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● 行 事 案 内 ● 
 

   

  日中友好会館美術館  
 

◆主催展 
 

日中平和友好条約締結 40 周年記念  

「宮廷のコバルトブルー  

景徳鎮明清官窯復刻展」 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

本展「宮廷のコバルト

ブルー 景徳鎮明清官窯

(かんよう)復刻展」では、

中国明清時代の素材、技

法、焼成などに忠実に、

一点ずつ手作業で復刻

し、現代に甦った景徳鎮

官窯磁器およそ100点を

ご紹介します。 
 

 

中国陶磁の発展には、宮廷・官用の御用器

の専用工房である官窯の存在があったといわ

れています。特に、明清時代はそれぞれ御器

廠(ごきしょう）、御窯廠(ごようしょう)とい

われる官窯で優れた匠の技術と素材の贅を極

めた作品が多く生み出されました。 

 

 

 

 

 

 

景徳鎮が誇る永遠の美“青花(せいか）”文

様を中心に、復刻品でこそ実現し得た、優雅

な宮廷愛用品の数々を一堂に集めた本展。ぜ

ひご来場いただき、その色彩と技巧の魅力を

ご堪能ください。 

なお、会期中に各種イベント(講演会、ミュ

ージアムコンサート)を企画しております。 

詳細は次号および HP にてご案内いたしま

すので、ご期待ください！ 

 

【問合せ】 文化事業部 

 電話：03-3815-5085  FAX：03-3811-5263 

E-mail: bunka@jcfc.or.jp 

会 期：6月 20日㈬～7月 12日㈭ 

    ＊月曜日休館 
 

時 間：10:00～17:00 

＊初日は 15:00より開幕式 

および内覧会 
 

主 催：(公財)日中友好会館、景徳鎮市

人民政府 
 

共 催：景徳鎮創意城市弁公室 
 

後 援：中華人民共和国駐日本国大使

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 
 

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をご確認下さい。 

明･永楽/復刻 

｢青花花卉文水注｣ 

明・宣徳/復刻 

｢瑠璃地白花雲龍文盤｣ 

清・乾隆/復刻 

｢豆青釉粉彩福寿図双耳海棠口瓶」 
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◆貸美術館催事 

｢日中平和友好条約締結 40 周年記

念 花香鳥語･中国画家鮑鶯作品展」 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

日中平和友好条

約締結 40 周年にあ

たり、上海市美術家

協会中国画芸術委

員会が「花香鳥語・

中国画家鮑鶯作品

展」を開催します。 

中国画家の鮑鶯

女史は数十カ国の

代表的な樹木や花鳥 

を題材に、2 年の歳月をかけて作品を制作し

ました。彼女の描く樹木や花鳥は優雅で美し

く、絵に新たな命が吹き込まれたかのように

生気に満ち溢れた作品は、観る者を感動させ

ます。 

本展では鮑鶯の中国画作品約 40 点を展示

します。今日の世界中で多くの生物が消えて

いく中、画家の筆で過去の記憶を後世へ残す

ことを期待し、また自然と生命に畏敬の念を

持ちながら、本展が平和安寧な生活に彩りを

添え、一衣帯水の日中両国の明るい未来につ

ながることを祈ります。 

 

【問合せ】 

株式会社 四季彩社(主催者代理人) 

 電話：03-5369-2521 

 

 

◆貸美術館催事 

｢王正春“敦煌遺墨”書道世界 

巡回展」 
 

 

 

 

 

 

 

 

大連市中日文化交流協会は日中平和友好条

約締結 40周年を記念し、異なる民族、文化を

互いに理解し交流を深めることを目的として、

このたび、『王正春“敦煌遺墨”書道世界巡回

展』を日本で開催する事を企画しました。本

展では敦煌の莫高窟から発見された『敦煌文

献』の模写作品など約 80 点を展示します。 

 

【問合せ】 

中日施恩実業株式会社 

電話：0471-28-9217 

 

 

◆貸美術館催事 

｢日本の風景‐鄧予立写真展」 
 

 

 

 

 

 
 

