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 ● 行 事 案 内 ●
 

第 28 回 中国文化之日 
 

◆海派印象 ～Hepa Impression～ 
 

主催：(公財)日中友好会館､上海市対外文化交流協会､ 

上海歌劇院､上海華翠芸術センター 

後援：外務省、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、(一社)東京華僑総会 
 

 

≪公演「上海歌劇院舞劇団 ダンスガラ特別公演」≫ 

～ Shanghai Opera House Dance Gala Special Stage ～ 
 

 

日 時：10月 5日㈮ 19:00～ 

6日㈯ 11:00～ ／ 17:00～ 

       7日㈰ 11:00～ 

    全 4公演（開場は 30分前、上演時間約 60分） 

会 場：牛込箪笥区民ホール 

入場券：全席指定、前売り 1,000円 

    （空席があれば当日券 1,200円） 

※3歳未満のご入場はご遠慮ください。 

＜チケット購入方法＞ 

①日中友好会館事務局(平日 9時～17時) 

②イープラス(PC/携帯共通) 

③ファミリーマートチケット購入機  ②と③は「かいはいんしょう」で検索！ 

 

    

  

賛哈 

 

一戯・一生 

本公演では、現代バレエ、コンテンポラリーダンス、

中国民族舞踊、古典舞踊などを融合させた、ここでし

か見られないダンスガラを披露します。 
 

鍛え抜かれた肉体と、観る者の心をグッと惹きつけ

る圧倒的な表現力で魅せるダンスは必見です。 
 

公演まであと少しとなりました。この貴重な機会を

お見逃しなく！！ 
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＜出演者のご紹介＞ 

・宋潔（ソン・ジエ） 

上海歌劇院舞劇団首席ダンサー(プリンシパル）、国家一級演員。 

海派の「ダンスエンジェル」と称され、上海のみならず中国のダンス 

  シーンを牽引する実力派ダンサー。本公演では CCTV舞踊コンテスト 

 等で受賞歴があるタイ族の舞踊「賛哈」を披露する。 

・その他、数多くのコンテストで受賞経験がある上海歌劇院舞劇団の 

トップダンサー11名が来日予定。 

 
 

≪展覧会「上海現代油絵精品展」≫ Exhibition of Shanghai Contemporary Oil Paintings 
 

今年の中国文化之日、「海派印象」は公演と展覧会、別会場での開催です。展覧会「上海現

代油絵精品展」は、日中友好会館美術館で開催中です。本展では、7人の出展作家に、それぞ

れの作風に基づいたニックネームを付けています。ニックネームは会場内のポップに記しま

したので、ぜひご来館頂き発見してください。 

 

会 期：開催中～10 月 20日㈯  

時 間：10:00～17:00 

会 場：日中友好会館美術館 

休館日：日曜日 ＊但し、10月 6日㈯は休館 

入場料：無料 

 

 

◆展覧会関連イベント 
 

＜文の京コミュニティコンサート＞ 

日時：10月 17日㈬ 14:00～（約 50分） 

会場：日中友好会館美術館 

内容：（公財）文京アカデミー主催のマリンバ・デュオ 

コンサート 

出演：「うたり」打楽器奏者、藤井はるかと藤井里佳の 

   姉妹デュオによる演奏 

 

＊座席の申し込みは締め切りましたが、立ち見でしたら事前申し込みなしでご入場できます。 

 

【催事・チケット問合せ】 

 文化事業部 

 電話：03-3815-5085  FAX：03-3811-5263 

 E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

崔小冬「オールドバンド」 

許明耀「外灘気象信号台」 

宋潔（ソン・ジエ） 
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日中友好会館美術館 
 

◆貸美術館催事 

「中日書法家作品連合展」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国書法研究院は、2001 年に設立され、中

国書法家協会理事である張傑氏が院長を務め、

書道の創作と研究、人材の育成、中国国内外

の書道芸術交流などを中心に活動する学術組

織です。中華民族文化芸術を広め、中国と国

際間の文化交流を促進し、共に発展し進歩す

ることを主旨としています。 

本展では、中国、日本の書道名家の作品を

90 点展示します。日中平和友好条約締結 40

周年を記念し、本展

を通じた書道芸術

の深化発展の推進、

および中日文化交

流の重要な構成部

分である書道交流

活動の展開を目的

としています。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

日中書法文化交流協会 

 電話：090-8345-9136 
 

 

