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◆第 30回中国文化之日《公演の部》動画配信を開始 
 

《日中友好会館美術館》 

◆貸美術館催事｢～無音・沈黙の始まり～鄒皓雲個展｣ 

《日中友好後楽会》 

◆会員総会、秋季友好バスハイクについて ◆定例談話会について 

 

◆2020後楽寮夏季書道大会 ◆2020年後楽寮国慶節演出 

 ◆在日中国企業協会より月餅の寄贈  

◆日中大学生インタビューリレー(第 3～5回) 

  

◆異文化交流浅談  

 

◆祖父母から引き継ぐ子々孫々の日中友好 

◆源遠流長（源遠ければ、流れ長し） 

◆法人の適正かつ健全な運営のために 
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● 特 集 ● 
 

第 30回中国文化之日《公演の部》動画配信を開始しました！ 
 

 

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」――。

第 30回となる記念すべき年に、日中友好会館美術館では 9月 26日～10月 18日の会期で《展覧

の部》｢～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展｣を開催、盛況のうちに幕を閉じま

した。そして 10 月 15 日からは《公演の部》｢～優美と躍動のコントラスト～ 二胡と和太鼓の

共演｣の動画配信を開始。おかげさまで世界中の皆さまから大きな反響をいただいております。 

 
 

優美と躍動のコントラストを皆さまへ 
 

今年は会場での三密を避けるため、オリジナルコンサート動画を YouTubeで無料配信。中国

の古典楽器・二胡と、日本の古典楽器・和太鼓のコラボレーションを、国際舞台の第一線で活

躍するウェイウェイ・ウーとヒダノ修一をはじめとした豪華アーティストの共演でお届けして

います。Withコロナの秋の夜長、二胡と和太鼓が奏でる優美と躍動のコントラストをご堪能く

ださい！ 
 

無料動画配信スタート！ 
 

◆特別収録したオリジナルコンサート動画を 

無料配信。生配信ではありません。 

◆動画はいつでも、何度でもお楽しみいただけ 

ます。 

◆YouTubeチャンネル名「JCFC Museum」で 

検索、または QRコードからご視聴ください。 
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バラエティ豊かなコンサート曲目 
 

