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コ ラ ム 

《第 29回 中国文化之日》 

◆｢孔雀の舞う楽園｣ 

 展覧会｢雲南省シーサンパンナの少数民族衣食住展｣ 

 公演｢雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演｣ 

《日中友好後楽会》 

◆10 月談話会・交流夕食会 ◆秋季友好バスハイク  

◆後楽会会員総会 

 
◆消費税率改定に関するお知らせ 

 

◆後楽会中国旅行 ◆後楽寮生が埼玉県加須市を訪問 

◆後楽寮生が池袋防災館にて防災体験活動 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣北京大学学生訪日団 

◆｢JENESYS2019｣中国青年メディア関係者代表団第 1 陣 

◆｢日中植林･植樹国際連帯事業｣2019年日中緑化協力林業青年代表団 

◆彫刻家の曹崇恩氏が来館 

 
◆半瓶醋－理事長のコラム「最近いろいろ思うこと」 
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● 行 事 案 内 ● 
 

 

  第 29 回 中国文化之日 
 

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」――。1990 年より

日中両国の文化交流の促進と友好を深めることを目的

として毎年開催、おかげさまで第 29 回を迎えました。

1年に 1度のビックイベントをぜひお見逃しなく！ 

 

◆｢孔雀の舞う楽園｣ 
今年の中国文化之日は｢孔雀の舞う楽園｣と題し、中国雲南省シ

ーサンパンナ(西双版納)・タイ族自治州に暮らす少数民族の衣

食住展を開催中、歌舞公演も間近となりました。 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館、雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州文化と旅遊局 

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 
 

 

 

≪展覧会「雲南省シーサンパンナの少数民族衣食住展」≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9月 27日より絶賛開催中、本展ではタイ族を中心にシーサンパンナで暮らす少数民族の暮ら

しを民族衣装や工芸品、現地の写真を通してご紹介しています。また、日中友好会館美術館で

はさまざまな関連イベントを企画、中国雲南省少数民族の世界をお楽しみください。 

 

イベント① 来日の公演団によるミニコンサート 

日 時：10月 18日㈮ 13:30～ （約 30分間） 

雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演の演者が、夜の初回公   

演より一足先に、いくつかの演目を披露します。演奏や舞踊を間 

近で見られるチャンスです！ 
 

 

イベント② タイ族とハニ族の頭飾りをかぶって記念撮影！ 

珍しい「タイ族文字」のフォトプロップスをご用意しました！ 

会期中、タイ族とハニ族の頭飾りをかぶって、記念撮影ができます。 

シーサンパンナの雰囲気がたっぷりのフォトスポットで、記念の一枚 

をぜひどうぞ！ 

 

会 期：開催中～10月 20日㈰ ＊月曜休館 

会 場：日中友好会館美術館 

時 間：10:00～17:00 

 (10月 18日、19日は公演終了時まで開館) 

入場料：無料 
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≪公演「雲南省シーサンパンナの少数民族歌舞公演」≫ 
 

本公演では、シーサンパンナで暮らす少数民族の

歌舞をご紹介します。タイ族の孔雀の舞、黄金に輝

く宮廷舞踊、タイ族語の歌「章哈(ｼﾞｬﾝﾊｰ)」、象脚鼓

舞をはじめ、ハニ族、プーラン族の歌舞、民族衣装

のファッションショーを披露します。 

同じ地域で暮らしていても、民族によって雰囲気

が大きく異なる踊りや衣装にもご注目下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

●無形文化遺産伝承人の舞に注目！「象脚鼓舞」 

「象脚鼓舞」とは、象脚型の太鼓「象脚鼓」を叩きながら踊る、タイ族の

最もポピュラーな舞踊の一つです。手で太鼓を叩き、足で地面を蹴りあげ、

胸や肩を大きく伸縮させ、力強く演奏しながら軽やかに舞います。本公演で

は中国無形文化遺産伝承人の波罕丙氏(右写真)が来日。自身で彫刻を施し制

作した象脚鼓で舞を披露します。 
 

●独特な歌声が人々を魅了する｢章哈
ジャンハー

｣ 

タイ族語で「章哈」には二つの意味があり、一つは「歌手」を、もう一つ

は「章哈」という曲芸の一ジャンルを意味します。タイ族の伝統の中で重要

な祭典では必ず「章哈」が歌われます。一般的に、扇子を持った女性歌手と、

竹笛や弦楽器を演奏する男性がペアで演唱し、滑音やビブラートを効かせた

表情豊かな歌声が特徴です。 
 

＊その他館内での催し 

中国物産展 10月 16日㈬～20日㈰ 11:00～17:00 於：地下 1階 第一会議室 

期間限定 雲南料理 10 月 20 日㈰迄 11:00～21:00 不定休 於：1 階 中国茶芸苑「馥」 
 

 