  日中友好後楽会 
 

◆秋季友好バスハイク  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

今回は埼玉県を訪問し、秩父祭り会館、秩

父神社、浦山ダムを見学します。 

秩父祭り会館は、日本三大曳祭りの一つ、

秩父夜祭について資料や 3D映像で紹介・展示

しています。 

 

 

 
 

 

秩父神社は三峯神社・宝登山神社とともに

秩父三社の一社で、左甚五郎作と伝えられる

「子宝・子育ての虎」と「つなぎの龍」の彫

刻が見どころです。 

浦山ダムは国内第 6 位の高さで、最大で東

京ドーム 8 杯分の水量を蓄えることができま

す。当日は係員によるガイドツアーを予定し

ています。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。 

10 月 3 日㈬まで参加者を募集しています。

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日  時：10月 11日 ㈭ 8:30 

後楽賓館前集合（予定） 
 

行 先：秩父祭り会館、秩父神社、 

浦山ダム 
 

参加費：6,000円／人（バス、昼食込） 

会 期：10月 26日㈮～10月 31日㈬ 

時 間：10:00～17:00 

 ＊初日は 15:00 より開幕式 

  最終日は 13:00まで 

主 催：中国書法研究院、日中書法文化

交流協会 

入場料：無料 

秩父神社 

潘文海 「短歌行」 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%B3%AF%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E7%99%BB%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE
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◆10 月談話会・交流夕食会  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

今回の談話会では、現在後楽寮生で東京芸

術大学美術学部にて東洋美術史を学ぶ、敦煌

研究院考古研究所の武瓊芳さんを講師に迎え、

敦煌にある世界最大規模の仏教石窟寺院、莫

高窟の壁画に描かれた古代人の服飾について

ご紹介いただきます。写真を通じて色彩豊か

な服飾の数々をご紹介いただくほか、シルク

ロードを通じ日本へ伝来した東西の服飾文化

交流についてもお話しいただく予定です。た

くさんの皆様のご参加をお待ちしています。

談話会後は、館内にて懇親夕食会を予定して

おります。 

 

◆会員総会について  
 

今年も後楽会会員総会（別名：もみじの会）

を 11月下旬に開催します。 

 詳細は別紙でご案内します。皆様のご参加

をお待ちしております。 

 

◆新規会員ご紹介  
 

2018年 8月ご入会 

涂 其琛さん 

 

 

【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 ●
 

◆共催展｢第 4回上海工芸展 in日本

上海絨繍画工芸展｣を終えて 
 

 上海工芸美術博物館、上海工芸美術行業協

会と当会館共催の「第 4回上海工芸展 in日本

上海絨繍画工芸展」が 7 月 18 日～24 日に開

催されました。 

 

 
 

 本展では、東洋の手工芸と西洋の芸術が融

合し誕生した、100％ウールの毛糸で刺繍を施

す手工芸「上海絨繍」の絨繍画を 50点展示し

ました。 

 開幕式には、上海工芸美術行業協会会長の

耿鴻民氏を団長とする 10 名の代表団が出席

し、中国大使館政治部倪健参事官や浜田和幸

前参議院議員らを来賓にお迎えしました。 

開幕式後は会場内にて絨繍工芸大師の許鳳

英氏による絨繍の実演が行われ、来場者が工

芸師に質問するなど熱心に参観しました。 

 

 
 

本展で刺繍作品を特別に出品いただいた、

刺繍作家の星野真弓氏は、絨繍工芸師が自ら

毛糸を染色することや絨繍の刺繍技術の巧妙

テーマ：「莫高窟の壁画に描かれた古代人

の服飾」 
 

日 時：10月 16日㈫ 

＊開始時間は別紙にてお知らせ 

 します。 
 

会 場：日中友好会館地下 1階大ホール 
 

参加費：1,500円（会員） 

＊非会員の方はお問い合わせ 

下さい。 

開幕式での記念撮影 

制作実演の様子 

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
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さに大変感心されていました。 

会期中の 7月 19日には絨繍工芸師 2名を講

師に招き、絨繍体験のワークショップを開催

しました。子供から大人まで 15 名が参加し、

絨繍でパンダの制作に挑戦しました。参加者

からは「思っていたより難しかったけれど、

とても楽しかった！」等の感想が寄せられま

した。 

 本展には 7 日間で 380 人が来場し「初めて

絨繍を見たが大変素晴らしかった」などの感

想が多く寄せられました。日本ではあまり知

られていない絨繍を知ってもらうきっかけを

作ることができたという点で非常に有意義な

展覧会になりました。本展終了後は、大阪、

長崎で巡回展が開催されました。 

 

