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藍印花布を用いて作られた傘など 

 

協力展「日中の架け橋 藍印花布の世界 祈りを込める藍の美」より 

日中友好会館美術館にて、3月 6日㈬～3月 19 日㈫の会期で開催いたします。 
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 ● 行 事 案 内 ●
 

 

日中友好会館美術館 
 

◆協力展 

｢日中の架け橋 藍印花布の世界 

祈りを込める藍の美｣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

世界各国には

それぞれの特徴

をもつ藍染があ

ります。藍染は

抗菌・防虫・保

湿効果などが優れていることから、古くから

私たちの暮らしに寄り添ってきました。 

また、2020 年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会の公式エンブレムにジャパン

ブルー(藍色)が採用されるなど、今、藍がと

ても注目されています。 
 

「藍印花布」は中国の伝統的な藍染技法で

染められた型染め布のことです。 

本展では熱心な藍印花布の蒐集家であった

久保マサ(1921～2011 年)が蒐集した、清朝～

1950年代頃の作品に加え、現代藍印花布作品、

型紙、夾纈(きょ

うけち)の板な

ど約 100 点を展

示します。 

皆様のご来場

をお待ちしてお

ります。 

 

 

◆美術館イベント 

①開幕式 

日時：3 月 6 日㈬ 14:00～15:00 

開幕式後に渡辺あえか(チェロ)と寺田久美

子（ヴァイオリン）による演奏があります。 
 

②講演会 

日時：3 月 9 日㈯ 14:00～14:45 

講師：佐野敏行（奈良女子大学教授） 

テーマ：『藍印花布の歴史と未来、久保マサ

を知っていますか』 

事前申込制（定員 40 名）参加無料。 
 

③ミュージアムコンサート 

 ＜馬頭琴演奏会＞ 

日時：3 月 10 日㈰ 14:00～14:30 

出演：セーンジャー (内モンゴル出身) 

事前申込制(席数 30、立ち見

は申込不要) 参加無料。 

2005 年映画「スーホと白い

馬」出演。2008 年北京オリ

ンピックのイベントで馬頭

琴の演奏を行う。 
 

 ＜琵琶演奏会＞ 

日時：3 月 13 日㈬ 14:00～14:30 

出演：古澤史水 

事前申込制(席数 30、立ち見

は申込不要) 参加無料。 

錦心流琵琶全国一水会会長。

2000 年全日本琵琶楽コンク

ール第一位。併せて文部大臣

奨励賞、NHK 会長賞、辻靖剛賞他受賞。 

会 期：3月 6日㈬～3 月 19 日㈫ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 14:00 より開幕式 
 

主 催：東京･自由が丘 藍印花布わたなべ
 

協 力：(公財)日中友好会館、南通市通州

区二甲建峰藍印工芸品場、伊勢型

紙技術保存研究会、蛙印染色工芸

㈱ 
 

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、NPO 法人東京都日中友好協

会、藍染工房壺草苑 
 

入場料：無料     

久保マサが開設に携わった工房

(江蘇省南通市)にて、南通藍印花

布印染技術代表伝承人 王振興氏 
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④イベント・ワークショップ 

＜型彫実演＞ 

 日時：3月 8日㈮  

14:00～15:30 

 実演：宮崎正明 

(伊勢型紙技術保存研究会代表) 

※申込不要（自由にご覧いただけます） 

明治神宮や寛永寺の天井型紙などを手掛け

る宮崎正明氏による型彫の制作実演を行い

ます。 
 

＜ハガキ型染ワークショップ＞ 

日時：3 月 12 日㈫ 14:00～15:30 

講師：顧真源(中国南通市出身の若手型染 

デザイナー型彫師) 

事前申込制（定員 10 名、中  

学生以上対象）参加無料。 

自分で彫った型紙や既存の

型紙を使用し、ハガキに顔

料で型染します。 
 

＜型染(抜染)ワークショップ＞ 

日時：3 月 15 日㈮ 14:00～15:30 

講師：宮崎正明 

(伊勢型紙技術保存研究会代表） 

事前申込制（定員 10 名、中学生以上対象） 

参加無料。 

自分で彫った型紙や、既存の型紙を使用し、

藍染ハンカチを抜染します。 

 

≪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・電話番号を添えてお申込みください。 

 