【催事・チケット問合せ】文化事業部 

 電話：03-3815-5085（平日 10時～17時） E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

日 時：10月 18日㈮ 18:30～  ＊初回公演は開会挨拶あり 

19日㈯ 13:30～／17:30～   

20日㈰ 13:30～     全 4回公演(各回 30分前に開場、上演時間約 60分） 
 

出 演：シーサンパンナ・タイ族自治州民族歌舞団 

会 場：日中友好会館 地下 1階大ホール 

入場券：全席指定、前売り 1,000円 (空席があれば当日券 1,200円を販売) 

後楽会会員には優待席を別途ご用意します。売り切れの場合はご容赦ください。 
 

【チケット取扱い】 好評発売中!! 

①ｲｰﾌﾟﾗｽ ▶http://eplus.jp/ (PC＆携帯) ②ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ▶ﾁｹｯﾄ購入機 

③日中友好会館事務局 文京区後楽 1-5-3地下 2階（平日 10:00～17:00） 

＊①と②はしーさんぱんなで検索！ 
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  日中友好後楽会 
 

◆10月談話会･交流夕食会 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

今回の談話会では、現在後楽寮生で大正大

学文学部歴史学科にて訪問研究員として宗教

人類学を研究する梅花さん（内蒙古大学教授）

を講師に迎え、「モンゴル仏教の伝承と現状‐

内モンゴルを中心に‐」をテーマにお話しい

ただきます。 

内モンゴル自治区では古来よりチベット仏

教が信仰されていましたが、近年では仏教や

その他の宗教が広く人々に受け入れられてい

ます。そうした宗教・信仰の広がりのほか、

モンゴル仏教の儀式や色鮮やかな仏教寺院に

ついてもご紹介いただきます。 

談話会後は、館内にて懇親夕食会を予定し

ております。皆様のご参加をお待ちしており

ます。 

 

 

◆秋季友好バスハイク 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

秋の友好バスハイクは神奈川県小田原市を

訪問し、神奈川県立生命の星・地球博物館と

小田原城の見学、箱根寄木細工体験を行いま

す。 

 

 
 

 

 

後楽寮生と一緒に、楽しくご参加いただけ

たらと思います。まだ若干空きがありますの

で、10 月 22 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。 

 

 

◆後楽会会員総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

今年で 29 回目になる後楽会会員総会（別

名：もみじの会）を開催します。今年は例年

利用している小石川後楽園内「涵徳亭」が使

用できませんので、館内のレストランで実施

いたします。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、もみじを愛でてからご来館いただけれ

ばと思います。 

 

 
 

【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 時：10月 29日㈫ 8:30 

    後楽賓館前集合（予定） 
 

行 先：神奈川県立生命の星･地球博物館、 

小田原城、箱根寄木細工体験 

（神奈川県小田原市方面） 
 

参加費：6,000円／人（バス、昼食費込） 

 

さまざまな恐竜の骨格標本を展示 

（神奈川県立生命の星・地球博物館） 

 

テーマ：「モンゴル仏教の伝承と現状 

‐内モンゴルを中心に‐」 
 

日 時：10月 23日㈬ 17:00より 
 

会 場：日中友好会館地下 1階大ホール 
 

参加費：1,500円（会員） 

   ＊非会員の方はお問合せ下さい。 

 

 

日 時：11月 21日㈭ 17:30～ 

    （受付 17:00より） 
 

会 場：日中友好会館地下 1階「豫園」 
 

参加費：3,000円／人 
 

＊会員限定の催事です。非会員の方は 

事務局へお問い合わせください。 
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 ● お 知 ら せ ●
 