 
 

（文化事業部） 

 

 

 

Facebook公式ページを開設！ 
 

日中友好会館美術館の Facebook公式ペ

ージでは、最新の展覧会情報やイベント情

報をご紹介しています。下記の QRコードを

読み取り、アクセスして下

さい。皆様のご利用をお待

ちしております。 

 
 

【問合せ】文化事業部 

電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

 

◆後楽寮納涼会 
 

8 月 4 日㈯、留学生事業部が主催となり、

後楽寮寮生委員会と日中友好会館役職員の協

力のもと、後楽寮食堂にて後楽寮納涼会を行

いました。毎日研究やさまざまな活動に忙し

い寮生に息抜きの時間を持ってもらい、寮生

同士の交流を深めてもらいたいとの理由で始

め、今年はおかげさまで第 5回を迎えました。 

はじめに、中国大使館教育処の喬穎 一等書

記官からご挨拶があり、会館の鄭中国代表理

事の乾杯の挨拶でスタートしました。今回は、

寮生たちが小田原ホームステイでお世話にな

っている小嶋夫妻のお孫さん 3 名がお手伝い

として加わってくれました。小田原ホームス

テイに参加したことがある寮生にとっては懐

かしい再会で、さらに互いの親睦が深まりま

した。 

今年の出店は射的、型抜き、輪投げ、スー

パーボールすくい、折紙体験の 5 つです。パ

フォーマンス部門ではカラオケやダンスの披

露、抽選会もありました。また事前に留学生

事業部で準備した浴衣を貸出し、夏の装い体

験も行いました。寮生たちは日本の伝統的な

お祭り文化の雰囲気を味わいながら、日本の

夏を楽しんでいました。 
 

 

 
 

 

 

寄附やお手伝い等、ご協力いただきました

皆さまに感謝申し上げます。   

（留学生事業部） 

ワークショップ 

小田原の 3人（左 2,3,4）と久々の再会 
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◆後楽寮生が埼玉県加須市を訪問 
 

8月 24～26日、後楽寮生 18名は「第 37回

日中友好加須市民会議宿泊交流」に参加しま

した。「日中友好加須市民会議」の皆様にお招

きを受け、今回も留学生にホームステイを通

じた日本の生活や文化をさまざまご紹介いた

だきました。初日は荒井理事長、留学生事業

部職員が引率しました。 

加須市は「100mのジャンボこいのぼり」の

遊泳や、おいしいうどんの産地として全国に

知られています。天候にも恵まれ、後楽寮生

たちは加須市役所を表敬訪問したほか、ラム

サール条約湿地の渡良瀬遊水地や加須未来館

を訪れたり、秩父市で長瀞川下りを楽しんだ

りと、大変充実した日程を過ごしました。 

改めまして、日中友好加須市民会議の皆さ

まに感謝申し上げます。以下、参加者の感想

を一部掲載します。 
 

○加須市ホームステイに参加できてとても嬉

しかったです。日中友好加須市民会議の皆

さんの引率で「こいのぼりの里」と称され

る加須市と、風光明媚な秩父市を堪能しま

した。日本の浴衣を着ることができました

し、温泉に入ったり、おいしい日本料理を

味わったり、普通の日本家庭の生活を体験

できました。この 3 日間はとても素晴らし

く、私も中日両国の友好交流のために貢献

していきたいと思いました。（楊安麗） 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

○埼玉県加須市で過ごしたこの 3 日間は忘れ

られない思い出です。日中友好加須市民会

議の皆様と加須市役所の皆様から温かいお

もてなしを受けました。加須市の美しい風

景を鑑賞したり、ホームステイ先のお父さ

ん、お母さんからは優しく面倒を見てもら

ったり、日本家庭の普通の生活を体験でき

ました。とても感謝しています。今回の活

動は、まさに中日友好の種を私たちの心の

中に撒いたことでしょう。未来の日々に向

け、中日友好交流のために自分の力を発揮

し、貢献していきたいと思います。（張永維） 

 

 

