
会 館 だ よ り  1 月号
2020 年

 

 

 

公益財団法人 日中友好会館 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年頭挨拶 

 

特集 
 

 

行事案内 

 

 

 
お知らせ 
 

 

活動記録 

 

 

 

 

◆(公財)日中友好会館 理事長 荒井克之 

◆(公財)日中友好会館 中国代表理事 鄭祥林 
 

 

◆第 29 回 中国文化之日「孔雀の舞う楽園」を終えて 
 

 

《日中友好会館美術館》 

◆主催展「ちいさな世界の物語 中国練り粉人形展｣ 

《日中友好後楽会》 

◆新春談話会 
 

 

◆日中友好会館事務局 業務お休み 
 

 

◆後楽会会員総会 ◆2019後楽会(中国)友好聯誼会年次総会 

◆後楽寮生が藤沢市で視察体験学習に参加 

◆後楽寮生が秋の行事に参加 ◆国会見学の感想 

◆｢JENESYS2019｣中国社会科学院青年研究者代表団第 2陣 

◆｢JENESYS2019｣中国青年メディア関係者代表団第 2陣 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣2019年度中国大学生訪日団第 2陣 
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年 頭 挨 拶 
 

（公財）日中友好会館 理事長 荒井克之 
 

明けましておめでとうございます。 
 

日中友好会館にとって、昨年のトピックスの一つは程永華中国大使が 2010年 2月の大使着任

以来、2019年 5月の帰任まで 9年 3ヶ月に及ぶ駐日中国大使在任を終えての離任でした。程中

国大使には会館の｢名誉顧問｣を長くつとめていただいたからです。会館の運営する留学生寮・

後楽寮には、東大・早大などで学ぶ博士課程の留学生が常時 190 名ほど滞在していますが、何

度か足を運ばれ、学業成就とともに祖国への貢献や日本人との積極的な交流についても期待を

表明されていました。後楽寮の留学生は、一般の日本人との交流の機会を通じ、留学生の日本(人）

理解と日本人の中国(人)理解に役立っています。 
 

程大使は帰任後も日中の交流事業に積極的に参加しているようで、昨年 10月末に日本の言論

NPO と中国国際出版集団の主催で、北京にて開催された｢東京－北京フォーラム｣で講演し、日中

青少年交流やメディア交流事業の双方向の発展に対して積極的な発言をされています。 
 

昨年 11月 4日付けの｢中国新聞周刊｣のインタビュー記事によれば、2016年杭州 G20サミット

における、安倍首相と習近平国家主席との会談が行われたときの様子を、その場に居合わせた

程大使は｢我当时就觉得双方说话对上路了｣と伝えています。おそらく｢二人の話はかみ合ってい

る｣という意味だと思いますが、程大使がその記事の中で大使在任中の日中関係について感じた

ことを｢波澜起伏 迂回曲折 爬坡过坎 但好在最后重回正轨｣(※波乱万丈、紆余曲折、山あり谷

あり、だがよいことに最後は軌道に戻った)と表現していることから見れば、安倍首相と習近平

国家主席の杭州 G20 サミットの会談によって今後の交流が歯車のように噛み合ってよい方向に

行くことを期待できると、その時すでに実感したのでは無いでしょうか。 
 

2017 年 9月 28日は、衆議院解散の日でした。この日は中国大使館主催の国慶節と中日国交正

常化 45 周年を祝う行事が開催されましたが、安倍首相は小雨降るなか、渋谷での街頭演説を終

えると即会場まで駆けつけ、この場で、李克強総理の訪日と自身(安倍首相)の訪中、そして習

近平国家主席の訪日と続く首脳外交を提案したことは、今考えると 2016年杭州 G20サミットで

の両首脳の良好な関係が続いていることを示しているように思えます。 
 

会館の次期名誉顧問をお引き受けいただいた孔鉉佑中国大使も昨年 7 月 5 日には会館を訪問

いただきました。その後｢後楽寮｣の中国留学生を前に母国への貢献、日中民間交流における積

極的な役割に期待を表明されました。 
 

今年は、桜の咲く春爛漫のころ、習近平国家主席の国賓としての訪日が準備されています。

日中関係の真の安定により世界に｢春爛漫と言うべき平和｣が訪れることになる意義は大きいと

考えています。｢言うべきを言わない、言うべからざるを言う｣ような振舞いはしない(孟子尽心

章句下・岩波新書)真の友好関係を強化し、世界に貢献できる日中関係が構築できることを願っ

ています。会館としては、本年も友好関係深化に資するさまざまな交流を実施していきたいと

考えています。 
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年 頭 挨 拶 
 

（公財）日中友好会館 中国代表理事 鄭祥林 
 

 

