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《日中友好会館美術館》 

◆貸美術館催事｢第 25 回記念 BESETO 美術祭東京展｣ 

 ｢SAILING AROUND THE WORLD～アジア友好と SDGs 写真展～｣ 

 ｢第 22 回 国際水墨画交流展｣「中日三校書画交流展」 

《日中友好後楽会》 

◆後楽会会員総会 ◆談話会について ◆新規会員ご紹介 

 

◆中国日本友好協会との定期幹部交流で北京訪問 ◆9 月談話会  

◆後楽寮生が松山ﾊﾞﾚｴ団の公演を鑑賞 ◆2019 年後楽寮国慶節祝賀会 

◆後楽寮生が東京華僑総会国慶 70 周年記念祝賀会に参加 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣2019年度中国高校生訪日団第 1陣 

◆｢若き津波防災大使｣ ◆｢JENESYS2019｣中国青年代表団 

 

◆竹笛を通じた貢献 ◆壮族の伝統民俗 

 

◆半瓶醋－理事長のコラム｢向前看、向前進｣ 
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 ● 行 事 案 内 ●
 

日中友好会館美術館 
 

◆貸美術館催事 

｢第 25回記念 BESETO美術祭東京展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BE･SE･TO とは 1995 年 3 月 8 日、北京

(Beijing)･ソウル(Seoul)･東京(Tokyo)のア

ジア 3 大都市の頭文字を取って名付けられた

3ヶ国の美術総合文化事業です。 

当時の東京都知事･鈴木俊一氏、ソウル特別

市市長･崔秉烈氏、北京市市長･李其炎氏の合

意によって調印が取り交わされ発足。21世紀

のアジア太平洋時代に中核的な役割を担う

日・韓・中 3 ヶ国が中心となって主要都市間

の緊密な協力体制を構築し、芸術文化事業を

通じて各国の相互理解と友情を深め、世界平

和に寄与すべく展覧会を開催し続け 2019 年

で 25回目を迎えます。 

本展は、日中韓合わせて 173 名の芸術家に

よる日本画、洋画、書、彫刻、工芸、写真、

文芸などさまざまなジャンルの作品を展示し

ます。 

 

【問合せ】美術の杜出版株式会社 

電話：03-5823-6210 

 

 

 

 

 

 

◆貸美術館催事 

｢SAILING AROUND THE WORLD  

～アジア友好と SDGs写真展～｣ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

｢美しい地球を守りより良い未来を創る」を

スローガンに世界中の風景や人物、多文化交

流や人の繋がり、国連 SDGs(持続可能な開発

目標)の取り組みをテーマに撮影された写真

の展示会です。 

第 101 回ピースボート地球一周クルーズ

(2019/4/20～2019/8/1）に乗船した日本、中

国、台湾、香港など 10以上の国や地域の 1,000

名が記録した写真の中から厳選した作品約 70

点を展示します。 
 

 

 

 
 

【問合せ】株式会社ジャパングレイス 

電話：03-5287-3083 

 

 

 

 

会 期：11月 8日㈮～11月 11日㈪ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊初日は 16:00より開幕式 

     最終日は 13:00まで 

主 催：美術団体 BESETO 

入場料：無料 

会 期：11月 12日㈫～11月 15日㈮ 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 15:30より 

     最終日は 14:00まで 

主 催：PEACEBOAT／ 

株式会社ジャパングレイス  

入場料：無料 
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◆貸美術館催事 

｢第 22回 国際水墨画交流展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

国際水墨画交流協会は、東洋美術学校、中

央美術学院、中国美術学院の支持のもと、1996

年に設立された民間交流団体です。 

 今年で 22回目を迎える本展では、中国の美

術学院教授、協会会員、東洋美術学校中国水

墨画科学生によ

る、水墨・彩墨作

品約 50 点を展示

いたします。 

 多彩な内容で

毎回好評をいた

だいております。

どうぞご高覧頂

きますよう、ご案

内申し上げます。 

 

 

 
 

【問合せ】国際水墨画交流協会 

     電話：03-3359-7439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆貸美術館催事 

｢中日三校書画交流展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

中国美術学院は日本の大

東文化大学と筑波大学と友

好関係にあります。この度、

中日三校が共に書画作品展

を開催する運びとなりまし

た。中日三校の学生及び中

国美術学院で学んだ日本人

学生の優秀な書画作品 80

点を展示します。 

中国美術学院と大東文化

大学及び筑波大学の友好の

歴史を記念する展覧会です。

是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】大東文化大学書道学科事務室 

（担当：中村） 

電話：03-5399-7336 

 