オリジナルコンサート動画は約 60分・全 12曲の豪華な構成となっています。 
 

①He's a Pirate  映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」のテーマ曲 

②JIN―仁―Main Title  人気テレビドラマ「仁―JIN―」のテーマ曲 

③Game of Thrones  世界的に大ヒットした同名ドラマのメインタイトル 

④月光  ベートーヴェンのピアノ・ソナタ。この曲を二胡とピアノの 

コラボで演奏するのは驚き!！ 
 

～日中友好会館、「中国文化之日」ご紹介～ 

～ウェイウェイ・ウー＆ヒダノ修一のトークタイム～ 
 

⑤道草      日本で 800年の歴史をもつ桶太鼓を使ったアクロバティックな 

一曲 

⑥上海セレナーデ  ウェイウェイ・ウー オリジナルの美しいバラード曲 

⑦リベルタンゴ   A.ピアソラの名曲を二胡にのせて 

⑧二泉映月  中国・無錫の二泉池の水面に映る名月と奏者自身の哀愁を表現 

した二胡の名曲のニューアレンジ 

⑨Dear Muscle      和太鼓の躍動感、一彩のダンスパフォーマンスに注目！ 

⑩上を向いて歩こう  日本のみならず、世界中で愛される永遠の名曲 

⑪賽馬   中国の二胡の名曲。疾走する馬のイメージ、馬の走る音、嘶き 

が聞きどころ 

⑫Butterfly 梁山伯と祝英台   エンディングは中国版ロミオとジュリエット。切なく美しい 

メロディ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

コンサート収録の様子 

9月 30日、400名を収容する都内某ホールを貸し切り行

われた収録では、舞台監督、照明、音響はじめ総勢 20名

のスタッフと全 5台のカメラが、アーティストたちのつく

りだす最高のステージをバックアップしていました。 

二胡奏者のトップランナーであるウェイウェイ・ウーさ

んが奏でる優雅な音色。そして、和太鼓奏者の第一人者と

して活躍されているヒダノ修一さん、ダンスパフォーマンスを取り入れ、ももいろクローバーZ

とも毎年共演する太鼓パフォーマーの一彩(いっさい)さんによるパワフルなセッション。まさ

に、優美と躍動のコントラストが際立つ圧巻のステージ。二胡と和太鼓を繋ぐ森丘ヒロキさん

のピアノ(特に｢月光｣)も見どころの一つです。世界最高峰・スタインウェイのグランドピアノ

を会場に運び入れての演奏となりました。 

一切の妥協を許さないプロの皆さん。曲によっては、数テイクの撮り直しもありました。3

時間を超える収録が終わった瞬間、現場に立ちあった文化事業部員一同、感動のスタンディン

グオベーションでした！素晴らしいステージを生でお届けできないのは大変残念ですが、今年

は皆さまのご自宅でぜひこの感動を味わってください。              （文化事業部）

トークタイムでは、国際舞台で活躍するお二人

ならではのエピソードも。お楽しみに！！ 

この動画を見て「いいね！」と思った方は、 

「いいね！」ボタンのクリックをお願いします！ 
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● 行 事 案 内 ●  
 

 

日中友好会館美術館 
 

◆貸美術館催事「～無音・沈黙の始

まり～鄒皓雲個展」 
 

 

 

 

 

 

 
 

現在、武蔵野美術大学で現代日本版画を学

ぶ中国人留学生鄒皓雲（スウ コウウン）の

個展です。鄒皓雲は版画の要素や技法を取り

入れたアートを展開し、中国で数々の賞を受

賞しています。武蔵野美術大学入学後は、中

国と大きく異なる日本の創作環境に刺激を受

け、作品に大きな変化がもたらされました。 
 

 

本展では、鄒皓雲が中国と日本で創作した

作品合計 30点を展示。中国の若手アーティス

トが独自の世界観で創作した現代アートをお

楽しみ頂くと同時に、一人の中国人留学生の

作品を通じて、日中間の理解と交流を深めて

頂ければ幸いです。 

 

 

【問合せ】鄒皓雲  

電話：080-2557-2819  

 

 

  日中友好後楽会 
 

◆会員総会、秋季友好バスハイクに

ついて 
 

第 30回目となる会員総会及び、秋季友好バ

スハイクにつきましては、最近の新型コロナ

ウイルスの感染状況を考慮し、実施を見送る

ことに決定しましたのでお知らせします。 

 

 

◆定例談話会について 
 

12月は年末のため、談話会はお休みします。

なお、今後のイベント実施につきましては、

新型コロナウイルスの感染状況を見ながら判

断したいと思いますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

【問合せ】 

後楽会事務局 堀口 

 電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

 E-mail： kourakukai@jcfc.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 期：11月 5日㈭～ 11月 10日㈫ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊最終日は 15:00まで 
 

主 催：鄒皓雲 
 

入場料：無料 

鄒皓雲「花間」 
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● 活 動 記 録 ●  
 

◆2020後楽寮夏季書道大会 
 

8 月 2 日から応募を開始した「2020 後楽寮

夏季書道大会」が、8月 16日にとどこおりな

く終了しました。この活動の趣旨は、後楽寮

の多彩な文芸文化を通して、寮生たちに書道

の魅力を伝えることにあります。 

たくさんの寮生から支持・協力をいただき、

投稿作品が多数集まりました。そして公平・

公正なる審査の結果、以下の通り受賞者を決

定しました。受賞作品は寮内掲示板にて展示

しましたので、皆さんご鑑賞下さい。 
 

 

 
 

毛筆の部：1等賞 李燕 2等賞 佟欣妍 

3等賞 劉其漢 

硬筆の部：1等賞 徐莎莎 2等賞 劉洋 

3等賞 陳凌菡 

特別ゲスト賞 周書陌 

 

新型コロナウイルスの影響で、今回は残念

ながら表彰式を行いません。各受賞者には追

って賞品をお届けします。 
 

1等賞品：後楽マスコットキャラクター 

ぬいぐるみ 

2等賞品：後楽 Tシャツ＆帽子 

3等賞品：後楽ノート 

参加賞：後楽小銭入れ 

 
 