◆柏の葉スマ-トシティ視察ツア- 
 

8月 28日、後楽寮生 10名は鄭中国代表理

事、留学生事業部職員の引率のもと、千葉県

柏市にある柏の葉スマートシティを視察しま

した。会館の評議員である北原義一 三井不動

産㈱代表取締役副社長執行役員のご紹介で始

まったこの活動は、今年で 2回目となります。

後楽寮生たちに日本の社会、産業、文化に触

れる機会を与えて下さり、大変感謝しており

ます。以下、参加者の感想を一部掲載します。 
 

○日本企業の独特な視点に感心しました。現

在、中国の大都市にも類似した理念をもつ

街がありますが、ごく最近のことです。柏

の葉スマートシティは 2000 年前後から建

加須市役所表敬訪問 

大橋良一市長(前列左 4)と懇談 

石井敏郎会長(左)に記念品を贈呈 
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設を始め、遠い未来を見据えた計画の上で

建設されました。中国企業にこのような長

期計画が実行できるかは疑問です。日本企

業が長期にわたり着実な計画を実行してい

るのに対し、大部分の中国企業は短期的な

投資チャンスと捉えているようです。10年

以上前に建てられた建築物が、このように

良い状態で維持管理されていることにも驚

きました。中国企業のみならず、中国社会

全体で学ぶべきでしょう。  （呉松熊） 
 

○柏の葉見学で、職員の方々よりいろいろな

説明をうかがいましたが、柏の葉はまだ初

歩段階の印象を受けます。話の中で特に予

防医療について関心を持ちました。少子高

齢社会にとって予防医療を行うことはとて

も良いことです。医療体系の多くの負担を

軽減することができます。また電力供給状

況がリアルタイムで監視できるだけでなく、

各家庭の電気使用量が一目でわかるので、

住民の節電意識も高まります。また停電に

なっても素早く復旧できるのは良いことで

す。人が主体的に「環境共生」の理念に取

り組んでいます。      （呉雅珊） 
 

  

 
 

 

○今回の視察を通じて、日本の建築設計方面

の緻密さにとても驚きました。屋外に設け

られた涼しく感じるミストシャワーや、室

内の位置で明るさが等しくならない自然光

に常にふさわしい明るさを提供するライト、

太陽光反射を利用した照明設備等々。これ

らの細やかな設備はすべて人のために作ら

れています。建築物あっての設備ではあり

ません。スマートシティ内の交通も便利で

すし、災害に対して強固な街づくりがなさ

れています。私の国の目下の都市計画にも

学ぶ必要があるでしょう。その他、官民学

が連携することにより、結果としてより多

くの人々がこの都市建設に関わることにな

りました。柏の葉スマートシティの理念は

日本の今後、少子高齢化等々の社会問題に

対応していくことと思います。 （賈暁璐） 

 

 

◆「日中植林･植樹国際連帯事業」

中国青年短編動画制作者訪日団

が来日 
 

2018年 7月 23日から 7月 29日までの日程

で、中国青年短編動画制作者訪日団(団長＝林

冠朝 杭州二更網絡科技有限公司 総裁)が来

日した。本団は、中国で短編動画制作にかか

わる関係者及びメディア関係者で構成された

計 57名で、外務省が実施する「日中植林・植

樹国際連帯事業」の一環として招聘した。 

代表団は、東京、愛知、岐阜、石川を訪問

し、環境・防災関連施設の訪問・視察を通じ

て、日本の環境・防災に対する取り組みにつ

いて学んだほか、伝統文化、世界農業遺産、

映像制作等について理解を深めた。 

 

日本の環境・防災に対する取り組みについて

学ぶ 
 

代表団は 2分団に分かれ、第 1分団は愛知、

岐阜を、第 2分団は石川、岐阜をそれぞれ訪

問した。環境分野の視察として第 1分団は岐

阜市の大杉一般廃棄物最終処分場を訪問し、

ごみの処理方法、最終処分について視察した。

第 2分団は輪島市の白米千枚田を訪問し、自

然農法と環境保全について理解を深めた。ま

スマートシティの立体模型を見学 
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た、防災分野の視察として第 1分団は愛知で

名古屋市港防災センターを、第 2分団は東京

で東京臨海広域防災公園を訪問し、災害発生

時の対応について学んだ。 
 

 

 

 

岐阜市と輪島市で、植樹活動に参加 
 

第 1分団は岐阜市にある岐阜公園日中友好

庭園にて、キンモクセイ 2本を植樹した。同

庭園は岐阜市と杭州市の友好交流を記念して

造園された庭園で、岐阜市の関係者とともに

良い雰囲気の中、植樹活動を行うことができ

た。第 2分団は輪島市にある奥能登を代表す

る桜の名所として有名な一本松公園で、ソメ

イヨシノ 1本を植樹した。 
 

 

