
 

 

会館だより  7月号
2021年

 

 

公益財団法人 日中友好会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事案内 

 

 
活動記録 

 

 

 

 

 

 
留学生通信 

《日中友好後楽会》 

 ◆7月談話会中止のお知らせ 

 

 ◆2021年度｢文化事業｣諮問委員会 ◆｢JENESYS2020｣中国社会科学院 

  青年研究者代表団 第 1回オンライン交流 

 ◆中国における植林事業(主体事業)黒龍江省、山東省で開始 

 ◆2021年度｢日中植林･植樹国際連帯事業｣諮問委員会 

◆日中青少年交流事業 参加者のその後のストーリー(第 7回) 

 ◆2020年度寄附金のご報告とお礼 

 

 ◆コロナ禍での医療担当 ◆武漢封鎖を体験して 



 

 会館だより 2021年 7月号 No.385  

 

- 1 - 

 

● 行 事 案 内 ● 
 

 

  日中友好後楽会  
 

◆7月談話会中止のお知らせ 
 

7 月の談話会は、新型コロナウイルスの感

染拡大状況を考慮し、実施を見送ることに決

定しましたのでお知らせします。8 月は例年

通り夏休みのため、お休みします。 

なお、9 月以降のイベント実施につきまし

ても状況を見ながら判断したいと思いますの

で、ご理解のほどお願いいたします。 

 

【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 ●  
 

◆2021年度｢文化事業｣諮問委員会 

 を開催 
 

 5月 21日に、2021年度｢文化事業｣諮問委員

会を、会場とオンラインの併用で開催した。

諮問委員会は当事業の適正かつ効果的な推進

を図り、外部からの視点を取り入れ、より良

い文化事業を目指していくため、2011年に設

置された（その前身である文化事業部運営委

員会は 1998 年に設置）。今年 3 月、理事会で

諮問委員会規程を新たに制定・施行し、今回

は規程施行後最初の委員会となった。 
 

 
 

 
 

 当日は諮問委員の石永菁氏（中華人民共和

国駐日本国大使館文化部公使参事官）、川瀬和

広氏（外務省大臣官房文化交流・海外広報課

長）、鶴間和幸氏（学習院大学名誉教授）、坂

本敏史氏（公益財団法人全国書美術振興会事

務局長）、佐藤純子氏（一般財団法人日本中国

文化交流協会理事）、三津木俊幸氏（創価学会

参議）、芹田晋一郎氏（共同通信社外信部次長）

が出席。会館からは宮本会長代行、佐藤理事

長、黄中国代表理事、海老原常務理事、谷野

顧問、荻原事務局次長、楊文化事業部長らが

出席した。 

 まず始めに諮問委員の互選により委員長の

選任が行われ、鶴間委員が委員長に選出され

た。次に会館事務局から、2020年度の文化事

業活動について報告を行った。新型コロナウ

イルスにより、日中間の人的往来ができない

初となるオンラインを併用した諮問委員会で 

活発に意見交換 日中学院  
 

中国語無料公開講座 
 

中国語の入門クラスに体験入学してみま

せんか？中国語に興味のある本科入学希望

者を対象に、発音を中心とした無料公開講座

を開催します。 

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、お申込みの上、お気軽

にご参加下さい。 
 

日 時：8月 28日 ㈯  

    9:30～11:30 発音公開講座 

   11:30～13:00 在校生との交流会 
 

＊状況により ZOOM での開催となり、交流会

は行いません。日程は変更になる場合があ

ります。詳しくはお問合わせ下さい。 
 

 

【申込み・問合せ】日中学院 

  電話：03-3814-3591   

  E-mail：info@rizhong.org   

  URL:https://www.rizhong.org/ 

mailto:info@rizhong.org
https://www.rizhong.org/
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中、数々の困難を乗り越え、「中国世界遺産写