 

 

 

 

 

 

 

関乃平「莞爾一笑」 

会 期：11月 26日㈫～12月 2日㈪ 

時 間：10:00～17:00 

＊初日は 15:00より開幕式･揮毫会 

 最終日は 15:00まで 

主 催：中国美術学院 

入場料：無料 

石連坤 

「李白、王維贈阿倍仲麻呂詩」 

会 期：11月 18日㈪～11月 24日㈰ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊初日は 14:00より開幕式 

     最終日は 15:00まで 

主 催：国際水墨画交流協会 

入場料：無料 
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  日中友好後楽会 
 

◆後楽会会員総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年で 29 回目になる後楽会会員総会を館

内のレストランで実施いたします。小石川後

楽園は開園（16:30 最終入場）しております

ので、お時間が許せば是非、もみじを愛でて

からご来館いただければと思います。 

 

◆談話会について 
 

11月は会員総会、12月は年末のため、談話

会はお休みします。次回は来年 1 月の新春談

話会です。日時が決まりましたらお知らせい

たします。 

 

◆新規会員ご紹介 
 

 2019年 10月ご入会 

 飯島 信義さん 

 

 

【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 ●
 

◆中国日本友好協会との定期幹部

交流で会館役職員が北京を訪問 
 

 9 月 16 日から 9 月 19 日まで、日中友好会

館と中国日本友好協会の相互訪問協議書に基

づく定期的な幹部交流を目的として、荒井理

事長以下 5 名の役職員が北京を訪問しました。  

中国日本友好協会とは、青少年交流事業を

中心に会館事業において長年の協力関係にあ

りますが、一行は宋敬武 中国人民対外友好協

会副会長、袁敏道 中国日本友好協会秘書長ら

に歓迎を受け、日中青少年交流推進年である

今年をスタートに日中双方で推し進めていく

今後の交流事業について、また日中関係につ

いてなど広く意見を交わし、さらなる関係強

化に向け、対話を深めることができました。 
 

  

 
 

今回は、北京と周辺地域の歴史や、現在及

び今後に向けた開発・発展の状況についても

広く視察するため、市内から高速で約 2 時間

の密雲区・司馬台長城の周辺に開発された滞

在型の一大観光施設「古北水鎮」を訪問しま

した。今年 8 月の日中韓外相会談の開催地と

しても注目を集めたスポットで、すばらしい

自然景観の中に悠久の歴史を感じさせる建物

や、風情ある水郷の街並みが再現されており、

地方活性化の成功例の一つとして大規模開発

の様子を視察したほか、快晴の司馬台長城に

も登ることができました。 

日  時：11月 21日 ㈭ 17:30～ 

（受付：17:00～） 
 

会 場：日中友好会館 地下１階「豫園」 
 

参加費：3,000円（会員） 

   ＊会員限定の催事です。非会員の 

方はお問い合わせ下さい。 

古北水鎮にて袁敏道秘書長(右 3)と 
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また、密雲区では北庄鎮朱家湾村を訪問、

都会からの癒しを求めて来訪する観光客向け

の民泊施設等を視察したほか、村の豊かな生

態環境を守り、その優位性を活かした新しい

農村建設のための取り組みについて説明を受

けました。中国日本友好協会を窓口とする青

少年交流事業では、毎年中国の農村青年幹部

を招聘していますが、現地で働く 4 人の農村

青年幹部とも交流することができました。中

国独特の「大学生村官」と呼ばれるシステム

により、大学卒業後に農村地域で働く青年た

ちで(2019 年から「郷村振興協理員」に名称

変更)、昨年の訪日団に参加した屈春陽さんも

同席、「訪日で得た経験を活かし、自身も地域

の潜在力を見出し、農業から観光までいかに

ビジネスモデルにつなげていくか、これから

の課題として取り組んでいきたい。日本の青

年にも是非中国の農村を訪問し、私たちと交

流し、理解を深めてもらいたい」と想いを語

ってくれました。4 人とも大学での専攻は農

村や農業に直接関わる分野ではなく、また担

当業務もごみや汚水の処理、生態モデルエリ

アの開発計画、住民支援のホットラインの担

当にいたるまで、多岐に及んでいましたが、

彼ら曰く「農村＝農業のみではなく、さまざ

まな分野で解決すべき問題も多いが、その分

発展の可能性があり、やりがいを感じる」と、

若い世代の柔軟な発想や力で新しい農村建設

に励む青年幹部との交流は、大変印象深く、

有意義な活動となりました。 

 