【申込み・問合せ】 

文化事業部（平日 9:00～17:00） 

電話：03-3815-5085 

E-mail: bunka@jcfc.or.jp 
 
 
 
 
 

 

  日中友好後楽会 
 

◆第 28 回観桜会  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 今年で 28 回目になる観桜会を開催します。

例年利用している小石川後楽園内「涵徳亭」

が改修工事で使用できませんので、会館内の

レストランで実施いたします。 

 後楽会会員の皆様、中国大使館や関係者ほ

か、大勢の方をお招きします。年に一度の大

きな集まりですので是非ご参加ください。 

 なお、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、桜

を愛でてからご来館頂ければと思います。 

 

 

◆春季ハイキング  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

春のハイキングは神奈川県横須賀市を訪問

し、横須賀美術館と三笠公園の見学、YOKOSUKA

軍港めぐりを行います。 

 

 

日  時：3月 28 日 ㈭ 17:30 より 

    (受付：17:00～) 
 

会 場：日中友好会館 1 階「馥」 
 

参加費：2,000 円（会員） 

   ＊非会員の方はお問合せ下さい。

日  時：4月 23 日 ㈫ 8:30 

    後楽賓館前集合（予定） 
 

行 先：横須賀美術館、三笠公園、

YOKOSUKA 軍港めぐり（神奈川県

横須賀市方面） 
 

参加費：6,000 円／人（バス、昼食込） 

横須賀美術館 
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横須賀美術館は｢環境全体が美術館」をコン

セプトに設計されていて、屋上の展望台から

は東京湾が一望出来る見晴らしの素晴らしい

美術館です。三笠公園は｢日本の都市公園 100

選」、｢日本の歴史公園 100 選」に選ばれた横

須賀を代表する公園で、園内に展示されてい

る世界三大記念艦のひとつ｢三笠」を見学しま

す。YOKOSUKA 軍港めぐりでは、遊覧船に乗船

して、横須賀港に停泊しているアメリカ軍、

自衛隊の艦隊を海上から見学します。 

後楽寮生と一緒に、楽

しんで参加いただけたら

と思います。4月 16 日㈫

まで募集しています。皆

様のご参加をお待ちして

おります。 

 

【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 

 

 

 

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 3 月 15 日㈮ 18:45～20:45（入門） 

② 3 月 22 日㈮ 18:45～20:45（入門） 

③ 3 月 23 日㈯ 13:00～15:00（入門、基礎） 
 

 

【問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

      https://www.rizhong.org/ 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆1 月新春談話会 
 

後楽会の新春談話会が、1月 17 日に開催さ

れました。会員・寮生合わせて約 50 名が参加

し、新年に相応しい賑やかな交流会となりま

した。中国グッズが当たるビンゴ大会では、

寮生と一緒にペアになりすぐに打ち解けるこ

とができ、大変充実した交流会となりました。 

本年も日中の交流が更に深まる交流活動が

できればと思います。日中友好後楽会の活動

へのご参加ご理解よろしくお願いいたします。 

 

 

（後楽会事務局） 

 

 

◆東京華僑総会新年聯歓会 
 

 1 月 12 日、東京華僑総会にて新年聯歓会が

行われ、会館から鄭中国代表理事と後楽寮生、

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歌斉唱の後、東

京華僑総会の林斯福会長と中国大使館の詹孔

朝参事官兼総領事の挨拶、来賓の祝辞と続き

ました。そして陳元勲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。 

寮生達は歌や子供たち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たり、き

れいに盛り付けられた料理をカメラに収めた

りしていました。また、後楽寮の大先輩であ

る華僑総会の方々とも交流でき、新旧寮生同

士、とても有意義な時間を過ごしました。 

寮生と一緒に楽しんだビンゴ大会 

軍港めぐり 
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（留学生事業部） 

 

 

◆渋谷区日中友好協会の各イベン

トに参加 
  

「しぶやニュー駅伝 2019」 

1 月 20 日、今年で 69 回目となる「しぶや

ニュー駅伝 2019」が行われ、後楽寮生は 2016

年に続いて 2 回目の参加となり、走る寮生の

ほか、応援する寮生と職員も一緒に参加しま

した。当日は朝まだ明るくならないうちに寮

を出発し、代々木公園まで向かいました。渋

谷区日中友好協会の皆さんは地元とはいえ朝

早くから準備され、競技中も荷物の番をして

いただくなど、後楽寮生も大変お世話になり

ました。 
 

 