真展」、「日中友好会館所蔵中国書画展」、「二

胡と和太鼓の共演」（オンライン配信）、「四川

省でみつけた 線が織りなす美しい手仕事展」

を開催し、合計 4,000 人以上の来館があった

こと、オンライン配信では 21万回以上の視聴

があったことを報告し、続いて 2021年度の文

化事業計画について説明した。 

 諮問委員からは、コロナ禍の中、少人数体

制で 4 催事を実現出来たこと、SNS の積極活

用やオンラインでの公演など新たな取組みで

も一定の効果が出ていることについて高い評

価をいただいた。一方、日中関係が必ずしも

良好とは言えない今こそ、文化事業活動の役

割が極めて重要であることが強調され、日中

国交正常化 50周年に向けて、「日中友好の 50

周年の歩みを振り返る展覧会を開催する」、

「中国の若い世代の関心が高い芸術を日本で

紹介する」、「インフルエンサーの力を借りる

ことで SNS の訴求効果を高める」といったこ

とを検討したらよいなど、文化事業の果たす

べき役割や抱えている課題の解決策などにつ

いて、未来を見据えた幅広い意見が出された。 

 諮問委員からの助言を受け、文化事業を担

当する文化事業部一同は、今まで以上に自身

が担うべき役割を自覚し、日中両国の人々の

絆をさらに深めるべく、双方向の文化交流、

特に若者を意識した活動を企画・検討し、オ

ンラインとオフラインそれぞれの長所を生か

し、一層頑張っていきたいという気持ちを新

たにした。         （文化事業部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆｢JENESYS2020｣中国社会科学院 

 青年研究者代表団 第 1 回オンラ

イン交流を開催 
 

2021 年 4 月 26 日、「JENESYS2020」中国社

会科学院青年研究者代表団 第 1 回オンライ

ン交流を開催した。本プログラムは、コロナ

禍での対日理解の更なる深化、日中両国研究

者間の恒常的ネットワークの構築を図ること

を目的とし、2021年 9月まで実施が延長され

た対日理解促進交流プログラム「JENESYS2020」

の一環として実施した。 

 オンライン交流には、中国社会科学院に所

属する若手研究者 7 名と日本人研究者 1 名が

参加し、日中双方より「防災・減災」に関する

発表を行い、意見交換した。 
 

 

 

 先ず、日本側参加者の東京大学大学院工学

系研究科社会基盤学専攻 池内幸司教授が、

「水関連災害の防災・減災対策」というテー

マで講演した。日本の河川流域の特徴や総合

的な治水対策、気候変動を踏まえた今後の水

害対策のあり方などについて説明があり、中

国側参加者から「日本の災害対策管理体制は

どのようになっているか。種類を分けて管理

しているか」「危険区域に指定されている土地

から離れたくない住民に移住を促すために、

どのような対策をしているか」などの質問が

挙がった。 

 その後、中国側参加者の中国社会科学院工

業経済研究所 劉佳駿副研究員が、「中国の危

機管理 70 年：防災減災から強靭化整備まで」

というテーマで発表した。中国の自然災害の

参加者による活発な意見交換 
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特徴と分布、歴史的段階による災害危機管理