 

そのほか、北京市規画展覧館や中国を代表

する製鉄所「首鋼集団」の工場跡地に建設さ

れた 2022 年北京冬季五輪の展示センターを

視察、北京五輪に関するさまざまな展示や、

2022年に向けた北京・天津・河北一帯のイン

フラ建設計画、中国の産業発展を支えた鉄鋼

業の歴史等についても視察しました。 

 今後も中国日本友好協会と会館の協力によ

る各種事業は多数予定されております。会館

としても、新しい時代にあった新しい日中交

流事業を展開できるよう、中国日本友好協会

の皆様とともに努力を続けていきたいと思い

ます。 

 

 

◆9月談話会 
 

 9月 18日、後楽寮生で東京大学東洋文化研

究所にて訪問研究員として無形文化遺産を研

究する劉洋さんを講師に迎え、「中日無形文化

遺産保護・伝承の比較研究」というテーマで

談話会を行いました。 
 

 

 
 

 

講義では日本と中国で指定されている無形

文化遺産の紹介や、無形文化遺産保護制度の

変遷、文化遺産の伝承に対する人々の意識の

違いなど、内容は多岐にわたり、受講者から

は「日本の保護制度をそのまま中国に活かせ

ない理由は何か」「無形文化遺産に認定されて

いる当事者はどのような意識を持っているか」

など多数質問が挙がりました。その後の交流

会も多いに盛り上がりました。（後楽会事務局） 

講師の劉洋さん 

密雲区北庄鎮の農村青年幹部(左 4名)と交流 
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◆後楽寮生が松山バレエ団の公演

を鑑賞 
 

9月 15日、新宿文化センター大ホールにて

松山バレエ団による「THE JAPAN BALLET 21」

に後楽寮生 41名が招待され、午前の部と午後

の部に分かれて鑑賞しました。 

 

 
 

 

NPO 法人日中児童の友好交流後援会代表で

ある江原規由さんのご厚意で貴重な機会をい

ただき、感謝を申し上げます。鑑賞後には、

参加した後楽寮生の感想文をまとめて、松山

バレエ団の事務局に送らせていただきました。

ここで、寮生の感想を一部ご紹介します。 
 

○去年、実家の鄭州でも松山バレエ団の中国

公演が行われました。日中友好に尽力なさっ

ている皆さんに心から感謝したいです。プロ

グラムの「眠れる森の美女」は本当に素晴ら

しかったです。先生方はサポート役に徹しな

がら踊っていましたが、生徒さんたちも訓練

の成果を出して、宝石、妖精たちなどの踊り

はどれも完璧に見えました。素敵な舞台をあ

りがとうございました。子ども向けにアレン

ジされた舞台だったからか、子ども連れのお

客さんが多かったようです。親子でバレエを

鑑賞できるのは羨ましいと思います。私の娘

もバレエの稽古をし始めたので、ぜひ見てほ

しいです。今後の松山バレエ団の中国公演を

期待しております。 （後楽寮生 張三妮） 
 

○「後楽寮」のおかげで、松山バレエ団によ

る公演を楽しませていただきました。今まで

「バレエ」というものに全く触れることがな

く、テレビで見るだけでした。今回のような

貴重なチャンスに恵まれて、バレエの素晴ら

しさを肌で感じることができました。荘厳で

豪華な舞台、気品ある衣裳、また言葉で表現

しきれないアーティストたちの素晴らしい演

技と踊り、何度見ても飽きない舞踊劇だとつ

くづく感じています。本当に時が経つのを忘

れるほど楽しかったです。最後に、松山バレ

エ団の今後一層のご発展を心よりお祈り申し

上げます。     （後楽寮生 胡小春） 

 

 

◆2019年 後楽寮国慶節祝賀会 
 

9月 22日、後楽寮寮生委員会主催による国

慶節祝賀会を日中友好会館大ホールにて行い

ました。中国大使館政治部 聶佳参事官をはじ

め、各友好団体の皆さまにお越しいただき、

会館からは荒井理事長、鄭中国代表理事、佐

藤常務理事が出席、中華人民共和国成立 70周

年を祝いました。 

 

 
 
 

