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◆令和 2 年度を迎えて 

 (公財)日中友好会館 会長代行･副会長 宮本雄二 
 

 

《日中友好後楽会》 

◆2020 年中国旅行中止のお知らせ ◆定例談話会について 

◆年会費のお振込み案内について 
 

 

◆主催展｢ちいさな世界の物語 中国練り粉人形展｣を終えて 

◆北区日中友好協会春節祝賀会 
 

 

◆幸せな私 ◆後楽寮との絆 
 

 

◆半瓶醋－理事長のコラム｢見えない敵｣ 
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● 挨 拶 ●  

 

 

■ 令和 2 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 

 

 
 

4 月より新しい年度を迎えます。本来はめでたい時期であり、慶賀の辞を述べるべきですが、

新型肺炎の突発により、情況は大きく変わりました。この原稿を書いている時点で、中国の状

況は依然として楽観を許さず、日本も新たな段階に入り、世界にも広がり始めています。感染

症は典型的な｢国境を越える全地球的課題｣であり、人類共通の課題であることを改めてはっき

りと示しました。 
 

 2002 年 12 月に中国で SARS(重症急性呼吸器症候群)が発生し、世界に拡散しました。それか

ら 17 年経った昨年 12 月、新型肺炎が再び中国を襲ったのです。この間、世界経済のグローバ

ル化は急速に進み、中国経済はその中に完全に組み込まれました。しかもその規模はほぼ 10倍

となり、世界経済に占める割合も約 4倍の 18パーセントを超えました。あらゆる意味で中国の

存在感は増し、世界に及ぼす影響は拡大していたのです。 
  

米国は中国を自国の地位に挑戦する｢異質の大国｣と位置づけ、この｢戦略的競争相手｣に全面

的に対抗する方針を固めました。ワシントンでは中国を米国から切り離すデカップリングが真

剣に議論されています。人の往来が止まり、サプライチェーンが分断され、中国経済が失速す

ると世界にどのような影響が及ぶか計り知れません。今回の新型肺炎は正に中国をデカップリ

ングしたらどうなるかを示し始めている気がします。 
  

世界は恐らく中国の切り離しに耐えられないでしょう。中国を切り離せば世界経済は縮小し、

国民の生活水準は下がります。それに耐えられる国はどれ位あるのでしょうか。感染症だけで

はなく地球温暖化や環境問題など国境を越える問題を中国抜きで解決できるのでしょうか。宇

宙やサイバー、新技術の分野において競争だけに任せておいて良いのでしょうか。すべてを科

学技術の発展に委ねてしまうことが、本当に人類を正しい方向に導く唯一の道なのでしょうか。 
  

やはり国際社会は協力し合い、助け合い、共に知恵を出さなければならないのです。米国も

中国も、どちらが世界を牛耳る覇者になるかの競争ではなく、大局観を持って将来を見据え、

賢く競争をし、賢く協力をするべきです。そして｢人類運命共同体｣として、人類にとり生きる

価値のある平和で寛容な、より良い世界をつくることに、全世界の人たちと共に進むべき時代

となったのです。今回の新型肺炎が一刻も早く収束し、そういう新しい世界に人類を誘う一歩

となることを念じて止みません。                   （2月 28日記） 
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● 行 事 案 内 ●  
 

 

  日中友好後楽会 
 

◆2020年中国旅行中止のお知らせ 
 

夏頃に予定していました後楽会中国旅行は、

新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、

中止とさせて頂きたく存じます。 

楽しみにされていた会員の皆様にはご迷惑

をおかけいたしますが、ご理解いただけます

ようお願い申し上げます。 

 

 

◆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。 

 

 

◆年会費のお振込み案内について 
 

2020 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。 

今年度も引き続き、会員の皆様と後楽寮生

の交流機会を増やし、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 堀口、緒方 

電話：03-3811-5305  FAX：03-3811-5263 

E-mail: kourakukai@jcfc.or.jp 

● 活 動 記 録 ●  
 

◆主催展｢ちいさな世界の物語 

中国練り粉
ね  こ

人形展｣を終えて 
 

 日中友好会館主催展「ちいさな世界の物語 

中国練り粉人形展」が１月 18日～2月 8日の

会期で開催され、19日間で 1,543人の方にご

来場いただきました。 

 

 