◆消費税率改定に関するお知らせ 
 

2019 年 10 月 1 日から消費税率の改定にと

もない、当会館で所有する大ホール、第一会

議室、日中友好会館美術館、その他備品貸出

等のご利用料金につきまして、以下の通りお

知らせいたします。 
 

＜消費税率の改定について＞ 

9月 30日㈪までの実施・ご利用分につきま

しては旧税率（8％）、10 月 1日㈫以降は新税

率（10％）を適用いたします。 
 

＜価格表記について＞ 

日中友好会館ホームページ等で掲載してお

りますご利用料金は、これまで通り「税抜価

格」といたします。合わせて消費税がかかり

ますので、ご確認の上、お申込み下さい。 

 

ご不明な点がございましたら、日中友好会

館ホームページの利用案内をご覧いただくか、

お電話でお問合せ下さい。 

 

 

【日中友好会館ホームページ】 

   http://www.jcfc.or.jp/ 

【 】大ホール、第一会議室に関する問合せ  

資産管理部 電話：03-3868-0571  

【 】 日中友好会館美術館に関する問合せ

 文化事業部 電話：03-3815-5085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆後楽会中国旅行 
 

2019年の後楽会中国旅行は「少数民族と遺

跡・大自然にふれあう旅」と題し、7月 19日

から 7月 26日まで、新疆ウイグル自治区ウル

ムチ、トルファンを巡る 7 泊 8 日の旅程で実

施、佐藤常務理事を団長に総勢 17名が参加し

ました。 
 

 

 
 

 

1 日目：7/19 夕刻、羽田空港より上海へ向け

出発、上海浦東空港到着。 
 

2 日目：7/20 午前、上海浦東空港よりウルム

チへ向け出発、午後ウルムチ空港到着後、国

際バザールを見学。 
 

3 日目：7/21 終日、天山・天池風景区にて遊

覧船や徒歩で湖畔を散策。 
 

4 日目：7/22 午前、ウルムチ市内よりトルフ

ァンに向けバスで移動、カレーズを見学後、

ブドウ農家で休憩。午後、蘇公塔、火焔山、

ベゼクリク千仏洞、高昌故城を見学。夜は農

家の葡萄棚の下で地元料理と民族舞踊の鑑賞。 
 

5日目：7/23午前、交河故城を見学。その後、

ウルムチ市に向けバスで移動、午後、南山牧

場を見学、カザフ族が暮らす包(パオ）で休憩。 
 

6 日目：7/24 午前、ウルムチ市の中心にある

紅山と新疆ウイグル自治区博物館を見学。午

後、地元スーパーで買い物タイム。夕刻、元

天池にて ボゴダ峰をバックに 
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後楽寮生との交流夕食会。 
 

7 日目：7/25 午前、ウルムチ空港より蘭州経

由にて上海へ出発、夕刻、上海浦東空港到着。 
 

8日目：7/26午後、上海より羽田へ向け出発、

夕刻、羽田空港到着。 
 

後楽会で新疆ウイグル自治区への旅行は

1993 年と 2001 年に実施、いろいろな地を訪

ねる周遊の旅でしたが、今回はウルムチ市と

トルファン市の 2 か所をじっくりと訪ねまし

た。できるだ

け連泊し、観

光地では電気

カートを利用

するなど、団

員への負担を

軽くするよう 

努めました。 

ウルムチ市内の国際大バザールでは珍しい

楽器や特産物を見たり、試食しながら交渉し

てドライフルーツを購入したり、切り売りし

ているハミウリを買って食べたりと、皆さん

興味津々の様子でした。市の中心にある紅山

でウルムチ市内を見渡し、博物館では数多く

の少数民族の展示や、赤ん坊から大人までの

ミイラも見ました。 

 

 
 

 

ウルムチ市郊外の標高二千メートル近くあ

る天池では遊覧船に乗り、夏でも雪化粧をし

ている五千メートル級のボゴダ峰をバックに

写真を撮ったり、南山牧場ではカザフ族の住

居であるパオの中でミルク茶やドライフルー

ツをいただいたり、カザフの民族衣装を着た

り珍しい体験ができました。 

トルファンでは交河故城、高昌故城、ベゼ

クリク千仏洞など、広大な景色と遥かなる歴

史に思いをはせ、蘇公塔や地下水道を利用し

たカレーズでは先人の知恵に驚き、火焔山で

は気温 40度の中、温泉タマゴならぬ「熱砂タ

マゴ」を食しました。そして、農家の葡萄棚

の下で民族舞踊の鑑賞をしながら珍しい地元

料理をいただきました。 
 

 

 

 
 

