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● 行 事 案 内 ● 
 

日中友好会館美術館  
 

◆主催展｢四川省でみつけた  

線が織りなす美しい手仕事｣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 この展覧会では、“線”を媒介に職人が織り

なす 4 つの美しき手仕事----成
せい

都
と

銀糸
ぎ ん し

工芸
こうげい

・

道明
どうみょう

竹
たけ

工芸
こうげい

・蜀錦
しょっきん

・閬中
ろうちゅう

シルク絨毯
じゅうたん

----73

点を展示します。今月号では、それぞれの手

仕事の見どころ、楽しみ方をご紹介します。 
 

○成都銀糸工芸 

1700年以上前、漢代の頃に製造が始まりま

した。型を使わずに毛髪ほどの細い銀糸を折

り曲げ、それを敷き詰める

ようにしながら形成します。

緻密で巧妙な構造・デザイ

ンの中に、おおらかな美し

さを備えています。本展で

は、中国国家級無形文化遺

産伝承人であり、成都銀糸

工芸の全工程を唯一熟知す

る道安氏の作品 13点をご紹介します。 
 

○道明竹工芸 

道明竹工芸は、

四川平野西部に位

置する崇州市道明

鎮の特産品です。

竹資源が豊富なこ

の地では、2000年以上も前から竹製品が作ら

れてきました。本展では、籠など日用品の他

に、貯水性のある竹編みの金魚鉢等、実用性

だけでなくデザイン性にも優れた竹工芸品 28

点をご紹介します。 
 

○蜀錦 

 蜀錦は｢花楼
か ろ う

織機
しょっき

｣という二階建ての大型織

機で織られます。細かい繊維で描かれるきめ

細やかな図柄は、上段に座り文様を操作する

職人と、下段で機を織る職人の息の合った連

携作業から生まれます。蜀錦は南京の雲
うん

錦
きん

、

蘇州の宋
そう

錦
きん

とともに中国三大錦に数えられ、

2000年以上の歴史

があります。本展

では、反物や漢服

など 16 点をご紹

介します。 
 

 

○閬中シルク絨毯 

 1㎡になんと 100万個以上の結び目(ノット）

があり、熟練の職人でも年間 2 ㎡ほどしか織

ることができません。精緻な図柄、まるで絵

画のような色彩の美しさ、

シルクの豊かな艶は古く

から多くの人を魅了して

きました。上質のシルク

を用いた伝統的な編み方

は、明代の頃から脈々と

受け継がれています。本

展では多種多様な図柄・

サイズのシルク絨毯 16

点をご紹介します。 

 

会 期：3月 19日㈮～4月 11日㈰ 
     

    ＊月曜休館 会期を変更しました 
    

時 間：10:00～17:00 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、 

四川省文化観光局 
 

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)日本中

国友好協会、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、(一社)日中協会、四

川省無形文化遺産保護センター 
 

入場料：無料 
 

・状況により展覧会予定に変更が生じる場合 

 がございます。 

・新着情報及び感染防止策についてはホーム

ページ等をご確認ください。 
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◆美術館イベント 
 

・ガラガラ抽選会 

 3月 19日㈮～24日㈬終日、素敵な中国グッ

ズが当たる抽選会を開催します。美術館にお

越しいただいた方全員ご参加いただけます！ 

※休館日(3/22㈪)を除く 5日間限定。 
 

・変面ショー＆琵琶演奏会 事前申込制 

 日時：① 4/3㈯ 11:00－11:40 

       ② 4/3㈯ 14:00－14:40 

    ③ 4/7㈬ 14:00－14:40 

 座席：各回 25席／参加無料 

 出演：王文強（変面）、鮑捷（琵琶） 

 四川省の伝統芸能「変面」と琵琶の演奏を

披露。※イベント開催中は入場制限を行いま

す。立ち見なし。 
 

 
 

・四川マーラーフェア 

 美術館向かいのレストラン｢馥」とのコラボ

レーション。展覧会開催期間中、よだれ鶏や

麻辣ワンタンなどの本格

四川料理を提供します。展

覧会チラシ提示で 100円

引き。 

 

※当美術館は、新型コロナウイルス感染拡大

予防ガイドラインを踏まえ、様々な感染予防

対策を講じた上で開館いたします。ご来館の

際は予め当館ホームページ「ご

来館にあたってのお願い」(右

記 QRコードよりアクセス可)