練り粉人形は、中国で｢面塑｣や｢面花｣など

と呼ばれている小麦粉や米粉を材料にして作

った民間工芸品です。本展では中国国家級無

形文化遺産に登録されている上海の練り粉人

形を中心に 82セットを展示しました。 
 

 

 

 

練り粉人形が中国で｢音のない劇」と評され

ていることから、その世界観を活かすこと、

民間工芸ならではの親しみやすさを伝えるこ

とを意識した展覧会作りを行いました。来場

者の方からは、「表現が豊か。見ていてその場

の情景が感じられた」「子供たちの声や京劇の

開幕式テープカット 

中国大使館蘇涛一等書記官(左 3)、上海工芸美術博物館 

陳毓其常務副館長(左 4)、外務省丸山浩一地域調整官(右 3） 

小さい作品に目を凝らす来場者 
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楽器、歌唱、せりふなどの音までも聞こえて

くるような気がする」というコメントも寄せ

られ、日本ではまだ馴染みが薄い「練り粉人

形」という分野を日本に紹介することができ

ました。 

 また、高さ 10 ㎝ほどの小さな作品が多く、

ゆっくりと時間をかけて鑑賞する来場者の姿

が多くみられました。作品の写真を撮る方の

中には、携帯電話ではなくカメラを使って撮

影する方が多かったのも本展ならではの特徴

でした。 

 

 

 

一般公開に先駆けて 1月 17日に開催した開

幕式には、中国大使館文化部 蘇涛一等書記官

や外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第一

課の丸山浩一地域調整官をはじめとしたご来

賓の方々にお越しいただきました。開幕式後

は、出展作家の陳瑜氏と容淑芝氏による制作

実演を行いました。小麦を蒸してできたかた

まりが、目の前であっという間にかわいらし

い人形に変わっていく様子に、一同目を凝ら

して見入っていました。 

会期中には、「こども粘土教室（1月 18日）」、

「ミュージアムコンサート（1月 24日）」、「ニ

ューフラワーアート（樹脂粘土のワークショ

ップ・1月 28日）」、「おはなし会（2月 8日）」、

「中国グッズ抽選会（毎週土曜日）」のイベン

トを開催しました。㈱創通エンタテイメント

に許可を得た「機動戦士ガンダム」練り粉人

形の制作と展示もあり、若い方をはじめとし

た幅広い層の方に楽しんでいただきました。 

出展作家の湯健氏を講師に迎え開催したこど

も粘土教室は、定員を超える申し込みがあり、3

歳～11 歳のこどもとその保護者 20 組が参加し

てくれました。見本にとらわれず、独創的でか

わいらしいパンダを作るお子さんもいて、お互

いの作品を見せ合って会場は盛り上がりました。 

おはなし会は、文京区立図書館で絵本の読み

聞かせを行っている｢ふらここの会｣にお越しい

ただきました。十二支や展示作品にもあった「お

おきなかぶ」を題材にした絵本や紙芝居、手遊

び歌などをみんなで楽しみ、和やかな時間を過

ごしました。 

主催展来場者の年齢層の統計を見ると、「20

～30代男性」の 2019年度平均は 6.9％と比較的

低い数字ですが、今回は 11.7％という 2倍に近

い結果となりました。これもひとえに「機動戦

士ガンダム」の効果と、親子イベントにいらっ

しゃったお父さん方の「イクメン」効果による

ものなのではないかと思います。 
 

 

 
 

 

文化事業部では 2020年度も引き続き、世代

を超えた多くの皆様に楽しんでいただけるよ

うな催事を企画してまいります。どうぞご期

待ください。       （文化事業部） 

 

出展作家・陳瑜氏による制作実演 

こども粘土教室(1月 18日) 
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◆北区日中友好協会春節祝賀会 
 

 2 月 2 日、北区日中友好協会主催の「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ほか総勢 14 名

が参加しました。今年は新型コロナウイルス

の影響で、直近中国への渡航歴のある方の参

加自粛もありましたが 100 名以上が集まりま

した。 

王子小学校ランチルームに到着すると寮生

たちは手洗いとアルコール消毒をして身支度

を整え、餃子作りを始めました。役割分担を

しながら手際よく皮を伸ばしたり、北区の方

たちに餃子の包み方を教えたり、それぞれ交

流しながら餃子作りが行われました。 

 