70 回目の新しい中国の国慶節と新しい「令和」という年号を迎えた、両国にとって新時代の

年の初めに、中日両国において、関係改善の兆しがはっきりと表れてきましたことに、心より

喜びを感じているとともに、新年のご挨拶を送ります。明けましておめでとうございます！ 

 

“中日青少年交流促進年”の昨年、二回目の中日両国大学生による 500人交流大会が 11月都

内ホテルで成功裏に行われました。一昨年の交流大会も良かったのですが、今回は双方のパフ

ォーマンスや、総勢 9 人の大学生がお互いの国を訪問し、自分が見つけた相手国の魅力を写真

と短いフレーズにまとめて発表しました。中日両国で活躍されている声優の劉セイラさんの司

会で、活発に意見交換等をしていました。大会最後に中日大学生による“友情の誓い”も発表

しました。 

 

また交流大会前日には、中日大学生 15 人ずつによる対話を実施、三つのグループに分かれ、

「若者カルチャー、理想の働き方、オリンピック大会後の施設の有効活用」について盛んに議

論した上で、双方の代表が登壇して懇談の成果を発表しました。 

現場にいた私はいずれの交流も大変面白く、形式も新鮮で成果のあった交流だと思います。

交流内容を聞いて時々感動したりして、国は違っても若者は同じではないかと思い、この様な

若者同士の多種多様な交流が今後どんどん増えれば良いなあと思いました。 

 

いよいよ半世紀を迎えようとしている両国の国交正常化、その期間には、風雨の激しい時期

もありました。今後もいろいろとあるでしょうが、“求同存異” という言葉のように、互いに

理解して、尊重するということは最も大事なことではないかと思います。これから青少年交流

をずっと続けていけば、真の“中日新時代”が迎えられるものでしょう。 
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● 特 集 ● 
 

 

第 29 回 中国文化之日「孔雀の舞う楽園」を終えて 
 

 

悠久の歴史にはぐくまれた多彩な中国文化を皆さまにお届けする催し「中国文化之日」――。 

昨年実施した第 29 回は「孔雀の舞う楽園」と題し、2019 年 10 月 18 日～20 日の 3 日間、日中

友好会館大ホールにて｢雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演｣を、また日中友好会館美術

館では、9月 27日～10月 20日の会期で「雲南省シーサンパンナの少数民族衣食住展」を開催、

合わせて 2,600 名を超えるお客様にお越しいただき、おかげさまで大盛況のうちに幕を閉じま

した。 

 
◆雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演 
 

 歌舞公演では、シーサンパンナ・タイ族自治州民族歌舞団一行 15名を招き、熱帯雨林に囲ま

れた南国さながらの雰囲気に包まれた会場で、タイ族、ハニ族等の歌謡と舞踊、勇ましい武術

の演舞、民族衣装のファッションショー等、内容に富んだ 12演目を披露しました。全 4回の公

演チケットは完売となり、来場者アンケートでも 90％以上の方にご満足いただきました。

4,000kmも離れた地にありながら、どこか懐かしく感じるシーサンパンナの魅力を存分にお届け

できました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

大好評、公演後の記念撮影タイム 

美しい｢水汲み娘｣に 

うっとり… 

まるで鈴のような 

プーラン族の歌声 
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来場者の声（歌舞公演） 
 

・シーサンパンナを初めて知りました。多様な中国文化を体感できました。 

・素晴らしい肉体美に驚き、感激しました。楽しかったです。 

・美しく気品があって、今まで見た中で一番素晴らしいショーでした。 

・派手な演出がなく、とても見やすかったです。素朴さが素敵でした。 

・ダンスを勉強しているので、衣装や音楽、振付などがとても参考に 

なりました。 

・司会の説明が分かりやすく、とても上手でした。この素晴らしい 

公演をたくさんの人たちに見てもらいたいです。 
 

 
 

 

◆雲南省シーサンパンナの少数民族衣食住展 
 

衣食住展では、代表的な少数民族(タイ族･ハ

ニ族･ラフ族等)の民族衣装や装飾品、住居模型

などの展示品約 60点とともに、多数の風情写真

を展示、楽園のような世界とそこに暮らす人々

の息づかいを実感できました。また楽器体験や

頭飾りの記念撮影コーナー、絵本の閲覧コーナ

ーなど、五感を通じた鑑賞ができるよう工夫しました。特に今回は、初来館の方が 7 割近くに

及び、より多くの方に興味・関心を持っていただけたと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来場者の声（衣食住展） 
 

・美しい衣装に民族文化の豊かさを感じました。一つ一つの解説がわかりやすかったです。 

・シンプルな模様を沢山の色を使って華やかな布に仕上げるところがとてもステキだと思います。 

・楽器の展示は珍しく、実際に触れ、自由に音を出してよいのが嬉しかったです。 

・服の実物とそれを着た現地の人の写真があったので、 

わかりやすかったです。 

・写真、DVD を見て雲南省の自然の美しさを知りました。 

ぜひ一度行ってみたいです。 

・カラフルな服を身につけ、活力のある民族であるタイ族の生活の 

一部を見ることができ、元気をもらいました。 

 