ウルムチ市内での元後楽寮生との交流会で

は、元寮生十数名が参加してくださいました。

談話会や友好バスハイクにも参加したことの

ある方や個人的にお付き合いのある方もいた

ので、後楽会会員との話も大いに弾みました。

盛り上げ上手な少数民族の元寮生達は日本の

演歌を歌い、ウイグルやカザフのダンスを踊

り、会員の方も一緒に楽しく歌い踊っていま

した。東京藝術大学でオペラを勉強していた

元寮生はウイグル語と日本語の歌を歌い、一

同みな美しい歌声に魅了されていました。交

流会は夜が更けるまで続き、大いに盛り上が

りました。 

来年の旅行はこれから企画しますが、参加

した皆さんはすでに次の旅行について話題に

しています。決まり次第、会館だよりにてお

知らせいたします。   （後楽会事務局） 

葡萄棚の下でいろいろな干し葡萄を吟味 

元寮生を囲み楽しく交流 

高昌故城にて  
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◆後楽寮生が埼玉県加須市を訪問 
 

8 月 23 日～25 日の日程で、後楽寮生 16 名

は「日中友好加須市民会議」の皆さまからの

お招きで、「第 38 回日中友好加須市民会議宿

泊交流」に参加するため、埼玉県加須市を訪

問しました。ホームステイや会員の皆さまと

の交流など、様々な日本文化を体験しました。 

日程初日は加須市役所を表敬訪問し、大橋

良一市長との懇談や、ラムサール条約湿地の

渡良瀬遊水地、加須未来館を訪れました。ま

た、秩父市で長瀞川下りも楽しみました。そ

の後、11家庭に分かれてホームステイしまし

た。大変充実した内容で、石井敏郎会長をは

じめとする日中友好加須市民会議の皆さまの

ご厚意に感謝申し上げます。ここで参加者の

感想をご紹介します。 
 

 

 

 

○日中友好加須市民会議の皆さんによる熱心

な接待と心のこもったお世話に感謝申し上げ

ます。私と友人はとてもかわいい、おしゃれ

な山本お母さんの家にお世話になりました。

山本さんは自分の母と同じく、朝になったら

私たちを起こしてくれて、おいしい朝ごはん

を作ってくれました。私はよく蚊に刺されて

しまう体質なのですが、お母さんは私のため

に虫よけを準備してくれました。真夏日に外

に出かける際には飲料と保冷剤をくれました。

そして日本語ができない私の話を辛抱強く聞

いてくれました。短い期間でしたが、国が異

なり、言葉は違っても母の愛は共通のもので

あると感じました。また、今回の活動では一

人暮らしのお年寄りをよく見かけました。皆

さんは仕事を持ちながら、友人たちと過ごし

たり趣味に打ち込んだり、独立した生活をし

ています。皆さんの自立心から多くのことを

学び、皆さんに寄り添ったり関心を寄せたり

することも大切だと感じました。（孫小寧） 
 

 

 

 

○初めて日本の家庭で過ごした 3 日間は、私

にとても深い印象を与えました。日本語を使

って流暢に交流はできなかったけれど、日本

の社会と日本の家庭にまた一歩理解が深まり

ました。吉田さん一家は、誠実で善心があり、

私たちにとても友好的でした。普通の家庭で、

手作りの家庭料理をいただけたことは、とて

も貴重でした。とても驚いたのは、私たちが

東京についてから、吉田のお母さんが電話を

くれたことです。私たちが無事に東京に着い

たか心配してかけて下さったそうで、そして

励ましてもくれました。これにはとても感動

しました。これからはもっと日本語を勉強し

て、またお会いした時には流暢な日本語で話

せるようにしたいです。そして中日友好をず

っと続けていきたいと思います。 （黄暁旭） 

 

 

◆後楽寮生が池袋防災館にて防災

体験活動 
 

 9月 1日、後楽寮生 14名は豊島区にある「池

袋防災館」にて防災体験活動をしました。東

最終日、ホストファミリーの皆さんとの親善交流会 

大橋良一加須市長との懇談 
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京消防庁の管轄にあるこの防災館は、在日外