 
 

 

 

 12時過ぎには全員着席し、花川與惣太会長

（北区長）の挨拶や来賓の祝辞があり、パー

ティーが始まりました。寮生たちはテーブル

の上に並べられた茹でたての餃子や油条（中

華揚げパン）、スペアリブなどを食べながらパ

フォーマンスを楽しみました。途中、北区か

ら選ばれた東京五輪聖火ランナー3 名と北京

五輪の近藤欽司卓球女子監督の紹介がありま

した。会の後半にはビンゴ大会があり、丸山

隆司事務局長の進行でさらに会場は盛り上が

りました。寮生も仲間たちと一緒に楽しいひ

とときを過ごすことができました。 

 また、会の最中には新型コロナウイルスに

立ち向かう中国にエールを送るため、「中国加

油！武漢加油！」と参加者全員から何度も声

があがりました。北区日中友好協会では、北

区と姉妹区の北京市西城区へマスクを届けよ

うという呼びかけもあり、留学生事業部から

もわずかばかりですが提供しました。2 月 20

日までに 1,000 枚以上のマスクが集まり、後

日発送の報告もいただきました。 
 

 

 

 

 改めまして北区日中友好協会の皆様に感謝

申し上げますとともに、この状況が一日も早

く終息することを祈りたいと思います。 

（留学生事業部） 

 
 

 

日中学院 特別講座 
 

中国茶を楽しもう 
 

お茶の起源や嗜みの歴史などについて、

毎回美味しいお茶をいただきながらお話 

します。詳しくはお問合せください。 
 

開講期間：4月 16日㈭から(全 9回) 

      木曜日 10:00～12:00 

受講料：35,100円(入学金なし) 

材料費：一回 500円程度 

定員：15名 

教材：オリジナルプリント 

講師：安田薫子 
 

【申込み・問合せ】日中学院 

TEL:03-3814-3591 

HP: www.rizhong.org 

北区区民と餃子作りをする寮生 

北区日中友好協会の方々と 

tel:03-3814-3591


 

 会館だより 2020年 4月号 No.370  

 

- 5 - 

 

 

 

留学生通信 

 

 

幸せな私 
 

東京大学大学院博士課程 

（工学系研究科社会基盤学専攻）呉 松熊 
 

多くの留日学生と

違って、私には特に壮

大な夢があったわけ

でも、特に難しい事情

があったわけでもな

い。大学院を修了する

前、最後の最後に外国

へ留学することを決

めた。縁あって日本行

きを選択し、充実した有意義な日本留学の旅

が始まったのである。 

大学院生のときの研究内容は「海上風力発

電機の建設技術について」であり、留学先の

東京大学の研究室は、その研究領域では先駆

けであった。私にとっては、その点とても幸

運だった。自分でも驚くほど、研究室を訪れ

ることがとても嬉しく、学ぶことの楽しさを

知ったのだった。 

日本に来たばかりの頃、入学式で初めて指

導教授と対面し、感激したことを覚えている

（当時は緊張して、あまり話せなかった）。そ

してあっという間に私は東京大学で二度目の

春を迎えようとしている。この二年間、数え

きれないほどの貴重な知識と素晴らしい思い

出を得ることができた。 

日本は世界の工業水準をリードする存在だ。

日本の研究者たちが学術研究に対して誠実に

取り組む様子は、私にとってよい刺激となっ

ている。 

あと何年か後には、この東京で過ごした

日々が、私の中で最も美しく輝く記憶の一つ

となっているだろう。 

 

 