 

会館としては初めての雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州文化と旅遊局との共催事業を成

功裏に終了することができました。関係者の皆様にお礼申し上げます。    （文化事業部） 

 機織りの制作実演では、来場者も体験 来日公演団によるミニコンサート 



 

 会館だより 2020 年 1 月号 No.367  

 

- 5 - 
 

● 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 練り粉
ね  こ

人形展｣ 
 

第 29 回 中国文 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

練り粉人形とは、小麦粉やもち米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工芸です。中国語では、「面塑
ミェンスー

」や

「面
ミェン

花
フ ァ

」などと呼ばれています。 
 

長い間、練り粉細工は目の前で作り上げ串刺しするという比較的手

軽なものでしたが、現代に入り研究改善を重ね、机上の小さな立体彫

刻工芸品に発展しました。劇中人物や民間伝説や庶民の日常風景をテ

ーマとした作品に登場する人形は、どれも表情・造形が生き生きとし

ており、その様子は「音のない劇」と評されています。 
 

 

まさに「匠の技」と呼べる細かな細工は必見！ 
 

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。高さ 10㎝ほどのミニチュ

ア人形たちの引き込まれるような表情、優美な衣装など

にご注目ください。 

また、通常の練り粉人形よりもさらに小さいコインと

同じ大きさの人形やクルミの殻の中に入った人形も出

展されます。 

 

 

 

会 期：2020 年 1 月 18 日㈯～ 2月 8 日㈯  
 

時 間：10:00～17:00 ＊日曜休館  
 

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、上海市対外文化交流協会 
 

入場料：無料   
 

※開催概要は変更の可能性もございます。お出掛けの前に会館HPをご確認ください。 

劉玉偉「羅漢」 

呉宝琪 

｢『西遊記』より美猴王」 

謝強｢元宵節｣ 

※12 月号でお知らせした会期・休館日より、 

一部変更となりました。ご注意ください。 
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＜美術館イベント＞ 
 

①親子で作ろう！こども粘土教室 

日時：1月 18日㈯ 11:00～(約 1時間)  対象：小学生までのお子さんと保護者 

事前申込制 (10組、参加無料) 

来日した中国の練り粉人形作家と一緒に粘土で作品を作りましょう。 

(日本語通訳あり) ＊使用するのは、プラスチック粘土です。 
 

②ミュージアムコンサート 

日時：1月 24日㈮ 14:00～(約 40分) 

出演：王明君  事前申込制（座席：50、参加無料） 

中国の伝統楽器・笛子
ディーズ

の音色をお楽しみ下さい。 
 

③ニューフラワーアートワークショップ 

  日時：1月 28日㈫ 14:00～(約 2時間) 

講師：亀井慧子  対象：中学生以上 

事前申込制（10名、材料費込で参加費 1,000円） 

特殊な樹脂粘土を使いお花を作ります。作った作品は、お持ち帰りいただけます。 
 

④おはなし会 

  日時：2月 8日㈯ 11:00～(約 30分) 

対象：3歳～6 歳とその保護者 事前申込制（15 組、参加無料） 

協力：ふらここの会（文京区図書館ボランティア）  

ミニチュアサイズの人形が飾られた美術館の中で絵本の 

読み聞かせを行います。（対象年齢は目安。それ以外の年齢のお子さまも参加可） 
 

⑤中国グッズ抽選会  会期中の土曜日に中国グッズがあたる抽選会を開催します。 
 

≪各イベントのお申込み方法≫ 下記、日中友好会館へお電話、E-mail のいずれかにて、参加

を希望されるイベント名・お名前・参加人数・電話番号を添えてお申込み下さい。 

 

【申込み・問合せ】文化事業部 電話：03-3815-5085   E-mail: bunka@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を対象。 
 

① 1 月 7日㈫  18:45～20:45(入門、基礎)  ② 2 月 29 日㈯ 13:00～15:00(入門) 

③ 3 月 13 日㈮ 18:45～20:45(入門) 
 

 【問合せ】日中学院 TEL：03-3814-3591  https://www.rizhong.org/ 

出演：王明君     講師：亀井慧子 
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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 

 

 

● お 知 ら せ ● 
 

◆日中友好会館事務局 業務お休み 
 

 

 
 

 中国春節(旧正月/1 月 25 日)の前日 1 月 24

日㈮は、業務をお休みさせていただきます。 
 

（注：上記は日中友好会館ビル全体の休館で

はございません。） 
 

＊日中友好会館美術館は主催展会期中につき、

1 月 24日㈮も開館しております。 

 