 

 

そのほか一行は、東京で東京タワーを、愛

知で東海テレビ放送、リニア・鉄道館、トヨ

タ産業技術館、とこなめ陶の森資料館を、岐

阜で丸章工業株式会社、美濃和紙の里会館、

美濃竹紙工房、岐阜市長良川鵜飼伝承館、郡

上八幡博覧館を、石川で兼六園、金沢城公園、

輪島キリモト、キリコ会館、松波酒造株式会

社、能登金剛・巌門等を視察し、さまざまな

角度から日本の魅力に触れ、伝統文化や地域

色豊かな映像を記録に収めた。 

ほとんどの団員は初来日だったが、プログ

ラムを通じ、「日本人の民度の高さや礼儀正し

さはとても印象的だった」「日本の小さな町に

今なお残されている美しい営みを目の当たり

にして多くのことを考えさせられた」「地方視

察を通じて、日本文化の継承や保護における

具体的な取り組みを知ることができた」「日本

は環境に対する取り組みが進んでいて感心し

た」「今回の植樹活動をきっかけに日中の友好

交流が益々発展することを期待している」な

どの感想が聞かれた。 

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） 

 

 

 

 

 
 

 

 

日中学院よりお知らせ 
 

中国語無料公開講座 
 

中国語を始めようと考えている方や、少

し勉強した方を対象に中国語の楽しさを知

っていただくための体験公開講座です。日

中学院の雰囲気、授業の様子などもわかっ

ていただけることと思います。お気軽にご

参加下さい。 
 

日 時：10月 5日 ㈮ 

18:45～20:45 入門コース 

基礎コース 
 

【問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

https://www.rizhong.org/ 

 

岐阜公園日中友好庭園でキンモクセイ 2本を植樹 

 

白米千枚田を視察し、農家から話を聞く 
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留学生通信 

 

日本留学の感想 
 

東京大学大学院博士課程 

(工学系研究科機械工学専攻)於 俊 
 

初めて日本に来たのは

2014年 11月、清華大学代

表団の一員として東京工

業大学との学術シンポジ

ウムに参加したときです。

飛行機を降りたときに見

た空の青さから、日本の環境の良さが感じら

れました。シンポジウム会場は海を隔てて富

士山が一望できるホテルでした。運よく滞在

した数日は天気が良く、深い海の青さに純白

の富士山が重なる光景は、私の心に残る風景

の一つです。こうした経験から日本で引き続

き学び、博士号を取得したいという夢が心に

芽生えました。 

 2015年 9月、東京の後楽寮から留学生生活

が正式に始まりました。光陰矢のごとし。日

本へ来てもう 3 年経つとは信じられません。

とても感慨深いです。 

日本の研究環境はとても落ち着いています。

学生たちは主体的に研究計画を立て、それに

沿って進めます。多くの時間を自分の調査研

究や思索に費やすことができます。 

印象に残っているのは、後楽寮のみんなと

参加した長野ホームステイです。日本人の家

庭で 3 日間過ごしました。ホストファミリー

の皆さんからは、日中友好にかける情熱や私

たち中国人に対する優しさが感じられました。

東京での忙しい生活に比べ、地方都市での穏

やかな暮らしは人を惹きつけます。後楽寮に

はたくさんの福利があり、私たちはそれをあ

りがたく享受しています。 

 

夢を忘れずに 
 

東京医科歯科大学大学院博士課程 

(医歯学総合研究科顎顔面補綴学専攻)李 娜 
 

私は日本に来てもう 3

年間になります。この長い

間に大学での勉強、後楽寮

寮生委員会の行事、日本人

と付き合っていく中での

社会体験、日常生活で耳に

することなど、日本での生活そのものが勉強

となっています。 

私が日本で最も感動したのは、日本人の礼

儀正しい所です。大学の先生、ボランティア

の方々、また生活の中で会った方々もみんな

優しくて、思いやりがあります。 

大学の先生と一緒に附属病院で外来診察を

したとき、患者さんに対する姿勢に私は深い

印象を持っています。患者さんに対して親切

に接し、意志を尊重し、病状を真剣に説明し

ていました。また“夢を持って誇り高く人生

を送って下さい”と話していました。私の心

に響いた言葉です。私も夢を忘れずに頑張ら

なくちゃ、と自分自身に言い聞かせています。 

日本は同じアジア出身で同じ色の肌、同じ

漢字を使っている中国とは永遠に縁が切れま

せん。両国の人たちが、お互いの国を理解す

る努力をしたら、きっと今より関係が良くな

り、発展した未来が開けると思います。無論

政治家の努力も重要ですが、なによりも私た

ちのような平凡な両国民たちの努力が必要で

す。一人一人の努力が集まって、新しい中日

関係が開けると思います。自分も帰国したら、

自分の体験したことを中国の人々に伝えるよ

う努力するつもりです。 

このような日本での留学生活は、自分を変

え、私の人生の中でかけがえのない宝物にな

ることでしょう。 
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● コ ラ ム ● 

 