 
 

 

渋谷区日中友好協会 B チームとして走った

寮生たちの順位は一般参加 150 組中 82 位で、

渋谷区日中友好協会 A チームより早い順位で

ゴールしました。今回参加した寮生達はマラ

ソングループを組織して普段から週に数回、

皇居までランニングをしたり、寮の周囲を走

ったりしているので、その成果が発揮できた

ようです。 

今後も様々なスポーツ交流で各団体に協力

していきたいと思っています。 
 

「日中友好新春かるた大会」 

 同じく 1月 20 日の午後、渋谷区にあるリフ

レッシュ氷川にて、認定 NPO 法人東京都日中

友好協会主催、渋谷区日中友好協会共催の「日

中友好新春かるた大会」が行われました。後

楽寮生が毎年招待され、今年も後楽寮生と留

学生事業部職員が参加しました。 

 

 
 

 競技は 6 人一組で、各テーブルに分かれて

行います。この大会で使う「かるた」は、李

白や杜甫といった中国の有名詩人の詠んだ漢

詩を素材にしています。中国語で読み上げら

れた漢詩の一部を聞いて、それに続く詩の後

半部分が書かれた取り札を探します。 

 もともとその漢詩を知らなければ、札を取

るのはとても難しいのですが、参加した後楽

寮生の一人は、幼い時にこれらの漢詩をすべ

て暗記していたそうで、次から次へとリズミ

カルに札を取ることができました。その後、

決勝戦まで勝ち残り、中国勢が優勝を収めま

した。 

 中国文化を学びたい日本人の参加者や、中

国の若い学生参加者も多く、かるたを通じた

日中の文化交流ができ、充実した一日となり

林斯福会長(前列中央)を囲んで 

渋谷区日中友好協会の方々と寮生たち 

競技開始前の様子 
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ました。このような機会をいただき、感謝申

し上げます。      （留学生事業部） 

 

 

◆後楽寮春節祝賀会 
  

寒風の吹く 1 月 27 日、日中友好会館大ホー

ルにて「後楽寮 2019 年春節祝賀会」を行いま

した。日頃お世話になっている関係各所の皆

様を会館にお招きし、後楽寮生の雄姿を披露

するこの祝賀会は、後楽寮の冬の恒例行事で

す。 

中国大使館政治部より張亜強参事官、教育

処より安載鶴一等書記官、侯書会二等書記官、

東京華僑総会より陳隆進副会長、外務省アジ

ア大洋州局より岩本桂一中国・モンゴル第一

課長、国内各所の日中友好団体の皆様、また

会館からは荒井理事長、佐藤常務理事、江田

顧問をはじめ、会館の理事・評議員の皆様に

もお越しいただき、総勢 200 名を超える賑や

かな祝賀会となりました。 

春節を迎えるにあたり、寮生が華やかなパ

フォーマンスを披露しました。今回の演目を

紹介します。 

元気あふれる 6 人のグループダンス、中国

の伝統楽器（古箏・笛）のセッション、京劇

の一段、テノール独唱、中国唐時代をイメー

ジしたダンス、腰鼓を用いたダンス、そして

後楽寮合唱団による合唱「愛を感じて」「後楽

寮の歌」です。 
 

 

 

出演者と御来賓の皆様による記念撮影のあ

とは、後楽寮の地下一階食堂に会場を移し、

第 2 部の懇親祝賀会が行われました。後楽寮

調理師たちの手作り料理を堪能しながら、参

加者同士の交流、寮生のパフォーマンスや中

国各地の民族衣装のファッションショー、ビ

ンゴゲームなどで大いに盛り上がりました。 

 

 
 

昨年末で交代した新しい寮生委員会の指揮

の下、後楽寮生一丸となって臨んだ今回の祝

賀会でしたが、おかげさまで大盛況のうちに

幕を閉じることができました。ここで皆様に

お礼を申し上げると同時に、今後とも引き続

き中国留学生たちの活躍を温かく見守ってい

ただければ幸いです。   （留学生事業部） 

 

 