国人を含む住民たちに各種防災に関連した体

験・学習・訓練活動を提供しています。 

 日本ではちょうど 9 月 1 日が「防災の日」

にあたります。これをきっかけにして、参加

した寮生たちは約 100 分間の地震・火災・煙

など災害についての教育実践活動の体験、な

らびに映像資料を視聴しました。 

 今回の活動で、私たち参加者は地震のメカ

ニズム、及び日本の歴史上、たびたび巨大地

震に見舞われた際の基本的な状況を把握しま

した。そして、主要な災害場面に出くわした

際の基本的な処置について、いろいろな体験

を通じて詳しく理解できました。 

参加者した寮生からは「何回本を読んだり、

講義を聞いたりしても、一回の体験に勝るも

のはないと思いました」「防災知識は自分の身

を守るだけでなく、人を助けることにもつな

がるので、将来も役に立つと思います」「大災

害を前にして人類は無力であると実感しまし

た。今回の体験を通じて、私たちに降りかか

る危険をもっと減らすことを考えたいと思い

ました」などの感想が聞かれました。 
 

 

 
 

夏休みということもあり、参加者は少なめ

でしたが、私たちにとって非常に有益なもの

となりました。これで日本での学習生活をよ

り安全に過ごせるでしょう。 

（後楽寮生 姜駿） 

 

◆｢日中植林・植樹国際連帯事業｣ 

北京大学学生訪日団が来日 
 

7 月 21 日から 7 月 27 日までの 7 日間、北

京大学学生訪日団(団長：高静 北京大学 青年

団委員会 副書記)計 95名が来日した。本団は、

北京大学で学ぶ大学生・大学院生で構成され、

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。 
 

 

 

 

訪日団は、東京・大阪・奈良・京都にて、

環境・防災に関するセミナーや関連施設の視

察等を行い、植樹活動を行った。また、大学

訪問および民泊で日本の大学生や市民と交流

し、対日理解を深めた。 

 

日本の環境・防災の取り組みについて学ぶ 
 

環境・防災に関するセミナーでは、東京大

学 大学院工学系研究科 社会基盤学専攻の池

内幸司教授より「水関連災害の防災･減災対策」

について講義を受けた。気候変動により激甚

化する水害対策は、日中両国共通の課題であ

り、環境・防災の両面からどのように取り組

みを進めるべきか、深く考える機会となった。

また、都内では有明水再生センターを視察し、

水環境を守るための徹底した下水の浄化処理

や再利用を行う施設を視察したほか、しなが

わ防災体験館にて消火器・消火栓体験や応急

救護体験を行い、防災訓練や身近で訓練を体

験できる啓発施設の重要性を再認識した。 

しながわ防災体験館で応急救護体験 

消火器の使い方を学ぶ 
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大阪大学訪問や奈良飛鳥で植樹活動と民泊体験 
 

日程後半は関西へ移動し、さまざまな活動

を行った。大阪では大阪大学を訪問し、同学

接合科学研究所の藤井英俊副所長による「鋼

を溶かさず溶接する」をテーマとした特別講

義を受けたほか、同学学生とグループワーク

を行い、賑やかに交流を深めた。奈良県飛鳥

地域ではホームステイを体験し、自然豊かな

環境の中、日本の家庭の素朴な雰囲気を味わ

うことができた。また、明日香村近隣公園に

て、ホストファミリーとの友好の証しに、ヤ

マボウシの木を 3本植樹した。 

団員からは、「セミナーや関連施設の視察を

通じ、環境保護や防災・減災の取り組みの重

要性を改めて実感した。日本の取り組みを手

本に学びたい」「グループワークでは、日中の

学生の考え方・感じ方を互いに知ることがで

きた」「大学での講義では、最先端の研究内容

を聞くことができ、刺激を受けた」「ホストフ

ァミリーが応援してくれる中で、楽しく植樹

活動を行うことができた」「ホストファミリー

が家族の一員として温かく迎えてくれ、嬉し

かった。一緒に朝日を見に行き、忘れられな

い思い出になった」など、思い思いの感想が

聞かれた。 

 

 
 
 

 

本団の団員の専攻は文系理系を問わず多岐

にわたり、セミナーや大学での講義、各視察

先では、それぞれの視点から幅広い質問が出

された。今回の経験が団員に新たな気づきを

与え、今後の学業や将来の仕事に生かしてく

れるものと期待している。本団の受け入れに

ご協力くださったご関係の皆様に、この場を

借りて厚く御礼申し上げたい。（総合交流部）         

 

 