 最後にご協力いただきました皆さんに感謝

申し上げます。また特別ゲストとして作品を

お寄せいただき、審査にも加わっていただき

ました後楽寮随一の書家・周書陌先生にも改

めて感謝いたします。 

     （第 45 期後楽寮寮生委員会） 

 

 

◆2020 年日中友好会館後楽寮 

国慶節演出 
 

9月 27日、日中友好会館大ホールにて中華

人民共和国成立 71 周年を記念する国慶節演

出を実施しました。今回は新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点から、無観客・録画配

信の形式となりました。例年ですと、国慶節

招待会として、留学生が日頃お世話になって

いる方々を日中友好会館にお招きして、盛大

にお祝いするところですが、今回は残念なが

ら以前の形式では実施できないと判断せざる

を得ませんでした。 
 

 

 

寮内掲示板に作品を展示 

舞踏「寄明月」 
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そこで、後楽寮寮生委員会で討論を重ねた

結果、観客を入れずに録画したものを後日配

信すれば、中国留学生のひたむきな姿と祖国

への熱い思いを皆さまにお届けできるのでは、

と最終的に判断し、この形を採用しました。

そして出演者やボランティアたちは、この日

のために心を込めて準備を重ねてきました。 
  

 

 

 

日々の練習及び当日は、後楽寮寮生委員会

がマスクやフェイスシールドの着用を促すの

はもちろんのこと、出演者やボランティアた

ちの体温測定、手の消毒など防疫措置を施し

ました。また、常に各人員の健康状態のチェ

ックを怠らず、安全でなおかつ素晴らしい国

慶節演出を執り行うことができました。 

改めまして、私たちの活動にご理解、ご協

力をいただきました中日の友好人士の皆さま

に心からの感謝を申し上げます。未来への道

は私たちが手を取り合って一歩ずつ前進して

いくことでしょう。 

なお右の QRコードより、後楽

寮国慶節演出の動画をご覧いた

だけます。 
 

腾讯视频： 

2020日中友好会馆后乐寮国庆演出 
 

（第 45 期後楽寮寮生委員会） 

 

 

 

 

 

◆在日中国企業協会より月餅の寄贈 
 

9月 28日、在日中国企業協会より日中友好

会館に月餅と野菜の寄贈がありました。在日

中国企業協会からは、王家馴会長、鞠文永副

会長、他 2 名にお越しいただきました。会館

からは佐藤理事長、海老原常務理事、後楽寮

生を代表して寮生委員会より 2 名、留学生事

業部が出席しました。 

在日中国企業協会は、中国国営企業約 150

社を中心に、関連グループ企業約 500 社から

組織されています。2018 年 7月には在日中国

企業協会から日中友好会館へ 100 万円の寄附

があり、後楽寮食堂の音響設備の更新に活用

させていただきました。 
 

 

 
 

今回は、中秋節のご挨拶を兼ね、会館役員

らと懇談しました。そして、中秋節には欠か

せない月餅 320 個と新鮮な朝採り野菜(キュ

ウリ、ミニトマト)10 箱を寄贈していただき

ました。お志に感謝申し上げます。寄贈品は

後日、後楽寮生たちに配布しました。 

新型コロナウイル

スで世界が混乱する

なか、日本と中国がも

う既に友好関係にあ

ることを確認し合い、

これからも友好のた

めに尽力することを

誓い合いました。 

（留学生事業部） 

演出の最後、出演者全員で「負けないで」を歌う 

寄贈品を囲んで 

食堂で月餅を配布 
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◆日中大学生インタビューリレー

(第 3～5回) 
 

9月から開始した当企画では、2019年 11月、

東京で実施した「第 2回日中大学生 500人交

流」に参加した日中の大学生が 3名ずつ交互

にリレー形式で質問し合っています。今回は

先月号に引き続き、第 3～5回から、一部を抜

粋してご紹介します。 

全文は会館ホームページ（右記

QRコードからアクセス可）に掲

載しておりますので、ぜひご覧く

ださい。 

 

＜第 3回：日本大学生から中国大学生へ＞ 
 

Q7: 日本では幼い頃より「習い事」をしてい

る子供たちが沢山います。中国には「習

い事」のような習慣はあるのでしょう

か？〔拓殖大学／PON さん〕 

A7: 十年前も今も、子供の出世は中国の親た

ちの変わらない願いのようで、習い事は

子供たちの必須科目のようになっていま

す。面白いことに、今

はプログラミングを習

い始める子供が増えて

います。〔浙江農林大学

／修同学さん〕 
 

Q8: 日本では高校で漢文(例えば孔子の論語)