祝賀会ではまず、後楽寮生による「我和我

的祖国」（私と私の祖国）の歌で始まりました。

美しい歌声と共に今回初めて登場した後楽寮

マスコットキャラクターの「楽知(らくち)・

楽行(らくごう)」のお披露目となりました。

このマスコットキャラクターは後楽寮の「格

物致知」、「知行合一」の精神を体現したもの

で、中国と日本の力を結集させて誕生しまし

た。 

太極拳の演舞 

新宿文化センターの前で 
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来賓の皆さまのご挨拶、姜駿寮生委員長の

挨拶に続き、パフォーマンスの部が始まりま

した。ポップダンス、建国 70周年にちなんだ

詩の朗読、モンゴル舞踊、バンド演奏、太極

拳の演舞、中国古典舞踊、そして最後は後楽

寮合唱団による合唱「未来へ」と「後楽寮の

歌」です。皆さまの人生と未来に限りない希

望と偉大な祖国の繁栄、そして中日関係の友

好発展を祈念しつつ、1次会は終了しました。 

 

 
 

 

続いて会場を後楽寮の食堂に移し、来賓の

皆さまと食事をしながら交流しました。歓談

後は再びパフォーマンスの披露となり、また

ビンゴ大会やゲームをして楽しみました。来

賓の一人としてお越しいただいた加須市日中

友好協会 石井敏郎会長からは、飛び入りで

「松花江」の歌のプレゼントと、中国人民へ

の深い情愛と日中友好活動の意義を語ってい

ただきました。 

国慶節祝賀会

は、1 次会 2 次会

ともに終始賑や

かな雰囲気のな

かで盛会のうち

に幕を閉じまし

た。今回の開催の

様子は、「人民網」

「日中商報」など

各メディアでも

取り上げていただきました。 

 

後楽寮の活動が日本のみならず世界に広く

知られ、より多くの方々から関心を寄せてい

ただき、後楽寮寮生委員会としましても大変

嬉しく思います。最後にご支援・ご協力いた

だきましたすべての皆さまに感謝申し上げま

す。         （後楽寮寮生委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆後楽寮生が東京華僑総会 

国慶 70周年記念祝賀会に参加 
 

9 月 28 日、東京華僑総会にて国慶 70 周年

記念祝賀会が行われました。会館からは鄭中

国代表理事と後楽寮生 11 名、留学生事業部職

員が参加しました。 

まず東京華僑婦女会

のリードで中国国家を

参加者で斉唱、(一社)

東京華僑総会の林斯福

会長と孔鉉佑 駐日中国

大使の挨拶、来賓の紹介

と続きました。そして 

杜子威常務理事による 

乾杯のご発声で懇談食事会が始まりました。 

寮生達は歌や子供達の朗読などのパフォー

マンスを見ながら参加者と交流していました。

後楽寮の大先輩である華僑総会の方々とも交

流できたようです。そして帰りの際には参加

者一人一人にお土産もいただきました。改め

まして東京華僑総会の皆さまに御礼申し上げ

ます。 

ビンゴ大会で賑やかな会場 

林斯福会長の挨拶 

後楽寮マスコットキャラクター 
 

中国伝統文化の要素を持ち合わせているこのキ

ャラクターは、後楽寮入口にある二頭の獅子像

をモチーフにしています。大家庭のような後楽

寮の結集力を強める役割を果たすため、今後の

活躍が期待されます。   （留学生事業部 N） 
           

 
 

人民網での報道（一部抜粋） 
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（留学生事業部） 

 

 

◆｢日中植林・植樹国際連帯事業｣ 

2019年度中国高校生訪日団第 1陣

が来日 1都 1府 10県を訪問 
 

9月 3日から 9月 11日までの 9日間、2019

年度中国高校生訪日団第 1陣（団長：任全春 

甘粛省教育庁 政規処 処長）が来日した。本

団は、河南省・甘粛省・江蘇省・内蒙古自治

区から選抜された高校生と引率の計 250 名で、

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、東京都をはじめ、8 分団に分か

れて茨城県･宮城県･愛知県･千葉県･神奈川

県･広島県･熊本県･長崎県･群馬県･京都府･兵

庫県を訪問し、防災・環境についての学習や、

植樹活動、高校訪問での交流を通じて、同世

代との友好交流と対日理解を深めた。 
 

 

 