昨年好評を博した「鄧予立写真展」を、今

年も 5月 30日㈬～6月 3日㈰まで開催いたし

ます。 

鄧予立は現役のビジネスマンとして世界中

を飛び回る傍ら、各地の風景や人々の姿を写

真に収めてきました。 

その時々の空気感を写真に収める技術に定

会 期：5月 18日㈮～5月 23日㈬ 
 

時 間：10:00～17:00 

＊初日は 11:00から開幕式 
 

主 催：上海市美術家協会中国画芸術 

委員会 
 

入場料：無料 

鮑鶯「玫瑰」 

会 期：5月 25日㈮～5月 28日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00 

＊初日は 15:00から開幕式 

 最終日は 14:00まで 
 

主 催：大連市中日文化交流協会 
 

入場料：無料 

会 期：5月 30日㈬～6月 3日㈰ 
 

時 間：10:00～17:00 

＊初日は 11:00から開幕式 
 

主 催：外為ファイネスト株式会社 
 

入場料：無料 
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評がある鄧予立が、これまで数年にわたり撮

りためてきた日本の四季折々の風景写真の中

から、今回は約 60点を展示いたします。 

また会期中は、鄧予立の著書や記念グッズ

が当たる抽選をご用意しています。皆様のご

来場をお

待ちして

おります。 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

外為ファイネスト株式会社 

電話：03-6268-0234 

 
 

 

日中友好後楽会  
 

◆６月談話会・懇親夕食会 

 

5 月の談話会はお休みします。次回は 6 月

19日㈫ 17:00より、日中友好会館地下 1階大

ホールにて行います。現在後楽寮生で早稲田

大学文学研究科にて古典文学・演劇を学ぶ、

華中科技大学外国語学院教員の曽誠さんを講

師に迎え、北京・故宮の所蔵品等についてお

話しいただきます。談話会後は、館内にて懇

親夕食会を予定しております。詳細について

は会員の皆様に別紙でご案内いたします。 

 

◆新規会員ご紹介 
 

2018年 4月ご入会 

岸原 次男さん 

 

【申込み・問合せ】 

後楽会事務局 緒方、堀口 

電話：03-3811-5305、FAX：03-3811-5263 

E-mail：kourakukai@jcfc.or.jp 
 

 ● 活 動 記 録 ●
 

 

◆主催展「上海現代竹彫刻精品展」

を終えて 
 

日中友好会館と上海工芸美術博物館主催の

「上海現代竹彫刻精品展」(会期：2月 1日～

2月 25日）は、22日間の会期で 2,014人（91.5

人/日）の方にご来場頂き、大好評のうちに閉

幕となりました。心よりお礼申し上げます。 
 

 

 

 
 

 

本展では、中国の第一次国家級無形文化遺

産として登録された上海嘉定地区に伝わる竹

彫刻の無形文化遺産伝承人のひとり・張偉忠

さんの作品を中心に、現代の工芸士 13名によ

る嘉定の竹彫刻 85点を展示しました。 

2 月 1 日の開幕式は雪まじりの天気となり

ましたが、来日した竹彫刻の工芸士や上海工

芸美術博物館の館員の他、中国大使館公使参

事官・蔡紅氏や日本工芸会会長で元文化庁長

官の吉田茂氏をはじめとする多数のご来賓に

ご出席頂きました。 
 

 

鄧予立「兼六園の夕映え」 

テープカット 中国大使館 蔡紅公使参事官(左 4)、 

江田五月会長(左 5)、上海工芸美術博物館 陳毓其 

副館長(右 4)、吉田茂 元文化庁長官(右 3) 

制作実演の様子 

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
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式中には、同じく中国の竹文化のひとつで

ある竹笛の特別演奏が日本人奏者の高久美智

子氏によって披露され、日中両国そしてジャ

ンルを超えた共演となりました。開幕式後に

は、来日した竹彫刻家の王順建さんと朱淑紅

さんの 2名による制作実演を行いました。 
 

 

 
 