を国語として学びますが、中国人も漢文

を学ぶ機会があるのですか？〔一橋大学

／信じているから見ることができるさ

ん〕 

A8: 学びます。小学生から古典の入門（『三字

経』、『声律啓蒙』等）を学び始め、中学

生になると系統的に漢文を学び始めます。

内容は詩歌、散文、論

説文、小説等で、春秋

戦国時代から清朝まで

各時代の文章を含みま

す。でも、学校で教え

る漢文は氷山の一角にすぎません。〔中国

科学技術大学／邵文傑さん〕 
 

Q9: 日本では、大学 3 年生からインターンシ

ップを始めて、3 年生の 3 月から就職活

動するのが普通ですが、中国の就職活動

はどの様に行いますか？〔法政大学／ス

マイルさん〕 

A9: 中国の大学は日本とは違い、9 月が新学

期で、翌年 6 月が卒業シーズンです。そ

れで、学生たちはだいたい 3 年生の夏休

み（7～8月）にインターンシップを始め、

4年生の 1学期（9～12

月）から本格的に就職

活動を始めます。〔南京

大学／koueiさん〕 

 

 

 

 
＜第 4回：中国大学生から日本大学生へ＞ 
 

Q10: 中国では、大学卒業後、進学する人が比

較的多いのですが、日本の大学生は普通

どのような進路を選ぶのでしょうか。

〔南京大学／kouei さん〕 

A10: 理系は進学が普通ですが、大多数の文系

学生は就職します。文系においては、院

卒の肩書が就職活動においてプラスに

評価されることはあ

まりなく、本人の研

究意欲以外に進学す

る動機が少ないです。

〔東京大学／山羊座

さん〕 
 

Q11: 日本の大学はどのように学生を選抜す

るのですか。一般的な入学試験以外に他

の選抜方法があるのでしょうか。〔中国

科学技術大学／邵文傑さん〕 

A11: 多くの大学で小論文や面接のみの試験

があります。一分野に特化した多様な人
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材を集められるという利点があります。

私は日本語の Basic 

income に関する小論

文と、日本語と英語の

面接で入学しました。

〔中央大学／麻婆寿

司さん〕 
 

Q12:「万物に魂が宿る」は日本の伝統的な宗

教観ですが、街角などいたるところで目

にする小さな神社をどのように思ってい

るのか教えてください。〔浙江農林大学／

修同学さん〕 

A12: 生活の一部だと感じています。きれいに

整備してある神社が多いので、散歩中に

新しい神社を見つけたら、気軽に立ち寄

ってお参りしたりし

ます。でも、夜に見

る暗い神社は少し怖

いです。〔東洋大学／

Lidoさん〕 

 

 
 