● 活 動 記 録 ●  
 

◆後楽会会員総会 
 

2019 年 11 月 21 日、第 29 回目となる会員

総会を日中友好会館内レストラン「豫園」に

て行いました。後楽会会員、後楽寮寮生委員

会、会館役職員など、総勢約 40名が集まりま

した。 

遠路はるばる岡山県より駆けつけてくださ

った江田顧問から、2020年を迎えるにあたり

日中友好関係を私たちで盛り上げましょう、

といった力強いお言葉があり、乾杯しました。 

その後、出席者同士で活発な交流が行われ、

賑やかな会となりました。 

 
 

 

 

（後楽会事務局） 

 

 

◆2019 後楽会(中国)友好聯誼会 

年次総会 
 

2011 年に設立された後楽会 OB・OG 組織で

ある後楽会(中国)友好聯誼会が 2019 年も 11

月 9 日に年次総会を開催、日中友好会館から

は鄭中国代表理事、留学生事業部職員が参加

しました。 

現在、友好聯誼会の分会は新疆、上海、山

東、吉林の 4 つの地区にありますが、前回の

年次総会ではこのいずれかの地区で 2019 年

の総会を実施しようという話があり、今回は

上海で開催しました。当日は 30 年前の OB か

開会挨拶をする江田顧問 

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。 

中国春節前日：2020 年 1 月 24 日㈮ 
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ら 2週間前に退寮した新しい OB・OG、北京や

上海からの参加もあり、元寮生の皆さんと交

流を深めました。 

 

 
 

まず総会に先立ち、東華大学の陳祖恩教授

による「上海における都市文化の中の西洋と

東洋」についての講演があり、昔の上海や日

本人の建築とのかかわりなど画像を交えて紹

介がありました。その後、年次総会が始まり、

周暁光会長（元 留学生事業部長、現 北京郵

電大学教授）、鄭中国代表理事の挨拶がありま

した。続いて後楽会(中国)友好聯誼会事務局

と分会を代表して、上海、山東分会より活動

報告がありました。続いて懇親会が行われ、

新旧の寮生や研究分野が同じ、同郷同士の交

流が活発に行われました。 

2020年度はさらなる分会の設立も前向きに

進めたいと思います。留学生事業部では引き

続き後楽会(中国)友好聯誼会と連携し、後楽

寮のネットワークをますます広げていきたい

と願っています。    （留学生事業部） 

 

 

◆後楽寮生が藤沢市で視察体験 

学習に参加 
 

 11 月 15 日、公益社団法人藤沢市観光協会

のご招待で、後楽寮生 16名と武田顧問、留学

生事業部職員が神奈川県藤沢市を訪問しまし

た。今回で第 8 回目となるこの活動は、藤沢

市内の施設見学や体験学習を通じて、寮生の

皆さんに藤沢市の魅力を知ってもらい、SNS

等で宣伝・発信してもらうことを目的に行わ

れています。 

 まず、聶耳記念碑を視察。寮生たちは 1935

年に藤沢市鵠沼海岸で早逝した聶耳（中華人

民共和国国歌「義勇軍行進曲」の作曲者）を

悼んで黙とうと献花を捧げました。聶耳記念

碑保存会の皆さんから、碑の来歴や聶耳の命

日である 7月 17日に毎年行われている碑前祭

についての説明を受け、寮生たちは熱心に耳

を傾けていました。 

 

 
 

 

続いて、江の島島内を見学。寮生たちは海

から臨む富士山の写真を撮ったり、自由に散

策したり、風光明媚な藤沢市の自然を満喫し

ていました。お昼は藤沢市内の寿司店で、エ

プロンと三角巾に身を包み、初めての巻物と

握り寿司作りに挑戦しました。完成した寿司

をお互いに見せ合いながら、参加者一同並ん

で食べました。 

 また、いすゞプラザでは、トラックの製造

工程や巨大なジオラマなどを見学。最新のデ

ジタル技術を駆使した施設と、日本のものづ

くり・技術力に感動していました。藤澤浮世

絵館では、藤沢市にちなんだ浮世絵作品の鑑

賞と浮世絵刷り体験をしました。担当者から

レクチャーを受けながら、刷毛やバレンなど

の道具を使って一色刷りや二色刷りの浮世絵

刷りを体験しました。初心者でも簡単に美し

い浮世絵が刷れたので、寮生たちはとても喜

んで持ち帰っていました。 

周暁光会長の挨拶 

耳の字をかたどった聶耳記念碑の前でお話を聞く 



 

 会館だより 2020 年 1 月号 No.367  

- 9 - 

 改めて公益社団法人藤沢市観光協会に感謝

申し上げます。      （留学生事業部） 

 