をご確認くださいますよう、お

願いいたします。 

 春の訪れを感じる今日この頃、ぶらりと散

歩がてら中国の歴史と文化を感じてみません

か？詳しくは会館ホームページまたは SNS

（Facebook、Twitter）にて配信中です。皆さ

まのご来場をお待ちしております。 

 

【申込み・問合せ】文化事業部  

 電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

 E-mail: bunka@jcfc.or.jp 

 

 

 

 

 
 

 

  日中友好後楽会  

 

◆観桜会 実施見送りのお知らせ 
 

3 月の観桜会は、最近の新型コロナウイル

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。 

なお、4 月以降のイベントの実施につきま

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。 

 

◆新規会員ご紹介 
 

2021年 2月ご入会 石川 公也さん 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:bunka@jcfc.or.jp
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● 活 動 記 録 ●  
 

◆後楽寮にミカンと節分豆の寄附 
 

 新年を迎えるにあたり、後楽寮に真心ある

人たちからの贈り物が届きました。ミカン 2

箱は(公財)日中友好会館評議員の秋岡栄子様

から、節分豆 1箱は(公財)母と学生の会から、

それぞれいただきました。 
 

  
 
 

 1月 28日夜 9～10時に後楽寮 1階のラウン

ジにて、第 46期寮生委員会とボランティアの

寮生たちが、現在 100 人程度いる寮生に、い

ただいた品物を配布しました。緊急事態宣言

中ということもあり、大多数の寮生は部屋に

います。寮生全員に行きわたるように事前に

数量を計算した上で配りました。 

 

    

 心がこもった品物は何事にも代えがたいで

す。コロナ禍で自粛が続く中でも、異国他郷

にいる後楽寮生たちは孤立していません。今

回の贈り物を通じて、社会のいろいろな方面

からの温かいお志を身にしみて感じました。

私たちは人に対する感謝の念を忘れず、中日

友好に貢献するための努力を惜しまず、日々

邁進していきたいと思います。 

       （第 46 期後楽寮寮生委員会） 

◆2021年後楽寮新春座談会 
 

 2 月 10 日、「後楽寮新春座談会」が日中友

好会館大ホールにて行われ、佐藤重和理事長、

黄星原中国代表理事をはじめ、後楽寮寮生委

員会より 2名、新入寮生 11名が集まりました。 

 今回の座談会では、間もなく迎える春節の

挨拶のほか、昨今のコロナ禍のなか、不安を

抱える寮生たちの個人的な心配事や、会館運

営に対する要望、疑問などをテーマに会館役

員との積極的な交流が行われました。出席し

た寮生からは自己紹介、留学先で学んでいる

ことなどの発表の他にいろいろな意見が出さ

れました。 

 

 

寮生からの声の主な内容としては、①コロ

ナ感染拡大の心配(ワクチン接種の開始時期、

緊急事態宣言中での生活不安）、②後楽寮運営

に対する感謝(食生活の充実、住環境に恵まれ

大変満足した生活である）、③日本人学生との

交流機会への切望(日本文化を学ぶイベント、

日本人との相互理解促進のため学生向けイベ

ントの実施を望む）等がありました。 

 佐藤理事長は、自身の留学経験や外交官と

しての勤務経験から｢交流は相互理解の要で

ある。日中関係の発展には、若い人たちの交

流が不可欠だ｣と語りかけ、また黄理事は｢コ

ロナの影響で日本も中国も今は最も厳しい冬

にある。冬にあるならば春の訪れも近い、そ

れまで耐え忍んで欲しい。丑年は皆さんにと

ってきっと良い年になる｣と励ましの言葉を

述べました。       （留学生事業部） 

ミカン          節分豆 

寮生に寄附の品を配布 

「電車に乗るのが怖い」と話す寮生も 
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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 3 回) 
 

日中青少年交流事業の過去の参加者の方に

「その後」のストーリーをうかがう当企画。

今回は、2008年の中国高校生訪日団に参加し、

その後日本に進学・就職した潘菁さんのイン

タビューを、一部抜粋してご紹介します。 

インタビュー内容の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。 

 
 

 