防災をテーマに学ぶ 
  

本団は「防災」をテーマとし、セミナーで

は特定非営利活動法人日本防災士会の正谷絵

美 東京都支部幹事より「命を守る防災」とい

うテーマで講義を受けた。講義では災害発生

時の対応、普段の生活の中でどのように防災

を意識すればよいかという点について、わか

りやすく解説を受けた。質疑応答では多数の

質問が出て、訪日活動の始まりとして、防災

についての良い啓発の場となった。 

また、テーマに関する視察先として、分団

ごとに松島復興語り部クルーズ、震災遺構仙

台市立荒浜小学校、国立研究開発法人防災科

学技術研究所、しながわ防災体験館、東京臨

海広域防災公園、わくわく座・熊本城、雲仙

岳災害記念館、土石流被災家屋保存公園、神

戸港震災メモリアルパーク、人と防災未来セ

ンター等の視察を行い、日本の防災の取り組

みや災害からの復興について理解を深めた。 

 

高校訪問で授業・部活動・植樹活動に参加、

同世代と交流 
 

学校交流は、前半に茨城県・神奈川県・熊

本県・長崎県・群馬県・京都府の 8 校、後半

に宮城県・愛知県・千葉県・広島県・東京都・

兵庫県の 8 校を訪問。各校とも多彩なプログ

ラムが準備され、温かく迎えられた。各分団

とも訪問校のうちの 1 校で植樹活動を行った。

また、「防災」「環境」をテーマとした授業や

体験に参加し、日中両国の共通課題である防

災と環境について日本の高校生とともに学び、

意見交換などを行った。それ以外にもさまざ

まな授業や部活動、歓迎会、交流会に参加し、

英語や筆談、ジャスチャーを駆使して、お互

いの文化や学校生活を紹介したり、楽しい時

間を共有した。残念ながら後半の学校交流の

うち、首都圏の 4 校は台風の影響により休校

になったが、教職員等の協力を得て、一部プ

ログラムを変更しての訪問がかなった。 

孔鉉佑大使(前列中央)と後楽寮生 

 

両国代表の高校生が記念植樹 

（熊本県立天草拓心高校） 
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各地でさまざまな視察や体験 
 

さらに各地で国会議事堂、JAXA筑波宇宙セ

ンター、トヨタ産業技術記念館、広島原爆ド

ーム、長崎平和公園、富岡製糸場、金閣寺な

ど、日本の政治や経済、先端技術、歴史文化

遺産等の視察・参観を行い、幅広い対日理解

を深めた。 
 

 

 

 
 

 

帰国を前に中国高校生からは、「セミナーを

聴講し、災害発生時の対応、災害に対する備

えについて理解を深めることができた」「日本

の防災対策は大変参考になった。常に防災に

対する意識を持つことで災害時に助けられる

命があることをしっかり心に留めておきたい」

「日本の高校生はとても親切だった。言葉は

通じなくても、互いの心は繋がっていると感

じた」「訪問先の学校で日本の高校生と一緒に

植樹活動を行った。この樹が両国の友好の象

徴として成長することを願っている」「帰国後

は、日本での体験を友人や家族に共有したい」

など思い思いの感想が聞かれた。 

本団の受け入れにご協力くださった関係機

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） 

 

 

 

 

 

◆｢若き津波防災大使｣一行257名が

来日 北海道で地震･津波･火山

災害の防災･減災を学ぶ 
 

9月 5日から 9月 12日までの 8日間、世界

43カ国・地域の高校生と引率で構成される「若

き津波防災大使」一行 257 名（高校生 214名、

引率 43名）が来日した。中国は遼寧省から大

連理工大学附属高級中学の 6名が参加した。 

訪日団は、北海道で開催された「世界津波

の日」2019高校生サミット in 北海道への参

加や、スタディツアーへの参加を通じて、日

本の津波の歴史や地震・津波・火山災害への

備え等の防災・減災の取り組みについて学ん

だほか、北海道でのさまざまなプログラムや

地域の人々との交流を通じて、日本の豊かな

自然、文化、歴史に触れ、日本と日本人の魅

力についても理解を深めた。 
 

 

 

 

 

 

道南地域と道東地域に分かれスタディツアー

に参加 
 

滞在中、一行は 2 班に分かれてスタディツ

アーに参加した。1 班は奥尻町で地元高校生

の案内により津波被災地等を見学したほか、

洞爺湖有珠山ジオパークで今も噴火を繰り返

す有珠山の火山災害について理解を深めた。2

班は浜中町で避難訓練に参加、釧路市内では

防災センター等を視察したほか、美瑛町で十

勝岳噴火災害について学んだ。また、それぞ

部活動体験で弓道に挑戦 

（東洋大学附属牛久高校） 

「世界津波の日」2019高校生サミット in北海道 

分科会で発表する中国高校生 
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れ地元の高校生と授業交流、文化・レクリエ