 

◆後楽寮生が秋の行事に参加 
 

 11 月は、後楽寮寮生委員会主催の二つの行

事が行われました。 
 

「東京国立博物館 正倉院展見学」 

11 月 17日、後楽寮生 37名は上野にある東

京国立博物館の正倉院展を見学しました。正

倉院は 1998年に世界文化遺産「古都奈良の文

化財」の一部として登録されています。8 世

紀後半の奈良時代に建てられてからは、奈良

市東大寺大仏殿の西北面にあり、寺内財宝の

倉庫となっていました。一説によれば「正倉

院はシルクロードの終点」にあたるとされ、

古代アジア交通史や中国の唐と奈良文明の比

較ならびに中日両国の古代文化研究と工芸史

についても重要な意義があります。寮生たち

は、正倉院宝物と法隆寺の宝物など文化遺産

を中心に見学し、日本の飛鳥・奈良時代が国

際色豊かで、異国風情のある造形文化に富ん

でいたことなどを学びました。また、唐時代

の文化とシルクロードが、当時の日本に重要

な影響を与えていたこともわかりました。こ

こで寮生の感想をご紹介します。 

 

 
 

 

○日本で大切に保存されてきた貴重で珍しい

文物を今日ここで見学でき、光栄に思います。

文化遺産は全世界のものですから、次世代に

も伝えていきたいです。 

○正倉院の名は以前から聞いていましたが、

全くご縁がありませんでした。今日ようやく

見学することができて大変興味深かったです。 

（第 44期 寮生委員会） 
  

「後楽寮秋の紅葉交流会」 

11月 30日、1年に 1度の後楽寮秋の紅葉交

流会を隣の小石川後楽園で行いました。今回

参加した寮生は 100 人近くに及び、それぞれ

が小グループに分かれて交流しました。 

小石川後楽園の庭園面積は約 7 万平米、か

つては水戸徳川家の庭園で、東京都内の紅葉

の鑑賞名所として知られています。寮生たち

は、後楽寮食堂で食事をしてから、13時に寮

の入口に集合し、小石川後楽園に向かいまし

た。まず、留学生事業部 夏部長より小石川後

楽園の歴史や文化の紹介、今回初参加した後

楽寮マスコットキャラクターのデザイン紹介

などの話があり、その後、参加者全員で記念

撮影をしました。 

 

 
 

合わせて新旧寮生委員の交代式も行いまし

た。新しい寮生委員メンバーからは、自己紹

介と各自の担当業務などの紹介がありました。

その他、後楽寮には寮生たちのサポートをす

るため、さまざまなボランティアグループが

あります。新しく入った寮生たちに向けて、

寮内のボランティア活動の紹介も行いました。

これから多くの人に参加してほしいです。 

最後に、参加者は園内を自由に参観し、東

京の秋を満喫しました。 

（第 45期 寮生委員会） 

 

見学の記念に 

小石川後楽園で 
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◆国会見学の感想 
 

 11 月 20 日、すっきりした秋の空気が心地

よいこの日、中国留学生友の会のご招待で、

後楽寮生 28 名と留学生事業部職員を含む総

勢 30 名は、日本の国会を見学しました。私た

ちは衆議院を訪れ、近距離で国会を感じるこ

とができました。 

 

 
 

10:30 に野田毅衆議院議員のご案内で、衆

議院議場、天皇陛下休憩室、中央議場、衆議

院正門等を見学しました。赤いじゅうたんと

白い柱の彫刻など、バロック古典建築とロマ

ン主義の風格を持つ国会議事堂は、日本の近

代化と文明開化の重点モデルです。それらは、

日本の政治の中心としての堂々たる威厳を保

っています。 

参観の最後に野田毅先生が後楽寮生たちに

歓迎の意を表し、中日関係の重要性や日本で

充実した留学生活を送ってほしいとの激励の

言葉を述べられました。また、私たち留学生

に中日両国の友好使者となり、二つの国の架

け橋として努力してほしいと期待を寄せられ

ました。 

野田毅先生の夫人は中国留学生友の会の野

田みどり先生です。中国留学生友の会は中国

留学生のために各種の体験活動を実施してお

り、これらの活動は私たちが、日本の文化と

生活を知るうえで大変良い機会になっていま

す。 

寮生からは、今回のお招きに感謝を申し上

げるとともに、後楽寮のマスコットキャラク

ター「楽知」「楽行」のぬいぐるみをプレゼン

トして、みんなで一緒に記念写真を撮りまし

た。 

初めて日本の国会議事堂を参観した感想と

しては、大変貴重な機会に恵まれ、充実した

体験でした。建築の美に圧倒されたと同時に、

その背後にある歴史に思いを馳せることもで

きました。参加した皆さんからも、口々に大

変楽しい一日を過ごさせていただき、大変感

謝しているという声が聞かれました。今後私

たちは、もっと見聞を広めて、中日関係の友

好使者として努力していきたいと思います。          

（後楽寮生 劉琦） 

 