本展は会期中に中国のお正月である春節を

迎えましたが、ちょうどその日にあたる 2 月

16日には琵琶奏者の何晶さんによるミュージ

アムコンサートを開催しました。事前申込制

で席を用意していましたが、人気が高くすぐ

に予定の数を上回るお申込みを頂いたため、

席数を大幅に増やしましたがそれでも当日は

多くの立ち見の方が出るなど大盛況となりま

した。立ち見の方をはじめ、ご来場の方には

ご不便をおかけしてしまいましたが、何晶さ

んと琵琶の音色の美しさに魅了されていた様

子でした。 

展示作品は浅彫りと深彫りを組みあせた奥

行ある表現が特徴である竹彫刻ですが、全工

程を手作業で行い、制作に時間と手間がかか

るものです。来場者のアンケートでも「精巧

ですばらしい」「まるで毛筆みたい。彫刻とは

思えない」と、中国の匠による繊細な刀遣い

に驚く声が寄せられました。 

竹は温湿度に敏感なため、美術館の温湿度

管理を 24時間体制で行ったり、全展示ケース

内に水を入れたコップを入れるなどして、い

つもの展覧会より作品保護に気を配りました。

また、アンケートでの意見を参考に、会期中

に出来る範囲ではありますがディスプレイの

修正を行いました。今後も展示作品の保護と

来場者の観覧しやすさを大切にし、中国文化

をご紹介する展覧会を開催していきたいと思

います。         （文化事業部） 

 

 

◆第 27 回観桜会 
 

 

第 27 回となる観桜会を 3 月 22 日㈭、小石

川後楽園内涵徳亭にて開催しました。中国大

使館の倪健参事官をはじめ、政治部、商務部、

文化部、領事部、友好交流部、教育処から多

数参加されたほか、会館理事、評議員、後楽

会会員、寮生委員など合わせて 74名が集まり

ました。 
 

 

 
 

冒頭に、荒井克之理事長から開会の挨拶が

あり、続けて倪健参事官より乾杯のご発声を

いただきました。会の後半には海江田万里評

議員による二度目の乾杯があり、今年は暖か

くなることが早かったこともあり、しだれ桜

はほぼ満開で、盛況の中幕を閉じました。 

涵徳亭が今年 6 月より改修工事に入るため、

来年以降の観桜会の場所については、改めて

お知らせいたします。   （後楽会事務局) 

 

   

荒井克之理事長による挨拶 

琵琶のミュージアムコンサート 
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◆後楽寮生がスキーと温泉を体験 
 

 

3 月 14 日から 15 日にかけて、群馬県万座

温泉で後楽寮生と鄭祥林中国代表理事、留学

生事業部職員の一行 45 名がスキーと温泉を

体験してきました。毎年この時期の恒例行事

として定着し、今年で 7回目になります。 

万座温泉にあるホテル、日進館の大野克美

前社長は、留学生寮を運営している(公財)東

南アジア文化友好協会の理事長でもあります。

そのため、留学生にとても理解があり、今年

も宿泊をはじめ、スキー用具とスキーウエア

のレンタルなど学生価格で対応して下さり毎

回大変お世話になっています。 

日進館に入り、早々に昼食を済ませ、スキ

ー体験が始まりました。まず、スキー靴の履

き方や止まり方、転び方など基本動作の説明

を受け、それぞれ滑り始めました。今回は経

験者があまり多くありませんでしたが、お互

いコツを聞いたり滑っている様子を見たり、

転んだりしながら練習していました。 
 

 

 
 

スキーを終えるとそれぞれ温泉を楽しんで

いました。夕食は地元産の野菜で作られた料

理をそれぞれ好きなように皿に取り、それを

写真に撮ったりしながら賑やかに夕食をとり

ました。その後、ロビーで日進館会長の歌謡

ショーなどを楽しみました。 

中国からのお客さんへ向けて「月亮代表我

的心」もきれいな発音で歌われ、寮生は感心

して聞き入っていました。ショーの最後には

抽選会があり、なんと寮生 2 名に日進館の無

料宿泊券が当たり、インタビューを受けてい

ました。 

翌日は朝食後、温泉を楽しみたい人とスキ

ーを続けたい人に分かれて 2 日目を楽しみま

した。スキーグループは一番高いところまで

リフトで上がり滑る寮生、スキーはそこそこ

で雪景色をバックに写真撮影をする寮生など

様々でした。皆さんたっぷり満喫して、帰り

のバスはほとんどの寮生が熟睡していました。 

1 泊 2 日の日程でしたが、スキーと温泉の

体験を通し、日本への理解が深まれば幸いで

す。また、毎日勉強や研究が忙しい中、寮生

にとって少しリラックスできた機会になった

のではないかと思っています。 

日進館にはこの場を借りて改めて御礼申し

上げます。        （留学生事業部） 

 