◆｢JENESYS2019｣中国青年メディア

関係者代表団第 1 陣一行 58 名が

｢農業｣｢オリンピック･パラリン

ピック｣をテーマに来日 
 

7 月 21 日から 7 月 28 日までの日程で、中

国青年メディア関係者代表団第 1陣(団長：牛 

永沢 中共中央委員会宣伝部 機関服務センタ

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、外務省が推進する対日理解促進交流

プログラム「JENESYS2019」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、神

奈川、秋田、長野を訪問し、分団テーマであ

る「農業」(第 1分団)、「オリンピック・パラ

リンピック」(第 2 分団)を中心に、官庁や地

方自治体のブリーフ、関連企業・団体や施設

の訪問・視察を行った。また、日本のメディ

アへの訪問・交流や、街頭での自由取材を行

ったほか、地方都市における参観、ホームス

テイなど、さまざまなプログラムを通じて包

括的な対日理解を深めた。 

 

各地でメディアを訪問し、関係者と交流 
 

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(一社)共同通信社

と㈱秋田魁新報社、第 2 分団は㈱日本経済新

聞社と信越放送㈱を訪れ、関係者との交流や

社内見学を行った。テレビ・ラジオ・新聞業

界とも、ニューメディアとどう共存していく

か、広告収入の確保等、日中共通の課題につ

植樹したヤマボウシを囲んで 

ホストファミリーと（奈良県明日香村） 



 

 会館だより 2019年 10月号 No.364  

 

- 9 - 

 

いての意見交換が行われた。メディア関係者

同士、自由に懇談し、双方のメディア事情を

知る有意義な時間となった。 
 

 

 

 

テーマに関する視察やブリーフで日本の事情

を理解 
 

首都圏で、第 1 分団は農林水産省でブリー

フを受けたほか、横浜農業協同組合の訪問、

東京交通会館マルシェの視察を行い、6 次産

業化の推進について理解を深めた。第 2 分団

は内閣官房東京オリンピック・パラリンピッ

ク推進本部事務局よりブリーフを受けたほか、

日本武道館を訪問し、2020 東京オリンピッ

ク・パラリンピックの競技施設の見学や大会

に向けた準備状況について説明を受けた。 

分団毎の自由取材では、それぞれ人形町商

店街、神楽坂商店街を訪れ、店員や行き交う

人々にインタビューを行い、地元の人々と触

れ合いながら、海外メディアの視点から見た

日本の魅力を自由に取材した。 

首都圏での活動を終えた代表団は、分団毎

に地方を訪問。第 1 分団は秋田県で㈱アルビ

オン白神研究所を訪問し、自社農場の視察を

行った。道の駅十文字を訪問し、地元産の農

産物や加工品の取り扱い、農産物の販路拡大

について説明を受けた。第 2 分団は長野県で

エムウェーブを訪問し、長野オリンピック開

催時の状況、大会終了後の施設の運営、スケ

ート競技の普及活動について説明を受けた。

上田市では、長野県および上田市の 2020東京

オリンピック・パラリンピックにおけるホス

トタウンの取り組み、中国との交流事業につ

いて説明を受けた。 

また、第 1 分団は秋田県仙北市で、第 2 分

団は長野県青木村で 1 泊 2 日のホームステイ

を体験した。言葉が通じないながらも一般市

民との交流を楽しみ、日本人の生活を知る機

会となった。 

このほか一行は、都内で国会議事堂視察や

皇居二重橋参観のほか、各地方では横浜市イ

ギリス館、山下公園、秋田市民俗芸能伝承館、

角館武家屋敷、善光寺、上田城址公園などの

参観を通し、日本の歴史や文化、自然に触れ

た。 
 

 

 

 
 

団員からは「日本のメディアも中国のメデ

ィアと同様、ニューメディアの影響を受けて

おり、伝統メディアが活力を失わないよう、

調整・改革・模索していることがわかった」

「ブリーフを聴講した後、現場を視察するこ

とにより現在の日本の農村、農家にかかわる

6 次産業化について理解を深めることができ

た」「オリンピック終了後、競技施設がスポー

ツだけでなく、コンサート会場等として広く

活用されていることに感銘を受けた」「ホーム

ステイでは家族の一員として迎えられ、大変

感動した」「帰国後、体験したこと、感じたこ

と全てを周りの皆に伝えたい」などの感想が

信越放送㈱訪問 社内見学 

㈱アルビオン白神研究所視察  

化粧品の原料となるハーブの農場を見学 
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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） 