半瓶醋 
理事長のコラム              日中世界標準 

 
 

 

(公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 

 

2015年 7月 30日の中央政治局第 25回グループ学習の席上、習近平総書記が七七事変後の全

面抗戦の歴史を研究するだけではなく、九一八事変後の 14年の抗戦の歴史を重点的に研究する

よう提議し、2017年 1月には、中国の小中高校の教科書に抗日戦争を従来の 8年から 14年に改

訂し、春季教材から実施するよう教育部の通達が出されました。 

このニュースのあと、日本ではいろいろな反応があったようですが、秦郁彦氏の近著『実証

史学への道‐一歴史家の回想‐』(中央公論新社、2018年 7月)によれば、むしろ満州事変は、

関東軍による自作自演の鉄道爆破から始まったことがよく知られており、中国共産党が自前の

国定史観を確立しようとしていることが読み取れるとして肯定的な評価をしています。 

またその著書のなかで、2015 年の天皇陛下の次の内容のご感想(新年にあたり)に“はっとし

た”ことにも触れていますが、概ね次のような内容です。 

「本年は終戦から 70 年という節目の年に当たります。(中略)この機会に、満州事変に始まる

この戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今、極めて大切な

ことだと思っています。」 

おそらく“はっとした”のは秦氏だけではなかったと思います。 

秦氏がこの著作の中で指摘している「中国が米国と並ぶ世界のスーパーパワーとなったとい

うこの奇跡的な現実を先入観無しに評価すべきでしょう。」との言葉を敷衍すれば、日中間の問

題は、感情的に昂ぶる時代を超え双方がさまざまな問題を共有しつつ、世界の人々に貢献でき

る問題の解決をはかる努力を積み重ねる“クール”な友好関係を目指していくのがよいと思っ

ています。 

最近の新聞報道などによると、世界で毎年 15億台の規模で生産されるスマホの出荷量ランキ

ングのトップ 5 社のなかに、中国の華為、小米、欧珀の 3 社が食い込んでいるようです。欧珀

は SIM フリー、防水、購入商品支払いなど便利な機能も付加され、日本の家電量販店で販売さ

れるようです。 

読売新聞(8/23 朝刊)では、日本の急速充電器の規格の普及に取り組む業界団体「チャデモ協

議会」が 22日、電気自動車向けの急速充電器について、次世代規格を中国と共同開発すること

で合意し、日中が規格を統一することで、世界の急速充電市場の 9 割超のシェアを握ることに

なり、世界標準へと大きく近づくと報じられていました。是非、世界標準となってほしいと願

っているところです。 
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 会館行事と人の動き 8/１～31  
 

● 会館行事 
 

8/ 3～8/ 6貸美術館催事「中国著名画家絵画展」 

8/ 4第 5回後楽寮納涼会 

8/ 8～8/13貸美術館催事「文懐謙真―柳謙画展」 

8/15～8/20貸美術館催事「旅日中国芸術家作品展」 

8/23～8/28貸美術館催事「中国高等書法教育優秀成果日本展」 

8/31～9/ 4貸美術館催事「中国瀋陽夕陽紅書画作品展」 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

8/10外務省・日中友好 7団体懇談会（荒井理事長、佐藤常務理事） 

8/29中国大使館政治部 楊宇公使参事官 来館（荒井理事長、鄭理事、佐藤常務理事他） 

8/30千葉県日中友好協会 訪問（留学生事業部） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

8/ 5東方英雄伝（プロレスイベント） 観戦（後楽寮生） 

8/17江戸東京博物館 見学（後楽寮生） 

8/24～8/26加須市ホームステイ（荒井理事長、後楽寮生、留学生事業部） 

8/28三井不動産(株)主催 柏の葉スマートシティ見学会（鄭理事、後楽寮生、留学生事業部） 

8/29森美術館「建築の日本展：その遺伝子のもたらすもの」 鑑賞（後楽寮生） 
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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 