― 団に参加した 8泊 9 日間では、それまでの

訪日との違いや、印象に残ったりしたことは

ありましたか？ 
 

潘：高校生のお宅でのホームステイですね。

日本家庭の日常生活を体験できたのがすご

くよかったです。当時のホストファミリー

とは今でも繋がっています。近年は会って

いないんですが、Facebook でお母さんと友

達になって、誕生日になると「おめでとう」

と言ってきてくれたり、大学時代には留学

先の仙台から京都まで行って、お正月を一

緒に過ごしたこともあります。 
 

― 訪日団に参加したことで、日本に対する印

象や、ご自身の行動、考え方に変化はあり

ましたか？ 

潘：その後も色々な国を旅するとき、その国

の人と接するとか、例えばホテルではなく

て民宿等に泊まって体験してみようとか、

そういうのが自分のスタイルになってきて

いる気がします。あとは、外務省訪問時の

団員代表の挨拶を私が通訳したのですが、

事前に言われていなくて、確か団が来日し

てから決まった

んですよ。日本と

中国の繋がりと

いうか、架け橋に

なって友好を築

きたいとか貢献

したい、という

ことはずっと思

っていたのですが、意外とやってみるとで

きるかもしれない、というのはそのときに

芽生えたかもしれません。 
 

― 訪日団参加の翌年、高校を卒業して、日本

に留学されましたね。 
 

潘：中国でも、現在の北京第二外国語大学の

日本語の同時通訳学科を受けたのですが、

日本語だけだと物足りないというか、語学

だけでなく、何か違うことを身につけたほ

うがいいんじゃないかと思って。 

大学は、とにかく勉強が大変でした。な

かなか厳しい教授のもとで、先輩方と一緒

に色々教えてもらったのですが…。没頭す

る時期もありましたね、何かやらなきゃい

けないという気持ちで。その頃から、本当

にこれでいいのかと、色々考え始めました

ね。自分は何がやりたいのか、向き不向き

とか、こういう風に人と接したいとか。本

当はそのまま大学院に行く予定だったので

すが、せっかく日本で勉強したし、日本の

企業で働いてみたいな、と思って。専攻し

た学問だけで終わらせていくのはちょっと

もったいないし、ビジネスの社会を経験し

てから次の判断をしようと思いました。 

潘菁さん プロフィール 

中国・陝西省西安市出身。父の仕事の関係で、

小学校 1～3 年生までを日本で過ごす。高校 2

年生のとき、2008 年度中国高校生訪日団第 6

陣に参加。2009 年、東北大学工学部に進学。4

年間の留学生活を経て、2014年、三井住友海上

火災保険（株）に入社。現在、同社アジア生保

部主任。 

訪日団参加時の写真と 

通訳原稿 
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― 現在は入社されて 7 年目ですが、お仕事は

いかがですか？ 
 

潘：就活当時、(会社が)48か国くらいで海外

展開をしていて、海外でのチャンスもいっ

ぱいある、というふうにとらえていたので

すが…。行くチャンスはまだそんなになく

て、そこは物足りないです。日本で海外ビ

ジネスをやるのと、海外に行って現地の日

本企業の人とやるのとは違うし、もちろん

本場の海外の人たちとお仕事をしてみたい

思いもどこかにあったりします。とりあえ

ず今はここで経験を積み重ねるしかないか

な、と思います。 
 

― 最後に、日本と中国の青少年に向けてメッ

セージをお願いします。 
 

潘：今の高校生とか大学

生くらいの人にとっ

ては、もう海外はそん

なに遠い存在ではな

くて、たぶん家族と海

外旅行したこととか

もあると思うので、こういう(青少年交流)

事業に参加して、違う自分の選択肢を見つ

けたり、違う扉を開いたり、色々経験して

みるといいと思うんですよね。日本に来て、

実際に日本の同世代の人たちとコミュニケ

ーションして、他の人たちが何を考えてい

るのかとか、そういうのを知ることは自分

の参考値にもなるし、こういう生き方もあ

るんだともっと知ることができると思うの

で。そういう機会や、参加する意欲のある

人がもっと増えればいいなと思いますね。

日本の若者も、今の中国に行ってみたほう

がいいと思います。中国で生活している若

者たちも、考えが結構大人というか、やり

たいことをいっぱいやるし、どちらかとい

うとポジティブで。そういう人たちと交流

するのはいいんじゃないかな、という気が

します。         (総合交流部) 

 

 

 

留学生通信 

 

 

 

 