対策の変化や成果、今後の整備目標について

紹介があり、池内教授から「SARSは、社会に

どのような影響を与えたのか。それに対しど

のような対策を行ったか」「災害発生時の被災

支援はどのように行っているか。支援金はど

のように拠出するか」「新設された緊急対策管

理部とは、どのような組織で、どのようなマ

ネジメントをしているのか」などの質問が挙

がった。互いに相手国の災害に関する対策や

管理体制に関心を持ち、活発に意見交換が行

われた。 

交流終了後、中国側参加者からは、「今回の

オンライン交流を通じて、日本の防災・減災、

特に水災害における対策や取り組みについて、

より直接的で深い理解が得られた」「中央から

地方に至る災害対策組織の構築及び、段階的

な法整備やメディアを通じた被災者への情報

提供など、日本で行われている対策は、災害

発生時の冷静な対応や社会的秩序の維持のた

めの鍵だと思う」などの感想が聞かれた。 

また、池内教授からも「中国の重大災害に

関する歩みの中で、SARS対応の経験が大きな

契機となっていることが、特に興味深かった。

また、SARS対応の経験が、コロナ対応にも生

かされていると感じた。防災対策について、

マイナスをゼロにするということだけでなく、

防災に関する新たな産業を立ち上げているこ

とも分かり、参考になった」などの感想が聞

かれ、日中双方の参加者が、互いの防災対策

への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） 

◆中国における植林事業（主体事業） 

黒龍江省、山東省で開始 
 

 「日中植林・植樹国際連帯事業」の一環で、

日中友好会館が主体となり中国において実施

する植林事業として、2021年 3月に「黒龍江

省大慶市日中嫩江砂地防風固砂植林植樹事業」

と「山東省菏澤市単県日中友好防砂治砂植林

事業」の 2 つの事業がスタートしました。い

ずれも植林地における生態環境の保護と防風

固砂林の機能改善を目的としています。 

 

 
  

 3月 17日には山東省で、4月 27日には黒龍

江省でそれぞれ起工式が開催され、在中国日

本国大使館や中国国家・林業草原局 国際合作

司をはじめとする関係者や植林地周辺の小学

校の児童も参加し、セレモニーと植樹を行い

ました。当会館からは、佐藤理事長が事業の

開始を祝しメッセージを送りました。 

 当会館は、中国側担当機関と協力して、今

後 2021 年 12 月までに現地にて植林を実施し

ます。            （総合交流部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山東省の起工式にて児童と記念植樹 

 

距離に負けない、研究者の学びに対する熱意 
 

 中国側参加者も日本側の池内教授も、互いの講

義・発表にとても真剣に耳を傾けていたのが印象

的でした。オンラインでの学術交流となりました

が、どんな状況においても変わることのない、研

究者の熱意を見た思いです。  （総合交流部 N） 
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◆2021 年度｢日中植林・植樹国際連

帯事業｣諮問委員会を開催 
 

5月 18日に、2021年度「日中植林・植樹国

際連帯事業」諮問委員会を開催した。「日中植

林・植樹国際連帯事業」は、外務省から拠出

を受け、2016年度より、「日本国内での植樹と

併せて行う日中両国の青少年等の交流事業」

を実施しており、2020 年 12 月から中国およ

び第三国での植林・植樹事業を開始した。諮

問委員会は、当事業の適正かつ効果的な推進

を図り、外部の専門家からの助言を取り入れ、

より良い事業を目指していくため、2021 年 3

月の理事会で諮問委員会規程を制定・施行し、

4 月に設置された。今回が初めての諮問委員

会となり、また、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止の観点から、オンラインでの開催

となった。 
 

 

 

 