◆第 6 回「日中友好岸関子賞」授賞

式を終えて 
  

「日中友好岸関子賞」は、中国の東北地方

出身の人文社会学系修士課程留学生の修士論

文を対象に選考を行い、優秀者に賞状と副賞

(奨励金)を授与しています。今回は第 6 回の

選考となり、寄せられた多数の論文の中から

11 月 24 日に行われた最終選考会において、

以下 2点の論文の受賞が決定しました。 
 

優秀賞（副賞 20 万円） 

・李潤澤 遼寧省出身 

（大阪大学大学院言語文化研究科） 

「李香蘭『神話』と日本的オリエンタリズム

―満映時代を中心に―」 

 

腰鼓を用いたダンス 

出演者と記念撮影 
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選考理由…本論文はサイード(Said, E.)の

オリエンタリズム論を踏まえながら、李香蘭

が戦時中に出演した四つの作品――『支那の

夜』（1940）、『迎春花』（1940）、『サヨンの鐘』

（1943）、『私の鶯』（1940）――を分析し、「日

本型オリエンタリズム」の独自性を探った。 

その特徴として、「理想の他者」と「現実の

他者」が同時に存在し、そこには、日中の文

化の歴史、日本の「大東亜共栄圏」戦略の「理

想と現実」、さらに東アジアと欧米帝国主義と

の関係などが複雑にからみあっていることを

指摘する。この研究は、日本と中国の社会と

文化における歴史的相互作用に新たな光をあ

てる糸口となりうるものである。 
 

・盧超 黒竜江省出身 

（早稲田大学大学院文学研究科） 

「安西楡林窟第三五窟のいわゆる「普賢変」

について」 

選考理由…本論文は甘粛省敦煌市の近郊に

ある仏教遺跡、安西楡林窟第三十五窟内の騎

象普賢菩薩像の図像要素を整理・分析し、い

わゆる「普賢変」が従来の固定された騎象普

賢とは異なり、独自の性格を持つ作品である

ことを論じた。また「普賢変」という呼称の

妥当性についても論究し、「文殊変」との比較

をおこなった。安西楡林窟第三十五窟の「普

賢変」に関しては、この研究が嚆矢といえる。 
 

また 2019 年 1 月 12 日には、日中友好会館

会長室にて表彰式を行いました。 

式では、選考委員会の西原春夫審査委員長

より受賞者二人に賞状と副賞（奨励金）20 万

円が授与されたのち、日中友好会館荒井理事

長がお祝いの言葉を述べました。また中国大

使館教育処より、胡志平公使参事官と安載鶴

一等書記官にもご臨席たまわり、胡公使から

お祝いの言葉をいただきました。 

表彰式後の祝賀会では、和やかな雰囲気の

なか、受賞者が中国東北地方の話をしたり、

選考委員会や大使館の先生方から研究につい

てのアドバイスをいただいたりしました。お

二人のますますのご活躍が期待されます。 
 

李潤澤さん感想…「このたび、受賞させて

いただき、また素晴らしい宴会を開いてくだ

さり、誠に光栄に存じます。西原先生をはじ

め各位の学術界の大家先生たちより貴重なご

意見をいただき、私のささやかな研究キャリ

アにおいて非常に大切な機会となりました。

今後とも、『姥姥』岸関子様の志であり、自分

の来日の初心でもある日中の間の本当の相互

理解のため、引き続き頑張っていきたいと思

います。」 

盧超さん感想…「この度は第 6 回日中友好

岸関子賞優秀賞に選んでいただき、誠にあり

がとうございました。お忙しい中、時間を割

いてくださった査読者の皆様には心より御礼

申し上げます。敦煌美術研究の奥深さ、及び

敦煌壁画の美しさが少しでも伝われば幸いで

す。既に一般企業で働いている私は、応募時

はとても不安でしたが、このような賞をいた

だき大変光栄に思います。今後も今回の受賞

を励みに仕事と勉強を頑張ります。」 

 

 

 
 

当会館では今後も引き続き、中国からの留

学生を支援する事業を進めていきたいと考え

ております。 （日中友好岸関子賞事務局） 

 

※なお、2019 年第 7 回「日中友好岸関子賞」

論文募集要項を次頁に掲載しております。 

ご参照ください。 

受賞した盧超さん(前列左2)と李潤澤さん(同右2)と

選考委員、来賓ら 



 

 会館だより 2019 年 3 月号 No.357  

- 8 - 

 

