』  中国画  作者：王玉珏                   

日中友好会館所蔵品 
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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 