＜第 5回：日本大学生から中国大学生へ＞ 
 

Q13: 中国で若者に人気のドラマはあります

か？日本では中国の歴史物のドラマし

かなく、どのような物語が人気か知りた

いです。〔東洋大学／Lidoさん〕 

A13: 海外の文化が好きな人は日本・アメリカ

等のドラマを見ますが、中国ドラマを見

る人の方が多いですね。歴史ドラマで人

気があるのは宮廷ドラマです。それ以外

でも都会を舞台とした現代ドラマ等も

あって、最近割と人

気になったのは都会

に住んでいる女性数

名の物語を描いた

『三十而已（Nothing 

But Thirty）』です。

〔湖南師範大学／楊知客さん〕 

Q14: 伝統文化・ポップカルチャーを問わず、

中国の文化にまつわるもので、自分にと

って最も思い入れの強いものは何です

か。〔東京大学／山羊座さん〕 

A14: 中国画が割と好きです。時間があると

『妙筆千山』というゲームをします。こ

れは故宮博物院が開発（網易公司と共同

開発）したもので、東洋の趣がある青緑

山水（山水画の一種）のアドベンチャー

ゲームです。これで中国画が好きになり

ました。視覚的に美しいだけでなく、画

からその時代の自然、

社会、宗教、文化等

に対する作者の認識

を理解できます。〔西

安外国語大学／非衍

さん〕 
 

Q15: 日本で老後に老人ホームに入る事は普

通です。中国では恥ずべき事として捉え

る親が多いのは何故ですか？〔中央大学

／麻婆寿司さん〕 

A15: おそらく中国人の「家」に対する理解に

よるものだと思います。祝日になると、

私たち中国人はいつも家族団らんを求

めますし、年を取ってからの家族団らん

は｢含飴弄孫(飴をしゃぶって孫をあや

す)｣と表現します。老人ホームでは、こ

のような団らんを

充分には味わうこ

とができないでし

ょう。〔浙江師範大

学 ／ glacierlh さ

ん〕 

 

 

（総合交流部） 
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留学生通信 

 

 

異文化交流浅談 
 

早稲田大学大学院博士課程 

（法学系研究科民事法学専攻）姜 駿 
 

私は以前、寮

生委員として

中日交流を担

当し、とても良

い経験ができ

ました。そこで

異文化交流に

ついて、私なりの意見を述べたいと思います。 

一、その文化の風土・歴史を少し知りまし

ょう。展覧会に行っても、その魅力をほとん

ど感じない人たちがいます。｢文物｣という二

文字について言えば、｢物｣としての美しさに

対しては誰でも共感を得られますが、｢文｣化

あるいは｢文｣明の魅力を感じるには、その歴

史への理解が必要なのです。よって、観覧前

に展示品の由来やその時代などを少し学んで

おくと、感動がより深まるでしょう。 

二、その異文化の言語を少し勉強しましょ

う。日本語でいう｢言霊（ことだま）｣は大変奥深

いですが、ある意味では言語が話し手の考え

方や行動に影響を与えることがあります。翻

訳について言えば、ある言語での言葉に秘め

られた本当の意味や美感までは伝えられない

ことがあります。夏目漱石が｢I Love You｣を

｢月が綺麗ですね｣と訳したという逸話が典型

的な例でしょう。 

三、中国の諺｢盲人摸象｣のように、物事の

一部だけを見て、全てとするのをやめましょ

う。それについては荒井克之前理事長が以前、

｢会館だより｣のコラムで論じました。言い換

えれば、一人一人心の中には｢象｣があって、

それは本来の｢象｣とは異なるかもしれないし、

完全な｢象｣とも限りません。よって物知りに

なる一方で、物事には慎重に評価を下したほ

うがいいと思います。 

四、自己中心的な態度を止めて、誠実に異

文化を理解し、共感を覚えてみましょう。そ

して自分が予め一定の立場にあるのは構いま

せんが、常に相手の立場で考えて、共通点を

探し、相違点を認め合うべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中学院よりお知らせ 
 

 本科説明会を兼ねた 

 中国語無料公開講座 
 

 

大学編入を目指す方に!中国語を身につ

け新たな仕事を目指す方に! 

本科で専門士を取得すると、中文科の大

学編入が可能です。学士の資格が欲しい、

大学等を中途退学したがもう一度大学で

学びたい、中国語や中国関係の分野を極め

仕事に生かしたいなど、本科で学んで実現

させませんか! 

以下の日程で、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(オープン

キャンパス)を開催します。後半には本科

在校生との交流会も予定しています。お気

軽にご参加下さい。 
 

 

日時：11月 14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。 
 

 

【問合せ】日中学院 

     TEL:03-3814-3591 

            https://www.rizhong.org/ 

https://www.rizhong.org/
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● 理事コラム ● 
 

新役員のご紹介を兼ねて、先月号に引き続きコラムを掲載いたします（順不同）。 

 

祖父母から引き継ぐ子々孫々の日中友好 

         