ーション等を通じて友情をはぐくんだ。 
 

 

 

 
 

｢世界津波の日｣2019高校生サミット in 北

海道に参加 
 

9月 10日、11日の二日間にわたり開催され

た「世界津波の日」2019高校生サミット in 北

海道には、日本の高校生 180 名も加わり、世

界 44カ国・地域の高校生 394 名が参加した。  

このサミットは、2015 年 12 月に国連で制

定された「世界津波の日」(11月 5日)の啓発

イベントの一環として開催され、今回が第 4

回目となる。主催者である北海道の鈴木直道

知事、共催の国連防災機関の代表者らが挨拶

をしたほか、安倍晋三総理大臣からビデオメ

ッセージも寄せられた。 

初日は分科会に分かれて自国の取り組みや

今後の課題等について発表し、「記憶を未来へ、

備えを明日へ」をテーマに真剣に議論したほ

か、シェイクアウト訓練も行った。午後の開

会式では、海外高校生がスタディツアーにつ

いて報告し、北海道の高校生は奥尻島で実施

した事前学習ツアーを報告した。夜は外務省

主催のレセプションに参加してサミット参加

の意気込み等を語り合った。二日目は、日本

と海外の高校生が共同でイチイとエゾヤマザ

クラを植樹し、記念碑除幕式を行った。総会・

閉会式では、各分科会で話し合った成果を発

表し、最後にサミットの成果としてアイヌ語

で「こんにちは」を意味する「イランカラプ

テ」にちなんで命名された「イランカラプテ

宣言」を採択した。 

参加した中国高校生からは、「国によって国

情や経済レベル、災害に対してできる措置は

異なるが、たとえそうであっても私たちは起

こりうるすべての災害に積極的に備えるべき

だ」との言葉が聞かれ、多くの国が集う国際

会議への参加で大いに刺激を受けたことがう

かがえた。 

今回来日した 43カ国・地域の高校生たちが

本プログラムを通じて学んだ世界各地の防災

の知見と、地震津波等災害の脅威を後世へ語

り継ぎ、将来、各国で防災・減災分野におけ

るリーダーとして活躍し、国境を越えて手を

取り合い協力していくことを心より期待する。 

本団の受け入れにご協力くださった関係機

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） 

 

 

◆｢JENESYS2019｣中国青年代表団が

来日 
 

9月 9日から 9月 13日までの日程で、中国

青年代表団(団長：程海波 中国日本友好協会

副秘書長)60 名が来日した。本団は、北京市

および河北省の青年公務員と農村青年幹部で

構成され、外務省が推進する JENESYS2019」

の一環として招聘した。 
 

 

 

 

 

スタディツアー 

地元高校生の案内で奥尻島津波館を見学 

 

掛川市の環境資源ギャラリーを視察 
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代表団は、東京・静岡にて、環境行政や農

業行政に関連する訪問・視察を行ったほか、

国会議事堂や先端技術関連の視察などを通し

て包括的な対日理解を深めた。 

 