 

◆寮恒例のお花見会、浜離宮恩賜

庭園にて開催 
 

今年、桜の開花の便りは、例年より早く届

きました。春の風物詩である後楽寮恒例のお

花見会もそれに伴い開催を一週間早くし、3

月 31日、寮生委員会主催で行われ、寮生と留

学生事業部の職員約 80名が参加しました。 
 

 
 

 

今年の会場は例年と異なり、汐留にある浜

離宮恩賜庭園に決まりました。当日はお天気

も良く、参加した寮生たちは暖かい日差しの

中で、寮の食堂から無料で提供してくれた昼

満開の桜の下、後楽寮の旗を持って記念撮影 

レクチャーを受ける寮生たち 
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ご飯を嗜みしめながら歓談し、親睦を深めま

した。食事の後、新たに選出された寮生委員

会の委員たちは各自の担当などを紹介した後、

解散しました。 

各々自由に園内の花々を楽しんだと思いま

すが、建築専門の寮生委員長は園内にある茶

室の構造を、植物専門の寮生は桜の品種を皆

さんに紹介しました。専門分野の異なる寮生

と交流ができ、良い機会でした。花びらが飛

び交う絶景の中、今年のお花見会は午後 4時

をもって名残を惜しみながら幕を閉じました。 

（後楽寮生 李筱硯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆後楽寮生が桜クルーズに参加 
 

4 月 1 日、千代田区日中友好協会主催の桜

クルーズに後楽寮生と留学生事業部職員一行

15名が参加しました。今回は、参加した後楽

寮生の感想文を掲載します。 
 

○日本で何度も桜の花を見ていますが、船の

上から桜を鑑賞するのは初めてでした。た

だ桜を眺めるのではなく、日本の多くの橋

梁の歴史も知ることができました。百年以

上も歴史あるいくつもの橋梁を至る所で見

ることができ、感激でした。海鳥と青空、

澄んだ水辺を観覧する人々、岸の上の桜の

花が絵画のように美しく、目に焼き付きま

した。私の日本留学生活にこのような素晴

らしい思い出を残して下さり、後楽寮と千

代田区日中友好協会の皆様に感謝申し上げ

ます。       （後楽寮生 王玉姣） 
 

 

○千代田区日中友好協会と日中友好会館後楽

寮の組織する今回の桜クルーズ体験に感謝

いたします。水路を通じ、東京に点在する

様々な名所が一つの線でつながるとは思い

もよりませんでした。新しい角度と方法で、

東京という大都市を身近に感じることがで

きました。千代田区日中友好協会の岡田理

事長のお話にもありましたが、中日両国国

家は、建築設計にしても歴史の変遷にして

も、多くの共通点があります。今回のよう

な角度から見れば、両国間の錯綜するあら

ゆるつながりを発見することができるでし

ょう。今回の活動を通じて新しい知識も増

えました。改めて中日両国の人民の間に末

永く友好が続くことを祈念いたします。 

（後楽寮生 王志坤） 
 

 

 
 