公益社団法人 日本中国友好協会 副会長 宇都宮 徳一郎 
 

今年 6月より、日中友好会館の理事を拝命いたしました宇都宮徳一郎と申

します。私が日中友好の活動に関わるきっかけとなったエピソードをご紹介

させていただきます。 

私の初訪中は、1989年天安門の 6・4事件直後の 8月に祖父、父との 3代での訪中でした。周

囲のものが反対する中、祖父の徳馬は「こんな時だからこそ、孫もつれていくのだ」と言いま

した。大学生であった私は、あの時一緒に連れて行ってくれた祖父に今でも感謝しています。

もう一人、祖母から受けた影響もあるかもしれません。祖母の名前は遼子といい、中国の東北

生まれでした。1989年 4月に開いた自宅での観桜会で、祖母の挨拶を聞く機会がありました。

すでにガンで体が弱っていたにもかかわらず、絞り出すように澄んだ声で、「日本は日清戦争か

ら半世紀、中国でたくさんの悪いことをした。それにもかかわらず戦後中国人は日本を許した。

そして多くの日本人残留孤児を救い育ててくださった。この恩に感謝し日中友好は何世代先に

も続けていかねばなりません」と話しました。祖母はその 1 年後に亡くなりましたが、私は今

でもその言葉を大事に心にとどめております。 
 

 
 

源遠流長（源遠ければ、流れ長し） 

 

公益財団法人 東華教育文化交流財団 常務理事兼事務局長 呉 健一 
 

私の所属する東華教育文化交流財団の初代理事長である陳焜旺・東京華僑

総会名誉会長は、日中友好会館の設立以来、長年にわたり会館の理事を務め

られていました。 

今から丁度 10年前は、公益法人制度が大きな改革を迎えていた時期でした。私は、陳焜旺先

生から新たな制度について研究し、東華財団の公益認定を急ぐよう指示を受けました。首尾よ

く公益認定を受けることが出来た際には、陳焜旺先生からご褒美にお寿司をご馳走になったこ

とを、今でも懐かしく思い出します。その時に勉強したことが、現在も自身の仕事をする上で

大きな財産となっています。 

また、陳焜旺先生は、公益認定申請で得られた知識や経験を友好会館にも活用して行きたい

と話され、友好会館の設立の経緯や歴史についても教えてくださいました。 

日中友好会館は困難な状況の中、日中両国政府及び民間が知恵を出し合い設立されたと伺っ

ています。諸先輩の思いを原点とし、日中友好会館の発展、引いては世世代代の日中友好に微

力ながら貢献して参る決意です。 
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● 監事コラム ● 
 

法人の適正かつ健全な運営のために 

 

神谷町青山法律事務所 弁護士 中森 泉 
 

この度、公益財団法人日中友好会館の監事に就任いたしました、弁護士の

中森泉です。 

私の中国に対するイメージは、幼いころ読んだ『三国志』に始まっており、

そのスケールの大きさに漠然とした憧れを抱いていました。 

中国を最初に訪れたのは弁護士になってからです。中国に進出した日本企業をサポートさせ

ていただく仕事の関係で、出張する機会がありました。そこで驚いたのは、都市の景色が変化

するスピードです。最初は辺り一帯広い土地で道路工事などしている場所であったのが、しば

らくして再び訪れると道路が整備され、工場やビルが建ち並んでいた、という驚くべき変化を

目の当たりにし、中国の経済発展の勢いを肌で感じました。その後、旅行でも何度か中国を訪

れ、中国の人々の生活や文化に直接触れることができました。 

日中民間交流の拠点としての日中友好会館の役割は意義深いものであり、今回、その運営に

監事という立場で携わることを大変光栄に思っております。法人の適正かつ健全な運営という

観点から、監事の役割はきわめて重要なものであると認識しております。弁護士としてのこれ

までの経験も活かしつつ、日中友好会館の発展に微力ながらお役に立ちたいと思っております。

どうぞ宜しくお願いいたします。 
 

 

 

 
 

図録販売のお知らせ 
 

日中友好会館美術館で開催した展覧会の図録や関連図書を販売しております。 

ご希望の方には郵送対応もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】文化事業部 

電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263  E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

 

｢現代中国漆画展｣ 

1990年に北京で開催された中国｢全国

漆画展｣の作品を中心に、現代中国漆

画の代表作を数多く収録。 

中国第 12 回全国美術展受

賞優秀作品による現代中

国の美術『百花繚乱 中国

リアリズムの煌めき』 
 

2014 年に北京で行なわれ

た第 12回全国美術展入賞･

ノミネート作品の中から

日本の学芸員が厳選した

作品を解説付きで紹介。 
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＊今月の表紙＊ 
 

第 30回中国文化之日「～優美と躍動のコントラスト～ 二胡と和太鼓の共演」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 