後楽寮―中国留学生永遠の家 
 

東京大学大学院博士課程 

（農学生命科学研究科応用生命化学専攻） 

呉 啓 

 2018年10月に先輩

の紹介で来日し、幸

いにも後楽寮に入寮

できました。後楽寮

は駅近で立地条件が

とても良いです。さ

らに閲覧室、食堂、4

階のフィットネスス

ペースは完備されて

いて、快適で楽しい毎日を送っています。留

学生事業部の先生方、警備員さん、食堂のシ

ェフなど会館の皆さまの支えがあってこそ、

私達の留学生活が成り立っています。後楽寮

は住むだけの所ではありません。会館の用意

する様々なイベントや活動を通して、私達の

日本に対する理解が深まり、人との絆も広が

ってきました。春節祝賀会、餃子パーティー、

お花見、納涼祭、国慶節祝賀会、寮生スポー

ツ大会、紅葉狩り、年末の紅白歌合戦などの

行事は、寮生同士の友情を深め、学業のスト

レスを和らげることができました。とても感

謝しています。 

 2020 年は通常とは違う一年でした。4 月以

来、日本でのコロナ感染が拡大しています。

そんな中で私は寮生委員会委員長を務めさせ

ていただきました。寮生の健康と安全のため

に、会館の皆さまの応援と支持のもと、いろ

いろな取り組みを行ってきました。寮生に対

して正確で分かりやすい情報提供を行い、正

しい対応を促す体制を整えています。第三波

の今、これまで得られた知見を積極的に寮生

達と共有して、今後の対策に活かしていきた
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いと思います。 

 後楽寮での生活ですが、もちろん仲間と遊

ぶ楽しい日もあれば、課題が進まなくて悩み

落ち込む日もあります。けれども、皆さんと

共にいられる一日一日を大切に、これからの

留学生活を送っていきたいと思います。 

 

 
 

コンクリートの温もり 
 

 東京大学大学院博士課程 

(人文社会系研究科欧米系文化研究専攻) 

邢 亜南 

 時が経つの

は本当に早い

ものだと思わ

ず口にしたの

は、今住んで

いる小さなコ

ンクリートの

部屋に引っ越してもうすぐ 3 年になると気づ

いたときだった。引っ越してきたばかりの頃

のことが未だに目の前に浮かび上がる。最初

の印象はともかく部屋が暗いことだった。午

後だったこともあるだろうが、日が当たって

明るい反対側の宿舎と比べると、この部屋は

灰色で冷たく、無機質のコンクリートに覆わ

れている。その落差は大きい。 

 そしてまもなく新学期が始まり、授業や発

表に追われる日々が続いた。毎朝早く出て、

夜遅く寮に戻るのが日常になった。きちんと

片付ける余裕もなかなかなくて、部屋も散ら

かっていた。ようやく落ち着いた時間がとれ

るようになったのは住み始めて 2 年経ってか

らだ。   

 最初は空っぽで散らかっていた部屋に、今

では神保町で買いあさってきた古本や近くの

骨董屋さんで買い集めたエキゾチックな人形

たちが並んでいる。薄灰色の壁には、上野の

国立美術館で買ってきた絵葉書やホームステ

イに行った頃の写真が貼られ、ときどき学校

の帰り道に買った花々が部屋を飾る。 

 生活を彩る小道具を少しずつ増やし、必要

としないものはリサイクルして手放す。この

部屋は私の大好きなものでいっぱいの空間に

なった。色とりどりでわくわくする、そして

私を支えてくれる、ホッとする小宇宙に変身

したのだ。  

 部屋はそこに住んでいる人の心の鏡と言わ

れる。確かにそうだ。この小さくて、無機質

のコンクリートの部屋は、美しい思い出で溢

れている。ここで育てられた温もりは心の糧

となり、新しい世界へのスタートになると強

く信じている。 

 

 

 

 

日中学院よりお知らせ 

中国語無料公開講座 
 

 

これから中国語を習い始めようと考えて

いる方を対象に、中国語のあらまし、楽し

さを知っていただくための発音講座です。

お申込みの上、お気軽にご参加下さい。 
 

☆入門コース｢あいさつ表現で学ぶ中国語｣ 

中国語初心者の方   
 

☆基礎コース「接客表現で学ぶ中国語」 

週 2回半年、週 1回 1年程度学習した方 

 

3月 6日㈯ 13:00～15:00(入門、基礎） 

3月 12日㈮ 18:45～20:45(入門） 

3月 27日㈯ 13:00～15:00(入門） 

 

＊当学院在校生や以前に参加された方はご

遠慮ください。日程は変更になる場合があ

ります。詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

【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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＊今月の表紙＊ 
 

蜀錦団扇 「倦鳥拾花
けんちょうしゅうか

」 

 吉祥文様である寿帯鳥と瑞花文を組み合わせ、めでたいことが度重なることを祈る。 
 

主催展「四川省でみつけた 線が織りなす美しい手仕事」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 