 

◆｢JENESYS2019｣中国社会科学院 

青年研究者代表団第 2 陣が来日 
 

10 月 27 日から 11 月 3 日までの 8 日間、

「JENESYS2019」中国社会科学院青年研究者代

表団第 2 陣一行 25 名(団長：劉紅・中国社会

科学院 定年退職幹部局 局長)が来日した。本

団は、中国社会科学院に所属する青年で構成

され、「高齢化社会対策」を訪日テーマとし、

東京・秋田にて訪問・視察を行い関係者と交

流したほか、歴史・文化・自然の参観や秋田

県仙北市でホームステイなど、さまざまなプ

ログラムを通じて包括的な対日理解を深めた。 

 

日本の高齢化社会の現状や対策について学ぶ 
 

代表団は始めに東京で厚生労働省から高齢

化社会対策に関する取り組みについてブリー

フを受け、介護現場の革新や介護保険料の低

所得者軽減強化、認知症施策の推進などの方

策について理解を深めた。一橋大学経済研究

所では相互発表を行い、日本の高齢化と政策

対応を理解するとともに、中国の人口高齢化

の状況と政策対応を紹介し、双方、研究内容

について活発な意見交換をすることができた。

国会議事堂と寮生たち 
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独立行政法人地域医療機能推進機構東京高輪

病院を訪問し、地域の医療機関との連携や地

域包括ケア病棟などについて紹介を受け、日

本の病院事情を理解することができた。社会

福祉法人シルヴァーウィング特別養護老人ホ

ーム新とみでは、現場視察を行い、介護ロボ

ットの活用が介護者と被介護者の負担軽減に

繋がることを知った。 

 

 
 

 

 

秋田では、秋田県庁より秋田県の高齢者社

会の現状と課題についてブリーフを受け、介

護人材確保対策や高齢者の生きがいづくり、

介護予防の推進について学んだ。秋田市シル

バーセンターでは概要と取り組み紹介を受け

た後、会員との懇談会を行い、高齢者の仕事

に対する考え方などを知る貴重な機会となっ

た。いずれの訪問先でも活発に交流や質疑応

答が行われ、日本の高齢化社会で発生してい

る問題点や被介護者に対する現場改善など、

高齢化社会対策について多面的に学ぶことが

でき、実り多い訪問となった。 

このほか、秋田県仙北市でホームステイを

行い、日本人の生活や文化についても触れる

ことができた。 

8日間の訪日活動を通し、団員からは、「日

本では高齢化対策として、政府や民間団体で

さまざまな取り組みを行い、努力しているこ

とを知った。高齢者への生きがい作りや介護

サービス、被介護者に対する環境改善につい

てとても参考になった」「ブリーフを受け、コ

ストパフォーマンスの面、特に税収政策にお

いて高齢化が日本に多角的影響をもたらして

いることが理解できた。今後、中国の現状に

合わせた高齢化対策の制定や実施の方向性を

まとめていきたい」「人口高齢化の問題は中日

両国共通の長期的社会問題である。中国はま

だ深刻ではないが、いずれ中国も日本と同じ

状況になると思う。引き続き日本が行ってい

る政策を研究する必要があると感じた」「今回

の訪日活動で知りあった方々と今後も連絡を

取り合い、学術交流を深めたい」などの感想

が聞かれた。それぞれが今回の訪日で得た成

果を今後の研究や生活に生かしていこうと強

く意識する貴重な機会となったと思われる。 
 

 

 
 

 

 

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、厚く御礼申し上げたい。 

（総合交流部） 

 

 

◆｢JENESYS2019｣中国青年メディア

関係者代表団第 2 陣 

一行 56 名が「医療・介護」「教育」

をテーマに来日 
 

11 月 10 日から 11 月 17 日までの 8 日間、

中国青年メディア関係者代表団第 2 陣(団

長：夏光明 中共中央委員会宣伝部 弁公庁 

副主任)が来日した。本団は、中国でメディア

関係の仕事に携わる青年で構成された計 56

一橋大学経済研究所 

 小塩隆士教授による研究内容発表 

 

介護用ロボットを視察 

(特別養護老人ホーム新とみ) 
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名で外務省が推進する対日理解促進交流プロ

グラム｢JENESYS2019｣の一環として招聘した。 

代表団は 2 分団に分かれて東京のほか、愛

知、三重、福岡、山口を訪問し、分団テーマ

である「医療・介護」（第 1分団）、「教育」（第

2 分団）を中心に、官庁や地方自治体のブリ

ーフ、関連企業・団体や施設の訪問・視察を

行った。また、日本のメディアへの訪問・交

流や、街頭での自由取材を行ったほか、地方

都市における参観、ホームステイ体験など、

さまざまなプログラムを通じて包括的な対日

理解を深めた。 

 