 ● お 知 ら せ ●
 

◆第 7 回「日中友好岸関子賞」論文募集要項 
 

(公財)日中友好会館は日本と中国の学術交流に貢献する人材育成のため、故岸

関子氏の遺志のもと 2013 年に「日中友好岸関子賞」を設立いたしました。岸関子

氏は「満洲国」の日本人官僚の妻として激動の歴史を生きぬき、自らの体験から

正しい歴史認識を伝えていくことの大切さ、「日中友好」の重要性を痛感し、自ら

実践しただけでなく、その志を若い世代が継いでくれることを願っていました。 

今年で 7 回目の募集となり、優秀な論文 1～3点に賞状及び副賞(20 万円)を授与します。中国

からの留学生の皆様、どうか奮ってご応募ください。 
 

(1) 応募資格 

中華人民共和国東北三省（遼寧省・吉林省・黒竜江省）出身の留学生。 

2017 年度（2017 年 4 月～2018 年 3 月）、2018 年度（2018 年 4 月～2019 年 3 月）の間に日

本の大学院で、修士論文学位審査に合格していること。 

人文・社会科学系を専攻し、日本語で書いた論文であること。 

(2) 提出する書類（以下は返却いたしません） 

  ①修士論文コピー2部（大学院修了年月を明記）  ②論文要約 1,500 字以内 

③指導教授の推薦状  ④パスポートコピー（東北三省出身がわかるページ）   

⑤住所、Eメールアドレス等の連絡先  ※②と③は任意の書式・A4 

(3) 選考スケジュール 

第一次選考：2019 年 7 月頃  最終選考：2019 年 11 月頃  表彰式：2020 年 1 月(予定) 

(4) 募集期間 

2019 年 3 月 1 日 ㈮ ～ 5 月 31 日 ㈮ （当日消印有効） 
 

※選考の結果は本人宛に郵送で通知いたします。 

日中友好会館ホームページ http://www.jcfc.or.jp/も合わせてご参照ください。 

 

第 7 回「日中友好岸関子賞」選考委員会 
 

西原春夫 早稲田大学名誉教授・元 総長（刑法） ※審査委員長 

山田辰雄 慶應義塾大学名誉教授（中国近代史） 

劉 建輝 国際日本文化研究センター副所長・教授（日中比較文学・比較文化） 

阿南惟茂 元 駐中華人民共和国日本国大使（国際問題・外交） 

板谷正德 元 野村ホールディングス㈱取締役（経済学） 

岸 陽子 早稲田大学名誉教授（中国文学） 

齊藤泰治 早稲田大学政治経済学術院教授（中国近現代思想史） 

荒井克之 日中友好会館 理事長 

佐藤重和 日中友好会館 常務理事  

       武田勝年 日中友好会館 顧問 

 
 

【郵送先/問合せ】 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-5-3 第 7 回『日中友好岸関子賞』選考委員会事務局 

Tel：03-3814-1261  E メール：kourakuryo-k@jcfc.or.jp   担当：沼﨑 

岸関子氏 
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留学生通信 

 

 

中日理解の深化 
 

東京医科歯科大学大学院博士課程 

（医歯学綜合研究科病態代謝解析学分野専攻) 

陸 玉熊 
 

時が経つのは早い

もので、日本へ留学し

てちょうど 4 年にな

ります。日本について

の認識は、私の故郷で

大変人気のあった

YAMAHAのオートバイに始まります。修士課程の指

導教授である孫教授の推薦もあり、意外にもとて

も知っているようで全く知らない国へと留学す

ることになりました。 

日本について理解しているのは、街なかでは同

じ漢字を使い、その意味がだいたい同じであるこ

と。レストランでは同じく箸を使い、主食に米を

食べること。人は同じ目の色、同じ皮膚の色。整

った平和な環境などなど。 

異なることは、漢字の読み方がわからない、レ

ストランでは氷水しか出てこない、変わった服装

を着ている人がいても平気でいられる、清潔な環

境が長い間保たれている等です。 

中でも日本のサービス業に感動しています。常

に一途に仕事に取組み、細やかな配慮があります。

政府機関の公務員から、実験室の教授や学生、ス

ーパーのレジ係に至るまで、皆平等な態度で、事

の大小にかかわりなく、忠実に自分の職務をこな

しています。この感動を受けて、自分の規範意識

を強化しました。 

日本留学の一員として、中国と日本の間に「和」

あれば、ウィンウィンの関係になるということを

深く理解できました。今後の職業生活の中でも、

中日友好協力のために尽力できることを願って

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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● コ ラ ム ● 