 

 

◆｢日中植林・植樹国際連帯事業｣

2019 年日中緑化協力林業青年代

表団が来日 
 

7月 28日から 8月 3日までの 7日間、2019

年日中緑化協力林業青年代表団(団長：劉昕 

中国国家林業・草原局 対外協力プロジェクト

センター副主任)が来日した。本団は中国国家

林業・草原局及び関係機関に所属する青年で

構成された計 30名で、外務省が推進する「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、東京と北海道を訪問し、林野庁

や緑化関係団体、企業によるブリーフ、国有

林や国立公園の視察を通じて、森林・林業・

緑化分野に関する理解を深めたほか、北海道

えりも町で植樹活動を行った。また、日本の

文化や歴史、自然を体感できる施設を視察し、

包括的な対日理解を深めた。 

 

日本の森林・林業政策や緑化活動・環境保全

について学ぶ 
  

代表団は東京で、塚田直子 林野庁森林整備

部計画課海外林業協力室長を表敬した後、日

本の森林・林業・木材産業の現状と課題につ

いてブリーフを受け、日本の林業政策全般、

森林保全政策や防災対策について理解を深め

た。また、日中緑化交流基金を訪問し、同基

金の概要と約 20 年間の中国での緑化活動及

び成果について説明を受けた他、東京ミッド

タウンを訪問し、都会の植樹・緑化・環境保

護の観点から同施設を視察した。 

 

 

 
 

北海道の森林管理や緑化・自然再生の取組み

について理解を深め、植樹を実施 
 

北海道では、釧路市、帯広市、えりも町、

札幌市を訪問した。釧路市では、釧路市湿原

展望台を見学し、温根内ビジターセンターで

環境省自然保護官から釧路湿原国立公園と自

然再生の取組についてブリーフを受けた後、

木道を見学した。帯広市では、帯広の森の育

成管理・利活用の拠点である帯広の森・はぐ

くーむを訪問し、帯広の森の概要と市民参加

の森づくりについてブリーフを受けた後、植

樹地の概要、植栽した樹種、森の課題などに

ついて説明を受けながら、森を散策した。え

りも町では、日高南部森林管理署管内の林業

総合センターを訪問し、えりも町の緑化事業

について概要説明を受けた。また、根にダメ

ージを与えず簡単に木を植えるため考案され

た育苗ポット「カミネッコン」を作成し、そ

の中に苗木と肥料入りの土を入れ、ミズナラ、

シラカバ、ハンノキ各 15 本、計 45 本を植樹

した。札幌市では、北海道森林管理局を訪問

し、新島俊哉北海道森林管理局長を表敬した

後、北海道の国有林と北海道森林管理局の

2019年度重点取組事項についてブリーフを受

けた。質疑応答では、国有林の管理方法や森

林の価値、直面する課題等について活発な意

見交換を行った。 

 団員からは「日本では森林価値への認識が

新島俊哉北海道森林管理局長(中央右)を 

劉昕団長(中央左)以下代表団全員で表敬 
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深く、森林は国民生活に様々な恩恵をもたら

す『グリーン社会資本』ととらえられ、具体

的な経済価値が試算されているのに驚いた」

「公園建設において緻密さや細部へのこだわ

りが至るところで見られた。このような細か

い積み重ねが、公園建設全体の成功につなが

っていると思う」「住みやすさや住民の移動し

やすさに配慮するなど人間に優しい都市緑化

設計がなされており、屋上やベランダを利用

して立体的に緑化設計されていたのが参考に

なった」「日本では国の自然環境改善に対して

市民が主役意識を持っており、参加意欲も高

いと感じた」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） 

 

 

◆彫刻家の曹崇恩氏が来館 
 

8月 28日、彫刻家の曹崇恩氏が日中友好会

館に来館し、鄭中国代表理事と懇談しました。

曹氏は、会館の地下 1 階にある廖承志先生と

会館初代会長である古井喜実先生の胸像を制

作した方です。 

今回はプライベートで日本を訪れている中、

ご自身が制作した胸像をもう一度見たいと来

館されました。日中国交正常化に尽力し、生

涯にわたり日中両国の友好に貢献された廖先

生(胸像右)、古井先生(同左)お二人の胸像と

対面し、とても

懐かしんでいま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中学院よりお知らせ 
 

2019年 10月 新規開講講座のご紹介 
 

 