各地でメディアを訪問し、関係者と交流 
 

各分団とも都内で 1 回、地方で 1 回メディ

ア機関を訪問。第 1 分団は日本テレビ放送網

㈱と㈱中日新聞社、第 2 分団は㈱TBS テレビ

と㈱西日本新聞社を訪れ、関係者との交流や

社内見学が行われた。ニューメディアの衝撃

に対し伝統的メディアはどう対処するか、フ

ェイクニュースに騙されないための情報選別

方法、著作権・版権問題など、自由に意見交

換が行われ、双方のメディア事情を知る有意

義な時間となり、今後日中間で協力できる点

について考えるきっかけとなった。 

 

テーマに関する視察やブリーフで日本の事情

を理解 
 

首都圏で、第 1 分団はオリンパスミュージ

アムを訪問したほか、社会福祉法人シルヴァ

ーウィングが運営する特別養護老人ホームと

通所介護施設を視察。東京の中心部で介護ロ

ボットを積極的に取り入れ、住宅・生活支援・

介護・医療を同時に提供する民間による医

療・介護サービスに理解を深めた。第 2 分団

は文部科学省から学校・家庭・地域が協働し

て子どもを育むコミュニティ・スクールの仕

組みについてブリーフを受けたほか、職業体

験施設「カンドゥー」を訪問し、日本の楽し

みながら学ぶキャリア教育について理解を深

めた。 

 

 
 

分団毎の自由取材では、それぞれ巣鴨地蔵

通り商店街、十条銀座商店街を訪れ、店員や

行き交う人々にインタビューを行い、地元の

人々と触れ合いながら、海外メディアの視点

から見た日本の魅力を自由に取材した。 
 

首都圏での活動を終えた代表団は、分団毎

に地方を訪問。第 1 分団は三重県四日市市を

訪問し、同市の高齢福祉課から高齢者が住み

なれた地域で安心して暮らし続けられる支援

体制「地域包括ケアシステム」についてブリ

ーフを受けたほか、住民主体で地域に医療・

介護サービスを提供する社会福祉法人青山里

会の活動を視察。また、在宅医療による緩和

ケアに取り組むいしが在宅ケアクリニックを

訪問し、在宅医療・介護の連携について理解

を深めた。第 2 分団は地域の教育力向上に積

極的に注力している山口県下関市を訪問。同

市教育委員会からコミュニティ・スクールの

取り組みの紹介を受けた後、下関市立夢が丘

中学校を訪問し、実際にどのようにコミュニ

ティ・スクールが機能しているか視察し、地

域ボランティアの方と意見交換を行った。 

また、第 1 分団は三重県大紀町で、第 2 分

団は山口県萩市で 1 泊 2 日のホームステイを

体験した。言葉が通じないながらも日本の一

般市民との交流を楽しんだ様子だった。 

団員からは「ニューメディアの衝撃などの

㈱中日新聞社訪問 
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課題解決に向け、これからも日中のメディア

が知恵を出し合い、交流を深め協力関係を築

いていきたい」「日本の医療・介護分野の取り

組みは先端技術を取り入れながらも『人間が

第一』であり、携わる人々が高齢者の生命の

価値、社会的な価値を高める努力をしている

ことが深く印象に残った」「日本の教育につい

て理解を深めることができ、進学率だけでな

く、子どもの人格を育てること、幅広く成長

できるよう手助けすることが重要だと感じた」

「ホームステイ先では自然と人が調和した暮

らしの素晴らしさを知った」「帰国後、日本で

見たこと、日本が好きだという思いを自分た

ちの影響力を発揮して周りの人々へ発信して

いきたい」などの感想が聞かれた。中国の若

手メディア関係者が 8 日間の訪日で感じた日

本を、中国各地から発信することが期待され

る。 

 

 

 

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

礼申し上げたい。      （総合交流部） 

 

 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣ 

2019 年度中国大学生訪日団 

第 2 陣が来日 
 

11 月 11 日から 11 月 18 日までの 8 日間、

2019 年度中国大学生訪日団第 2 陣(団長：程

海波 中国日本友好協会 副秘書長)計 149 名

が来日した。本団は「スポーツ」「文化」をテ

ーマとし、囲碁・連珠、バドミントン、卓球

を行う中国大学生・大学院生および美術、映

像・撮影を学ぶ中国大学生・大学院生と引率

で構成され、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・茨城・宮城・愛知・滋賀

にて、環境に関するセミナーや環境・防災関

連施設の視察、テーマに関する視察や体験を

通じ、日本への多面的な理解を深めた。また、

大学への訪問、植樹活動、ホームステイ等の

プログラムを通じ、同世代の大学生や一般市

民との交流・親睦を深めた。 

 