○春はあらゆるものを目覚めさせてくれる季

節です。春の花見は日本民衆が外出しての

んびり過ごす重要な活動といえるでしょう。

私はたった今日本に来たばかりの新人とし

て今回の活動に参加しました。とても光栄

に思います。一つの収穫は、東京など日本

各地を含む、いわば熱狂的に中日友好の往

来を促進している民間団体の努力を目の当

たりにできたことです。もう一つの収穫は、

活動の過程で得たことですが、初めて東京

という現代化された大都市に濃厚な歴史文

化の営みがあることや無機質な現代美を知

ったことです。いずれも得るものは大変多

乗船前に参加者全員で 

気になるお弁当の中身は… 
 

「2018 年後楽寮お花見弁当」は、ご飯、昆布、落花

生とセロリの炒め物、ウインナー、合鴨のロースト、

鶏の手羽、ジャスミンティーで煮た中華風味付け卵で

した。寮生に人気があり、なおかつ調理しやすい、持

ち運びしやすい等の工夫あるメニューです。 

             （留学生事業部 N） 
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かったように思います。今回の活動を組織

してくださった皆様のお心遣いに感謝いた

します。今後さらに多様な層で、中日両国

の交流と発展のレベルを向上させ、両国民

衆の間でのより大規模な民間交流活動が行

われることを期待します。2018年は中日平

和友好条約締結 40周年の年です。両国の平

和と友好発展が末永く続くことをお祈りい

たします。     （後楽寮生 伍湘陵） 

 

 

◆｢JENESYS2.0｣2017 年度中国青

年メディア関係者代表団第 3 陣

一行 58 名が｢科学と発明」「スポ

ーツ」をテーマに来日 
 

3月 25日から 4月 1日までの日程で、2017

年度中国青年メディア関係者代表団第 3 陣

(団長：劉玉春 中共中央委員会宣伝部 機関サ

ービスセンター 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 58 名で、外務省が推進する

｢JENESYS2.0｣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、山

形、宮城を訪問し、「科学と発明」（第 1分団）、

｢スポーツ」（第 2分団）を分団テーマとして、

ブリーフや関連施設・企業の視察を行うとと

もに、日本のメディアへの訪問・交流、街頭

での取材活動や地方都市での農家民泊、温泉

体験のほか、クールジャパンや歴史的建造物、

自然などの参観を通し、日本に対する包括的

な理解を深めた。 

 

メディア関係者との交流で相互理解を促進 
 

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 分団は読売新聞東京本社

とテレビユー山形、第 2 分団は共同通信社と

東北放送を訪れ、関係者との交流や社内見学、

自社制作番組の視聴等を行った。それぞれの

分団テーマに関する懇談や意見交換のほか、

ニューメディアとの共存をどう考えるか、記

者や編集者のチーム編成について、会社の主

な収入源は何か等、さまざまな話題が飛び交

い、日中メディア関係者の相互理解を促進す

る訪問となった。 
 

 

 

 

東京、山形、宮城でテーマに関するブリーフ

や視察、農家民泊を実施 
 

日程前半は東京で活動を行い、第 1 分団は

国立研究開発法人科学技術振興機構より、「産

学官連携」「科学技術による地域活性化」「ベ

ンチャー企業への支援」をテーマにブリーフ

を受けた。また、TEPIA 先端技術館や国立科

学博物館の参観を通じて、日本における科学

技術の普及状況についても理解できた。第 2

分団はスポーツ庁より、オリンピック・パラ

リンピック東京大会に向けた選手強化、国民

と政府の大会への係わり、国際競技力の向上

について説明を受けた。また、NPO 法人ラジ

オ体操連盟によるレクチャーでは、ラジオ体

操の歴史の説明のほか、実際にラジオ体操第

1 を体験。体のどの部分に気を付けながら動

かすかといった指導のもとに体を動かし、健

康体操として老若男女に親しまれているラジ

オ体操について理解を深めた。 

分団毎の自由取材では、それぞれ神楽坂通

り商店街、戸越銀座商店街を訪れ、地元の買

い物客や店員にインタビューを行った。各自

取材のテーマを決め、中国メディアの視点か

ニュース番組のセットやマスコットについて 

説明を受ける（東北放送㈱） 
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ら見た地域や日本の魅力を体感しながら自由