静岡県掛川市の環境政策や農業振興に関する

取り組みを学ぶ 
 

公務員分団は、1 人 1 日当たりのゴミ排出

量が全国で 2番目に少ない（人口 10万人以上

50万人未満の都市の部）掛川市の環境政策に

ついて学んだ。市が推進するスマートコミュ

ニティやゴミ減量の取り組みなどの説明を受

けたほか、環境資源ギャラリー内のゴミ処理

施設やゴミ減量啓発の展示、生物循環パビリ

オンで下水汚泥処理の過程について視察した。

中国ではゴミ処理をはじめとするさまざまな

環境問題が深刻化しているため、団員は幅広

く具体的な取り組みを見聞きしながら、市の

取り組みの成果を実感した。 

農村青年幹部は、掛川市特産のお茶や農産

物等の農業振興政策について学んだ。はじめ

に市の農業振興政策について説明を受け、続

いて、農産物の生産安定・収入増加を目指し

て市が推進する ICT を活用したトマト栽培を

実践している渡辺農園や、地元の農産物やそ

れを使用した加工品を直売し、農業地域振興

の一役を担っている道の駅掛川を視察した。

先端技術の活用、中国にはない「道の駅」の

ような施設の取り組みは目新しい視点となっ

たようで、団員も高い関心を示した。 

また、掛川市は周恩来総理と親交のあった

松本亀次郎氏の出身地であることから、掛川

市大東図書館内に展示されている、友好を記

念し天津市から寄贈された二人の蝋人形や関

連する資料を視察した。 

滞在を通じて団員からは、「環境政策につい

ての講義を聞き、自分の住むまちでも、同じ

ような取り組みが行われてほしいと思った。

環境保全に関わる活動を住民として働きかけ

ていきたい」「ゴミ減量に関する先進事例を聞

くことができ、大変勉強になった」（以上公務

員）、「農業政策の講義では、「農」は生きるこ

との根幹を支える重要な営みだと思った。自

分自身もできる範囲で農業を盛り立てていき

たい」「道の駅視察では、サービスエリアと違

う、道の駅の特徴や農業振興面で果たしてい

る役割を知り、参考になった」（以上農村青年

幹部）等の感想が聞かれた。5 日間の活動を

通して、日本に対する理解を深めた団員達が、

今後は各専門分野で日中の懸け橋となること

が期待される。 
 

 

 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅で心もお腹も!?収穫たくさん 
 

日本独特の“道の駅”、豊かな自然の中で育った

地元の新鮮野菜や特産品がずらりと並んでいる

様子から、掛川市が農村地域振興に力を入れて

いることがよくわかり、団員たちは興味深そう

に見学していました。美味しいお土産も買って、

たくさんの収穫がありました。 

（総合交流部 N）      

 

渡辺農園のトマトハウスを視察 
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留学生通信 

 

 