後楽寮との絆 
 

早稲田大学大学院博士課程 

（教育学研究科教育基礎学専攻）劉 琦 
 

一つの言語を学ぶ

ことは、一つの文化

を学ぶことでしょう。

今、私はこのことを

強く実感しています。

日本語を選んだから、

こうして日本とのご

縁が結びついたと思

います。 

日本について漫画以外何も知らなかった私

は、9年前北京師範大学の日本語学科に入り、

日本文化を学ぶ旅に出ました。2013年、中国

日本友好協会と日中友好会館のおかげで、初

めて日本を訪れるチャンスをもらいました。

泊まったところはまさに飯田橋駅の近くでし

た。 

5年後、もう一度日本に勉学に来て、大変

ありがたいと思うのは、長い歴史を有する後

楽寮に入寮できたということです。後楽寮の

先生たちはいつも温かく微笑んでくれます。

また、たくさんの親友ができました。とりわ

け、優しい夏瑛先生からのいろいろな助けと

指導をいただきました。寮生委員会の仕事、

中日翻訳や文化体験のチャンスなど、これら

の経験により、私はとても鍛えられました。 

後楽寮のすべてが、幸せの始まりです。ど

んなに辛いことがあっても、後楽寮に帰った

ら、徐々に力が回復します。後楽寮を通じて、

優しい日本の方々とも知り合いました。田中

さんからいただいた桜餅、長野県の原山さん

のリンゴ、堀内さんの桃などの温情をずっと

忘れられません。後楽寮との絆はこれからよ

り深くなっていって、後楽寮の皆様に少しで

も恩返ししたいと思います。後楽寮は我が家

です。 
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● コ ラ ム ● 
 

 

 

半瓶醋        見えない敵 
 

理事長のコラム  

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

2月 24日開催された全国人民代表大会常務委員会で 3月 5日から開始予定であった第 15期全

人代第三回会議の延期が決定されたことを日本の新聞各社が 25日に一斉に報じた。新型コロナ

ウイルスの拡散防止に目途がつかなければ一年の計画は策定できないということだろう。 

昨年末、武漢市当局より先に新型コロナウイルス肺炎症例を SNSで発表したことが｢事実でな

いことを発表し社会秩序を乱した｣として武漢市公安から訓戒処分を受けた李文亮医師が、2 月

7日に新型肺炎で死亡したことを 8日付けの読売新聞が伝えていた。 

その後も新型コロナウイルスの感染拡大関連にかかわるニュースは絶えることなく伝えられ

ている。(これを書いている 2月 25日現在) 
 

2 月 14 日の読売新聞は｢感染経路わからず｣との見出しで｢4 都県に新たな感染者が出た｣こと

を伝えていた。新たな感染者が出た地域の責任者は事案の発表に際して感染拡大を防ぐため冷

静な対応を呼びかけていたのは良かった。しかしながら、これ以降、事態は大きく変わり感染

経路がわからないことによる対応の難しさが浮き彫りにされている。クルーズ船ダイヤモンド

プリンセス号での集団感染の対応もまた難しかったようである。 

厚生労働省は 2 月 19 日から 20 日にかけて下船した乗客のうち 23 人(日本人 19 人)が下船前

に実施することになっていた検査を受けていなかったことを明らかにし、検査を進めるという

が当然だろう。また、NHK 国際放送によるとクルーズ船内で診療に当たったある医師は、｢医療

チームメンバーは、規定を厳格に守らず、マスクをしない医師や、医療本部に戻る際、防護服

を着替えない医師もいた。それぞれ各人の思い通りやっていた。自分はその時から伝染が拡大

するのではないかという予感がした｣と話していたようだ。この医師は決められたことをしっか

りと実行するよう進言しなかったのだろうか気になるところだ。 
 

ウイルスのような見えない敵に対処するには、決められたことはしっかりと実行し、ほころ

びを見せないこと、うやむやにしないことが求められるだろう。事実を見ていないからと言っ

て、その事実が存在しないということにはならない。 

今回の集団感染が発生したダイヤモンドプリンセス号は英国船籍で、国連海洋法条約では公

海上にいる限り船籍国に対し海上での安全確保に必要な措置を求めているものの、感染症対策

については明記されていないそうだが、日本は新たなルール作りを提起したい考えであること

を読売新聞(2月 20日)は伝えている。一方、文部科学省は 20日、日本の国立大学と中国を含む

アジア 6 か国の研究機関がそれぞれ連携し、新型コロナウイルスのアジア共同研究を始めるこ

とを発表した。(読売新聞 2月 21日) 
 

これは今回の悪夢のような新型コロナウイルス肺炎のショックから立ち直る勇気を各国に与

えるのみならず、これほど国際化された世界では多くの国の各分野における協力こそ｢目に見え

ない敵｣と戦う強力な武器になることを示すことになると思う。日本はぜひリーダーシップを取

ってもらいたいと思っている。 
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＊今月の表紙＊ 
 

「符号胡蝶」 中国剪紙 山西省 

「中國剪紙の世界」図録より 
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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 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 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 