に取材した。 

都内での活動を終えた代表団は、分団毎に

地方を訪問。第 1 分団は山形県を訪れ、鶴岡

市によるブリーフを受けたほか、慶應義塾大

学先端生命科学研究所とそこから生まれたベ

ンチャー企業であるヒューマン･メタボロー

ム･テクノロジーズ株式会社を視察して、日本

における産学官連携の現状について理解した。

このほか、山形県工業技術センターや株式会

社天童木工で、地方自治体による企業支援や

世界に誇るものづくりの現場を視察した。第

2分団は宮城県を訪れ、3つのプロスポーツの

本拠地を有する仙台市で、スポーツコミッシ

ョンせんだいから、スポーツによる街の活性

化をテーマにブリーフを受け、ユアテックス

タジアム仙台とゼビオアリーナ仙台を視察。

仙台市が取り組む「みる、する、ささえる、

ひろがる」スポーツを体感した。また、仙台

大学の訪問では、施設見学のほか、剣道部・

柔道部の練習に参加し、武道の精神について

も触れることができた。 

 

 
 

 

また、山形県最上郡戸沢村、宮城県加美郡

加美町で農家民泊を体験。短い時間ではあっ

たが、各家庭から家族のように迎えられ、周

辺を散歩したり料理を手伝ったり、歌を歌っ

たりと思い思いに過ごし、日本の一般家庭の

温かさや日本人のおもてなしを感じることが

できた。 

このほか一行は、東京タワー、浅草寺、皇

居･二重橋等の都内参観のほか、各地方では最

上川芭蕉ライン舟下り、鶴岡市立加茂水族館、

松島、瑞厳寺、五大堂、青葉城資料展示館な

どの参観を通し、日本の歴史や文化、自然を

満喫した。 

ほとんどが初来日だった団員からは「メデ

ィア関係者との交流で中国との相違点が多く

見つかり、日中双方の相互理解促進のため、

今後も交流を続けていくことが重要だと再認

識した」「山形で果物のフリーズドライ技術を

視察して、日本の科学技術は実際のニーズに

基づいて研究がおこなわれ、発展したものだ

と感じた」「ラジオ体操や剣道、柔道の体験を

通じ、日本人の国民性について理解すること

ができた」「民泊体験を通じて、日本人の礼儀

や習慣、文化を知ると同時に、一人一人が社

会に対して責任を持ち、黙々と国のために貢

献しているのが分かった」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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶應義塾大学先端生命科学研究所の 

冨田所長(右)の案内で研究所内を視察 

すごい！日本のラジオ体操 
 

日本のスポーツをテーマに、メディア関係の皆さんが

ラジオ体操レクチャーに参加。一つひとつの動作を意

識しながら行った結果、たった 3 分間の体操ですが、

終わった時には脈拍上昇、皆さんゼーゼー言っていま

した。会館もラジオ体操取り入れたいですね。 

               （総合交流部 S） 
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留学生通信 

 

中日文化交流の新たな窓口 
 

東京大学大学院博士課程 

(工学系研究科システム創成学専攻)汪子迪 
 

後楽寮生の一人として、

とても幸運だと言わざる

を得ません。なぜなら、

寮内の余暇活動はとても

豊富だからです。 

私は寮生委員として、

寮内活動の一つである

「後楽講堂」を担当しました。 

後楽講堂とは、後楽寮の特色ともいうべき

私たちのオリジナルの学術活動です。専攻・

研究背景の異なる寮生たちが同じプラットフ

ォーム上で自らの専門分野を講義します。毎

週金曜の夜に後楽寮地下 1 階の食堂で開催し

ており、今では講義回数 100回を超えました。 

私は他のボランティアたちと協力・分担し

ながら、寮生の中から講師ができそうな人を

探したり、ポスター作成や司会進行をしたり

しました。 

講義テーマは森羅万象、人文科学から医学

に至るまで、また歴史から法律に至るまで、

撮影技術やファッションに至るまで様々です。 

今では日本華人や日本の友人にも加わって

いただき、時には討論を交え、互いに切磋琢

磨し合います。寮生たちにも好評を得て、だ

んだんと後楽寮内外に広まりつつあります。 

2 年余りの留学生活を振り返ってみると、

学業以外での最大の収穫は後楽講堂を通じて、

日本文化に対する認識と感動をより深く感じ

られたことでしょう。後楽講堂は、中日文化

交流の新たな窓口として今後も引き続き、親

しまれていくことと思います。 

 