日本の防災･減災、環境保護の取り組みを学ぶ 
  

訪日団は、一般社団法人 Think the Earth

理事・プロデューサーの上田壮一氏より「SDGs

と世界のソーシャルデザイン」というテーマ

で講義を受けた。グッドデザイン賞を受賞し

たプロジェクトやモノの紹介、SDGsの教育普

及プロジェクト等に関する話を通じて、コミ

ュニケーションやデザインの力が人の心を動

かし、社会・環境問題の解決支援や理解促進、

行動促進を行うことができると学んだ。 

そのほか分団ごとに、東京都水の科学館で

は有明給水所の視察等を通じて水と水道への

理解を深め、しながわ防災体験館の視察では、

要介護者の避難訓練や心肺蘇生などを体験し

た。つくば市リサイクルセンターでは、ごみ

の種類により異なる処理工程を学んだ。第 1

分団は、宮城県東松島市の KIBOTCHAで東日本

大震災被災者の講話を聞き、震災の悲惨さを

知ると同時に、緊急時に役立つロープワーク

など自分の命を守る術を学んだ。また、東松

島市大曲地区で海岸防災林を復旧するための

抵抗性クロマツ 930 本を自らの手で植樹する

ことにより、津波等の自然災害による被害を

軽減させる防災林の重要性を実感した。 

 

下関市立夢が丘中学校ボランティア活動視察 
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スポーツと文化をテーマに大学訪問や視察・

体験 
  

第 1 分団(スポーツ)のバドミントン、卓球

の学生は筑波大学を訪問し、日中対抗戦や日

中の学生がペアとなりダブルスを行ったほか、

夕食交流会を実施し、スポーツを通じて国を

超えた友情を育んだ。囲碁・連珠の学生は日

本棋院を訪問し、日本大学生や高段者と対局

を行った。宮城県では東北大学、東北福祉大

学を訪問。東北大学では、囲碁部と卓球部と

の交流のほか、学生有志の案内でキャンパス

を見学したり、魯迅の階段教室と関連資料も

見学した。東北福祉大学ではバドミントン部

との交流以外に坐禅も体験した。このほか、

日本財団パラリンピックサポートセンターの

協力によるパラスポーツ運動会に参加してパ

ラスポーツを体験した。 

 

 

 
  

第 2 分団(文化)は、東京で日本大学芸術学

部、愛知で名古屋芸術大学を訪問した。各大

学にて、日本大学生が熱心に創作活動を行っ

ている様子や日本の美術大学の授業の雰囲気

を見学・体験したほか、同じ分野を学ぶ学生

同士の交流を通じ、中国大学生は今後の自身

の創作活動への大きな刺激を受けたようだっ

た。名古屋芸術大学では日本大学生と一緒に

記念植樹を行い、友情を深めることができた。

このほか、東京国立博物館、国立映画アーカ

イブ、歌舞伎座を視察し、専門分野への造詣

を深めた。 

 そのほか、第 1分団は宮城県登米市、第 2

分団は滋賀県日野町でホームステイを実施し

た。団員は餅つき、薪割りを体験したり、郷

土料理を作ったりと各家庭で中国都市部では

味わえない貴重な体験をしながら、ホストフ

ァミリーと交流した。 

 

 
 

 

 
 

団員からは｢大学訪問で日本の大学の雰囲

気と学生達の活気や温かさを肌で感じること

ができた」「ダブルスを組むことでより深く理

解しあえ、楽しく卓球ができた」｢授業見学は

貴重な体験だった。今回の経験を糧にして好

きなデザインに没頭し続けたいと思った」｢植

樹で私達が植えた小さな苗が早く大きな木に

成長し、丈夫な防災林になってほしい」｢パラ

スポーツは初めて経験した。車椅子で飛び回

るナビゲーターの方を見て障がい者への見方

が変わった｣｢ホストファミリーがバスのとこ

ろまで来てずっと手を振ってくれたのに感動

した。この一日で言葉も国籍も越えて理解し

あえたと思う｣などさまざまな感想が聞かれ

た。 

本プログラムを通じて、団員一人一人の防

災、環境保護に対する意識が向上するととも

に、団員が日中友好の架け橋になることを期

待したい。本団の受け入れにご協力くださっ

たご関係の皆様に、この場を借りて厚く御礼

申し上げたい。       （総合交流部） 

パラスポーツ運動会で車いすポートボールを体験 

互いの作品について意見交換 

（日本大学芸術学部） 
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＊今月の表紙＊ 
 

 邢勝男「宋都の練り粉人形職人」 
 

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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