当日は、諮問委員の吉川賢氏(岡山大学名誉

教授、地域総合研究センター特命教授)、森徳

典氏(元森林総合研究所生物機能開発部長、元

公益財団法人国際緑化推進センター技術顧問、

主任研究員）、藤間剛氏(国立研究開発法人森

林研究・整備機構 森林総合研究所企画部国際

戦略科長）、髙島肇久氏(株式会社海外通信・

放送・郵便事業支援機構取締役会長)が出席。

また、オブザーバーとして外務省から矢澤英

輝・アジア大洋州局 中国・モンゴル第二課首

席事務官らが出席したほか、会館からは宮本

会長代行、佐藤理事長、黄中国代表理事、海

老原常務理事、荻原事務局次長兼総合交流部

長、近藤総合交流部部長、林技術顧問らが出

席した。 

まず始めに委員長の選任が行われ、諮問委

員の互選により、吉川委員が委員長に選出さ

れた。次に会館事務局から、事業概要、2020

年度事業実績及び予算執行状況について報告

を行った。中国及び第三国での植林・植樹事

業では、15件（中国 12件、第三国 3件）の助

成を決定するとともに、会館が主体となり実

施する事業として黒龍江省と山東省の 2 件の

事業を 3 月にスタートさせたことを報告。日

本国内で植樹と併せて行う日中両国の青少年

等の交流事業については、約 2,700 名の招聘

を計画していたが、新型コロナウイルス感染

拡大の影響を受け、全ての事業が中止となっ

たことを報告し、続いて 2021年度の事業計画

について説明した。その後、髙島委員（「日中

青少年交流事業」諮問委員会委員長を兼務）

から、先に開催された第 13回「日中青少年交

流事業」諮問委員会の審議内容について報告

があった。 

以上について諮問委員からは、植林の効果

を発揮させるためには、単年度ではなく複数

年での植林やモニタリングの実施が望ましい

ことや、植林の技術開発を目的とした植林事

業の実施、植林事情が異なる各国の実情に適

した対応の重要性のほか、植樹を伴う青少年

等の交流事業における個人レベルでの交流を

継続させるための工夫など、専門家ならでは

の幅広い意見が出された。 

諮問委員からの助言を受け、事業を担当し

ている総合交流部一同は、植林事業の意義や

目的を再確認できた。今後も、植林事業を通

じた環境問題への対処とそれに伴う青少年等

の交流による、日中両国の友好促進を目指し

て取り組んでいきたい。   (総合交流部) 

 

 

 

 

初めての諮問委員会を開催 
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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 7 回) 
 

今回は、2017年の中国大学生訪日団に参加

し、その後中国のゲーム会社に就職し、サブ

カルチャー業界において日本との交流を続け

ている劉胡尭彧さんのインタビューをご紹介

します。 

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)に掲載しておりますので、

ぜひご覧ください。 
 

 

― 訪日活動の最大の収穫は何でしたか？ 
 

劉：訪日中は多くの景色を見て、現地の文化を

感じ、視野が広がり、芸術を学ぶ学生とし

て、創作のためのインスピレーションも湧

きました。また、環境保護に関するセミナ

ーでは、日本の一流の省エネ・環境保護の

理念を体感し、城西大学でのソフトボール

交流では、両国青年の友情を感じることが

できました。 
 

― 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？ 
 

劉：幼い頃から日本のアニメーションや伝統

文化が大好きで、物事を行う際のきめ細や

かな姿勢もすばらしいと思っていました。 

以前にも東京と大阪へ旅行したことがあ

り、そのときも二次元サブカルチャーに魅

了されましたが、今回の訪日交流の体験を

経て、就職の方向性を決定しました。卒業

後はゲーム業界に進むことにし、現在は二

次元ゲームの会社で美術関連の仕事をして

います。会社は東京に支社があるので、今

後機会があれば訪問したいと思います！ 
 

― 現在計画していることや将来の目標はあ

りますか？ 
 

劉：自分のイラスト作品を創作し、より多く

の芸術圏で日本のイラストレーターと知り

合って交流し、タッグを組んで、より精緻

で魂のこもった作品を創っていきたいです。 
 

― 日中青少年へのメッセージをお願いしま

す。 
 

劉：私はこの交流で大いに感動し、もっと多

くの文化的な交流をしたいと思いましたが、

この熱い気持ちを二言三言で語ることはで

きません。今後も日中青少年がこのような

交流を通して両国青年のコミュニケーショ

ンと理解を深めてほしいです。それぞれが

お互いの国を訪問し、それぞれのすばらし

い文化を体験することを歓迎します。我々

両国が互いに学び、共に歩む、これこそ持

続性のある光栄な使命といえるでしょう。 

(総合交流部) 

 

 

◆2020年度寄附金のご報告とお礼 
 

 2020年度は後楽寮運営に対して以下の寄

附金をいただきました。 
 

 寄附金総額：1,030,000 円 

（2020年 4月～2021年 3月） 
 

 皆さまからの貴重なお志に感謝申し上げま

す。今後も寮施設の適切な維持管理のほか、

中国留学生の支援に努めてまいります。 

（総務財務部、留学生事業部） 

劉胡尭彧さん プロフィール 

中国伝媒大学 芸術学部アニメーション学院

でゲームデザインを学ぶ。2017 年（大学 4 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・ソフトボール）に