 

 

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 

(2)寮生の対外交流活動支援 

(3)寮生自治活動支援 

(4)後楽寮生 OB 会活動支援 

(5)その他必要な支援 
 

◇寄附の方法 

 下記口座宛、銀行振込でお願い致します。 
 

三菱東京 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、ご住所等をご連絡ください。 
 

【連絡先】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 

後楽寮 
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日中平和友好条約と私 

 

 

 

 

 私は、1969年 4月に外務省に入った。日中国交正常化の 3年前だったので、中国語研修の場

所は中国大陸ではなく台湾だった。当時の台湾の情報統制は厳しかった。おかげで歴史的なニ

クソン米国大統領訪中の中身は何も耳に入ってこなかった。72年 7月に研修地を米国に移した。

同年 9 月の日中国交正常化という大事件も、地元の新聞は経済欄で小さく扱っただけだった。

またもや蚊帳の外に置かれたのだ。自分には運がないなと思いながら、73 年 7月、アジア局中

国課での勤務が始まった。担当は日中航空協定だった。1週間に何度も新聞の 1面トップを飾る、

外務省でも有数の重要案件だった。運が回ってきたのかどうかは知らないが、激務の日々だっ

た。これも終わり一息ついていた 75年春、日中平和友好条約交渉が始まった。担当官として何

度か東郷文彦事務次官の通訳をした記憶はあるし、“覇権条項”のことははっきりと覚えている。

最大の争点だったからだ。 
 

 その年の夏、中国課を離れ経済協力局に行き、78年 4月、国連代表部勤務となりニューヨー

クに移った。同年 8月に署名された日中平和友好条約は、日本での大騒ぎを経験することなく、

どこか遠い存在だった。もっと身近だったのは、中国の初代駐日大使だった陳楚さんが、中国

の国連常駐代表として赴任してこられ、再会を喜んだことだ。国連総会の機会に行なわれた園

田直外相と黄華外相との会談に、日中ともに日本語と中国語の通訳を連れてきておらず、突然、

両方向の通訳をやらされたのもこの頃だ。 
 

 このようにどこか遠い存在であった日中平和友好条約が、私にその存在と意義について深く

再考を迫ったのは、2010年と 12年、尖閣問題をめぐる日中の対立の激化であった。世界は日中

の間で戦争が始まることを本当に心配した。日中平和友好条約をもう一度読んでみよう。そこ

で我々は、日中は二度と戦わず平和を護持し(第 1条 1）、国際法に基づき、すべての紛争を平和

的手段により解決し、武力または武力による威嚇に訴えず(第 1条 2）、覇権に反対し覇権を求め

ず(第 2条）、両国の経済・文化関係の一層の発展、両国民の交流の促進を図る(第 3条）ことを

約束している。実際に戦場で戦った日中の先人たちは、その痛ましい経験を踏まえ、アジアと

世界の将来を見据えて、条約という最も拘束力を持つ形で、二度と戦争はせず、平和裡に協力

し合うことを約束しているのだ。条約締結 40周年の本年、日中は、この条約の原点をしっかり

と確認しなければならない。それが今を生きる我々の義務である。     （元駐中国大使） 

 

 

 

 

(公財)日中友好会館 副会長 宮本 雄二 
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半瓶醋 
理事長のコラム           官僚の矜持と政治家の良識 

 

 

 

(公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 

 

 