竹笛を通じた貢献 
 

東京大学大学院博士課程 

(工学系研究科電気系工学専攻) 趙 子強 
 

あっという間に、後楽

寮に住んでもう 1年にな

ります。3 年前に日本へ

来て修士の学位を取得

し、引き続き博士課程へ

の進学を選びました。こ

の 1年には後楽寮との不

思議なご縁がありました。 

 2019年の春節祝賀会上で、私は友人の古箏

奏者と竹笛の合奏「青花瓷」を披露しました。

演奏後、私のもとにわざわざ駆け寄ってきた

一人の日本人のお年寄りから「あなたの竹笛

の演奏をとても気に入りました。ありがとう」

と言われました。これはほんの些細なことで

したが、私を感動させた心に残る言葉です。 

 思い起こせば、私は小学 1 年生の頃から竹

笛を習い始め、8 年ほど練習に通いました。

当時の私は忙しい家族たちにかまってもらえ

ず、家の中で暇を持て余していました。外に

出て何か技術を身につけるほうがましだと思

ったのがきっかけです。習い始めは、全くや

る気がありませんでしたが、学ぶにつれて竹

笛の特色に気づき、各地に伝わる楽曲にも独

特の趣があることにすっかり魅了されました。 

 来日にあたり「もしかすると竹笛が何かの

役に立つかもしれない」と、吹き慣れた数本

を身につけて来ました。このように使うこと

になるとは思ってもみませんでした。これは

一つのご縁であり、私の責任でもあるでしょ

う。これからの日々、竹笛を通じて人々の心

を感動させ、確かな中日友好交流の橋を築き、

後楽寮の発展と末永い中日友好のために貢献

していきたいと思います。 

壮族の伝統民俗 
 

立教大学日本学研究所・外国人客員研究員 

(比較文学と異文化研究専攻) 黄 暁星 
 

私の出身地―広西チ

ワン(壮)族自治区には、

一千万人以上の壮族の

人々が住んでいます。壮

族は中国の少数民族の

うち、最も人口の多い民

族です。 

壮族は日本人と同様、

刺身に似た「魚生」を好んで食べます。ただ

しソウギョ(草魚)や鯉などの淡水魚と塩、ご

ま、醤油、酸味のある漬物を一緒に和えて食

べます。日本の刺身と比べると、壮族の｢魚生｣

はやや味が濃いですが、とてもおいしい料理

です。 

また｢五色糯米飯」も壮族の人々が好きな食

品です。春節、端午節、旧暦の三月三日の祭｢三

月三｣で、このご飯を食べます。着色のため、

炊く前の糯米を赤フジバカマ、黄飯花、楓葉、

紫藤など植物の汁にそれぞれ浸たします。壮

族の人々は互いにこれを贈りあい、気持ちや

敬意を表し、一年の幸せを祈ります。 
 

また、壮族の人々は歌の掛け合い(対歌)と

踊りがうまいことでよく知られ、広西の地は

一説に｢歌の海」、｢歌の故郷｣といわれていま

す。｢三月三｣の祭になると、若い男女が集ま

って､一問一答の歌を歌います。その｢対歌｣

形式と歌の内容が、日本の｢歌垣」と似ている

ようです。また歌の掛け合いは結婚相手を探

す目的があり、自らの気持ちを相手に伝える

良い方法です。私も壮族ですが、伝統的な歌

や踊りはあまり得意ではありません。でも、

このような壮族の伝統民俗を将来に伝えてい

きたいです。 

広西に行ったら、壮族民俗文化の多種多様

な様子を見ることができます。ぜひ、広西チ

ワン族自治区に遊びに来てください。 
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● コ ラ ム ● 

 

半瓶醋       向前看、向前進 
 

理事長のコラム           
 

(公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

日中青少年交流事業で長年にわたりよきパートナーである中日友好協会との定期交流で北京

を訪問した。今回は、極めて個人的な感想を紹介させていただきたいと思う。 

先ずは、私が北京在勤だった 1998年に、初日の出を見たくて、早朝 3時にマイクロバスをチ

ャーターし家族そろって訪れたことのある司馬台長城を再訪できたことである。当時は、漆黒

の空のほとんどが穴だらけとも思えるほどの無数の星が時折輝いて見えたことに感動し、さら

にはバスの窓から手を伸ばせば星がつかめると実感するほどであったのを憶えている。初日の

出を見るため長城に登ったものの、通路を囲う壁が朽ちていたのに怖気づいて途中で引き返し

たことを思い出した。 

今回訪問したところは密雲区古北口鎮司馬台村の古北水鎮にある古北水鎮大酒店を中心に広

がる一大観光地だった。夜景は空の星を楽しむよりは、ちょっとしたダムの堰の上に作られた

影まで画かれた｢お月さま｣に代表される夜まで明るく賑わう模擬店群の灯だった。例えば白酒

を作る工房、染物の工房、地元の凧づくり職人の工房、北京名物糖葫芦を売る工房など、何処

も中国の文化を伝えると同時に、さまざまな体験ができる店舗が所狭しと軒を連ねていた。多

くの中国人の家族連れなどで賑わっていたが、中国の人々の旅行に対する嗜好も土産物を買う

旅行から体験を重視する滞在型の旅行に変化していくのであろうと思わせた。 

次は、当会館でも青少年交流事業としてなんども受け入れたことのある大学生村官(今は郷村

振興協理員と称している)が、働いている密雲区北庄鎮の朱家湾村を見学できたことである。村

をいくつか束ねる｢鎮長｣は、一橋大学で修士課程を修了した林立さんだった。鎮の管轄下には

11の村があり、4人の大学生村官・郷村振興協理員(2人は密雲区出身者)も見学に立ち会ってく

れた。 

朱家湾村は、古北水鎮景区(観光地)から車で 30分ほどのところだが、民宿事業も行われ、都

市部に住む人々に農村のゆったりしたリズムの生活を楽しんでもらうため、民宿の設計を清華

大学に特別に依頼したことが自慢のようだった。確かに、娯楽室などにも書棚があり、好きな

本を持ち込んでゆっくり読書ができる落ち着いた雰囲気を醸しだしていた。民宿の管理人は甘

粛省から来た青年だったが、就業のための移動は自由なのだろう。これらを見ると｢村官」制度

は当初の大学生就職支援事業を思わせる｢村官｣(村役人)から｢郷村振興協理員｣(農村振興推進

員)に変化したことを思わせる。村官として海外の事情にも明るい大学卒業生を雇用したことで、

村官間のネットワークが広がり、農村の発展が外向きに転換しているように感じた。近くの一

大観光リゾートと競合する部分もあろうが、朱家湾村の民宿事業の発展には特別のエールを送

りたいと思った。 
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＊今月の表紙＊ 
 

刺繍（ハニ族）   

ハニ族の伝統刺繍にアレンジを加え、八角星の紋様に仕上げた。他民族の文化を取り入れつつ 

発展するハニ族文化を象徴する。 
 

第 29回中国文化之日「孔雀の舞う楽園」より（10月 20日終了） 
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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 