参加。卒業後、上海の二次元ゲーム会社に就職

し、現在は美術部門で活躍している。 
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留学生通信 

 

コロナ禍での医療担当 
 

 東京大学大学院博士課程 

(薬学系研究科薬科学専攻)王 妍 
 

 2016年 9月、

瀋陽薬科大学

を卒業後、ず

っと憧れてい

た、きれいで

美しい国――

日本に来まし

た。そして東京大学大学院薬学系研究科の研

究生として半年間在籍、その後 2017年 4月に

修士課程に入学しました。出芽酵母というモ

デル生物を対象に、タンパク質分解酵素複合体

の機能制御に関する研究をしています。 

 後楽寮入寮後は自分なりに寮のためになる

ことをしようと考え、2019 年に第 45 期寮生

委員会に応募しました。そして運よく抜擢さ

れ、医療と理髪の担当委員になりました。 

 2020年の一年間は、どこにいても誰にとっ

ても尋常ではない体験をさせられたことでし

ょう。ずっと寮に住んでいた私はとてもラッ

キーでしたが、コロナのせいでソワソワして

いる寮生の皆さんと一緒に頑張り、困難を乗

り越えてきました。ふさぎこんでいる寮生を

励ましたり、軽い風邪の症状があって不安に

なっている寮生を助けたりしました。このよ

うに特別な時期に、医療担当として自分の能

力を生かせたことは私の人生で最も貴重な体

験でした。 

 寮生委員の職を辞した今、異国で独りぼっ

ちだった私を温かく受け入れてくれた後楽寮

に、ただただ感謝の気持ちしかありません。

そろそろ私もこの寮を離れます。ここで過ご

した時間は終生忘れられないものになると信

じます。 

武漢封鎖を体験して 
 

 東京大学大学院博士課程 

(工学系研究科原子力国際専攻)鄭 力 
 

 2020年1月18日、

春節招待会での撮

影係を担当した次

の日、私は武漢行き

の飛行機に搭乗し、

帰国しました。そし

て 1月 23日未明に、

新型コロナウイル

ス感染拡大により湖北省武漢市が封鎖されま

した。その後すぐに、荊州を含む全湖北省も

封鎖となり、その 2 ヵ月間は無力感を味わい

ながらも日本での留学生活に戻れる日を楽し

みに過ごしていました。中国全土からの支援

チーム到着後、湖北省の医療システムはよう

やく正常になり、その甲斐あって 3 月中旬に

なると荊州は 2 週間連続で陽性者が出なくな

りました。そして条件を満たせば荊州からの

移動が可能になり、14日間の隔離を経れば日

本に戻れると思いました。しかし現実はそう

順調にいかず、結局また 5 ヵ月を過ごしまし

た。その間思ったのは｢暗い時期を頑張って耐

えることができれば、明るい明日がきっと来

るだろう。今の時期に自分を磨いて、周りの

環境を変えていこう｣ということでした。 

 8 月 19 日、7 ヵ月経ってようやく東京に戻

り、心がほっとしました。車窓から眺めると、

赤々とした夕日を背景に、各種のマスク姿の

人々が街を行き交っていました。懐かしく感

じるものの距離感のある風景でした。 

 2020年は苦しみや幸せをいっぺんに味わっ

た奇妙な年でした。 世界を認識する最善の方

法は身を以て世界を体験し、世界と触れ合い、

目と耳そして心で世界を感じることだと思い

ます。暗闇が消えたあと、朝がきっと来ます。

その時、再び輝きに満ちた太陽の光を浴びる

ことができるでしょう。 
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＊今月の表紙＊ 
 

 「織姫と牽牛」 中国剪紙 山東省 

         「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 
 

＊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 