3月 12日付けの読売新聞朝刊の一面には「財務省主導、森友 14文書、書き換え、複数政治家

の名削除」の見出しとともに、森友学園への国有地売却の決裁文書が書き換えられていた疑い

で、政府は適切に対処しているかの読売新聞の設問に対し、そうは思わないが無党派では 90％、

自民党支持層でも 65％となっており、全体でも 80％に達していることを伝える記事も載ってい

た。 

これは国民から税金を徴収し国の事業に予算を配分する肝心要の省庁の官吏が決裁文書を書

き換えたと言う誠に由々しき事態である。 

近畿財務局の担当官であった職員が 7 日に自殺していたとの報道もあった。難関の国家試験

に合格し、将来は局長や次官になるような官僚が政治家に対して弱い立場にあるとは決してな

いと信じているが、現実に起きた問題からは、どこかにこのようなことを誘発する仕掛けがあ

るのかもしれないと思わせる。 

今回の書き換えについて麻生財務大臣は、国会で財務省理財局が主導して行ったと説明し再

発防止を図るとしているが、そのためには書き換えは誰が、何故、何のためにと言う説明が必

要であることは自明である。 

国家の重責を担う職位にある官僚の矜持はいったいどこへ行ってしまったのだろうか。考え

てみれば国有財産を民間に払い下げる際の不祥事は、昔もあったと思うが今も同じようなこと

が繰り返されるのはどうしてだろう。 

それは、国有財産はもともと国民の膏血によって形成されているものであるとの認識がなく

なっているからだろうと思う。 

北宋の第二代太宗は「爾俸爾禄、民脂民膏、下民易虐、上天難欺」（爾(なんじ)の俸、爾の禄

は民の脂、民の膏なり。下民は虐げ易きも、上天は欺き難し）の言を石に刻み戒めとしていた。 

藤田東湖は「小人ほど才芸あり、用便なれば用いざればならぬものなり。さりとて長官に据

え重職を授ければ、必ず邦家を覆すものゆえ、決して上には立てられぬものだ」と教えている。

また、南洲遺訓には「事大小と無く、正道を踏み至誠を推し、一事の詐謀を用うる可からず」

とあり、差支えのある時に策略を用いても必ず事は敗れるものだと教えている。 

エリートといわれる官僚がこんな小細工を弄するところまで来てしまったら、国家公務員登

用試験に“小人”か“大人”かを判定できる AI ロボットの導入を強く勧めたくなってくるが、

今もっとも必要とされているものは官僚の矜持と政治家の良識ではないだろうか。 
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会館行事と人の動き 3/1～31    
 

● 会館行事 
 

 

3/ 1後楽会気功・中国画教室 

3/ 6～3/11貸美術館催事「中国奥地の蘭展・書峯展」 

3/ 8第 27回理事会 

3/11～3/15「日中植林・植樹国際連帯事業」青島市青年代表団 来日 ※他団体実施 

3/14～3/15後楽寮生日本文化体験（群馬県万座温泉） 

3/15日中学院卒業式（荒井理事長） 

後楽会気功教室 

3/16～3/20貸美術館催事「3名の美術評論家が推す 2018注目作家展～第 4回美の視点」 

3/22～3/26貸美術館催事「遼寧中日青少年書法交流展」 

3/22第 27回観桜会 

3/23評議員会 

後楽会中国画教室 

3/25～4/ 1「JENESYS2.0」2017年度中国青年メディア関係者代表団第 3陣 来日 

（3/26同団歓迎会、3/31歓送報告会） 

3/28文化事業部諮問委員会 

3/31後楽寮生花見交流会（於：浜離宮） 
 

 

● 来館・訪問・面会 
 

 

3/ 1文部科学省 藤岡謙一氏 来館（荒井理事長他） 

外務省 中国･モンゴル第一課 井川原賢地域調整官 来館（荒井理事長、鄭理事他） 

3/ 6(公財)東京青年会議所文京区委員会 保手濱堪太委員長 来館（荒井理事長、留学生事業部） 

3/ 7中日友好協会 程海波 副秘書長一行 来館（荒井理事長、鄭理事他） 

3/16外務省 岩本桂一 中国・モンゴル第一課長 来館（荒井理事長他） 

3/26元後楽寮生 南開大学歴史学院 張思副教授 来館（留学生事業部） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

 

3/ 8中国大使館 国際婦人デー記念パーティ（留学生事業部、総合交流部） 

中国中関村東京事務所「中国コンテンツ産業 最新動向セミナー」（留学生事業部） 

3/20日中国交正常化 45周年記念大会 東方英雄伝 観戦（後楽寮生） 

3/21中国留学経験者同窓会設立記念レセプション（江田会長、荒井理事長、鄭理事） 
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