 

半瓶醋        壁 の 話 
 

理事長のコラム  
 

(公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

 

報道によると、トランプ米国大統領はメキシコ国境での建設を求めている“壁”をめぐって、

その予算の計上を認めない民主党と対立し、米議会は新たな予算案を可決できず政府機関の一

部が閉鎖される事態となっている。 
 

外からの脅威を防ぐために“壁”は役に立つということが前提になっているようだが、あの

“万里長城”でさえ、必ずしも外敵の侵入を防げたわけではなかった。およそ 21,196 キロメー

トルの長城の長さと比べれば米国とメキシコの国境は 3,141 キロメートルしかないが、どのよ

うな壁をどのように築こうとしているのだろうか。 
 

トランプ大統領が危惧していることの一つは、麻薬密輸事件などが不法移民によって引き起

こされ、無視できない社会問題となっていることのようであるが、国家非常事態を宣言してま

で、議会の承認を得ずに“壁”の建設を強行する必要はあるのだろうか。 
 

仮に国境に壁が建設されたとしても、米国国内に麻薬など米国自らが管理できない闇市場が

ある間は、壁はほとんど役に立たないだろう。やはり、トランプ大統領には「麻薬がはびこら

ない社会作り」の実践の中でこそ、そのリーダーシップを発揮してほしいものである。米中貿

易摩擦は重要な交渉事ではあるが、この際、中国は米国に対し“長城”は世界遺産ではあるも

のの“壁”としては長い間、むしろ無用の長物であったとアドバイスしてやるのはどうだろう

か。 
 

「外患よりも内憂がまさっている時には城塞を築かなくてはならぬが、内憂よりも外患の方が

心配である場合には城塞は放棄すべきである。」は君主論（『君主論』岩波文庫／マキアヴェッ

リ著／黒田正利訳）の言葉であるが、「国を保つ所以のものは、城塞ではなくそこに暮らす市

民の誠意に基づくものだ」との考えからだったようだ。 
 

米国が長い国づくりの中で多くの多様な国の人々を受け入れながら創ってきた文化を堅持し、

市民が正直で、自由で、万人に対し誠意を持って生活できる社会をこれからも引き続き育んで

いくのであれば、壁はなくても心配無用だということになると思うのだが。 
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 会館行事と人の動き 1/１～31  
 

● 会館行事 
 

1/10後楽会気功教室 

1/12第 6回日中友好岸関子賞表彰式 

1/17後楽会中国画教室 

後楽会新春談話会 

1/24後楽会気功教室 

1/24～2/19主催展「漆×絵画のハーモニー 蓮福美術館蔵中国漆画展」 

（1/24 開幕式、ギャラリートーク、1/25 漆絵体験教室） 

1/27後楽寮春節祝賀会 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

1/11中国大使館 楊宇公使参事官主催新年会（荒井理事長、鄭理事、佐藤常務理事他） 

元寮生 首都医科大学附属北京安貞医院 小児循環器科 顧虹副主任 来館（留学生事業部） 

1/15(一財)日本国際協力センター 山野幸子理事長 来館（荒井理事長、佐藤常務理事他） 

1/24蓮福美術館葉水省館長他 来館（文化事業部） 

1/29元寮生 上海博物館展覧部 金靖之副研究館員 来館（留学生事業部） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

1/ 7文京区年賀会（荒井理事長、鄭理事） 

1/ 9(一財)日中経済協会、日本国際貿易促進協会主催 2019 年新年賀詞交歓会 

（荒井理事長、佐藤常務理事） 

1/12東京華僑総会新年聯歓会（鄭理事、後楽寮生、留学生事業部） 

1/13第 36 回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会（佐藤常務理事） 

1/20しぶやニュー駅伝 2019（後楽寮生、留学生事業部） 

日中友好新春かるた会（後楽寮生、留学生事業部） 

ふるさと祭り東京 2019 見学会（後楽寮生） 

1/22日中友好協会新年会（荒井理事長、佐藤常務理事他） 

1/24留団協定例会（於：太田記念館 留学生事業部） 

1/26第 18 回東京国際キルトフェスティバル見学会（後楽寮生） 

1/282019 年中国大使館･日中友好団体新年会（荒井理事長、江田顧問、武田顧問他） 

1/30中国大使館教育処主催 中日教育交流新年会（荒井理事長、佐藤常務理事他） 
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