【昼間講座】 
 

○会話Ⅱ 担当：孫玲（金）10:00～12:00 

中国語で考え、答えたり質問したりする力を 

つけることを目標とします。 
 

○中国語で話そう 担当：莎萩蓉 

（金）13:30～15:30 

前半は漫画を見ながらその内容を発表、後半 

は日本語を見て中国語に訳す練習をします。 
 

【夜間講座】 
 

○会話Ⅱ 担当：靳園元（木）18:45～20:45 

簡単な言葉で色々なことを表現できること 

を目標とします。 
 

○口と耳のエクササイズ 担当：中村予至子 

（火）18:45～20:45 

色々な文のシャドーイングやリピートを通 

して自分の弱点などを明確にします。 
 

 

＊受講料等詳細は、お問合せください。 
 

 

【申込み・問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

          HP：www.rizhong.org 

団員自身が作成したカミネッコンを使って植樹

（北海道えりも町） 

胸像を囲んで 

曹崇恩氏(左)と鄭中国代表理事 
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● コ ラ ム ● 
 

 

 

半瓶醋      最近いろいろ思うこと 
 

理事長のコラム  
 

 

 (公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 
 

 

昨年 12 月 20 日に起きた韓国海軍艦艇による自衛隊哨戒機に対する火器管制レーダー照射以

来、日本の安全保障にとっても重要な隣国との関係がギクシャクしてきていたが、最近は指導

者の直截な発言などで｢報復｣へと方向転換した感がある。韓国が 8月 12日に発表した日本をい

わゆるホワイト国から除外する措置は｢報復措置｣として発令されているとの趣旨であることを

成允模 産業通商資源相も認めているようだ。また 8 月 5 日発表された、韓国側の｢北朝鮮との

経済協力で平和経済が実現すれば、一気に日本の優位に追いつくことができる｣との発言は、い

つまでに、どのような方法、形態で実現しようとしているのか、説明が無いのでわかりにくい。

ハイテク産業などの分野は、経済の理屈だけでは動かないものが多いだろうことは想像に難く

ないところだ。 
 

一方、日本側は 8 月 2 日に、日本の輸出貿易管理令に対し、韓国側に不適切な事案があった

としてホワイト国から外すことを閣議決定した。 

それより以前の 7月 12日に、経済産業省で韓国の担当者を迎えて行った｢説明会｣が実際はど

のような雰囲気だったのかは不明だが、「輸出管理に関する事務的説明会」と書かれた紙がホワ

イトボードにはられているだけの殺風景な部屋で、担当者が無言、無表情で対峙していた情景

がテレビで放映されていたが、日本側の対応としてはやや過剰とも思える｢拒否反応｣のイメー

ジが強すぎたように感じられた。立場を変えて考えれば、もう少し粛々とした対応ができなか

っただろうか。 
 

｢偉人群像」(新渡戸稲造全集 第五巻）には、新渡戸がなんども話をした事のある乃木将軍に

対する次のような人物評が載っている。｢同将軍が旅順においてステッセル将軍と降伏交渉の際、

威あって猛からざる態度で穏やかに親切に敗軍の将を取り扱った態度が想像される｣と語って

いる。いわんや｢説明会｣である。 

また 1909年 10月 26 日、中国ハルビン駅頭で安重根に暗殺された伊藤博文は日本人を殖民さ

せ朝鮮開発をしたらどうかとの新渡戸の問いに次のように答えている。（1908年頃） 

「朝鮮に内地人を移すという議論が大分あるようだが、我輩はこれに反対しているのぢゃ。

君朝鮮人はえらいよ。この国の歴史を見てもその進歩したことは日本より遥か以上であっ

たこともある。この民族にしてこれしきの国を自ら経営できない理由は無い。才能におい

ては決してお互いに劣ることは無いのだ。然るに今日の有様になったのは人民が悪いのぢ

ゃなくて、政治が悪かったのだ。国さえ治まれば人民は量においても質においても不足は

無い。政治がよければ人間も増えてくる。」 
 

我々日本人は、忍耐と慈愛、理性と礼儀をこのような古武士からもっともっと学ぶ必要があ

るのでは無いだろうか。 
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＊今月の表紙＊ 
 

機織り（ジノー族） 

第 29回 中国文化之日「孔雀の舞う楽園」～雲南省シーサンパンナの少数民族衣食住展より 
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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 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 


