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《第 30 回中国文化之日》 

◆展覧の部｢～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展｣ 

◆公演の部｢～優美と躍動のコントラスト～ 二胡と和太鼓の共演｣ 

《日中友好後楽会》 

◆定例談話会について 

 

◆主催展｢～100枚の写真で旅する！～ 中国世界遺産｣を終えて 

◆日中大学生インタビューリレー 

  卒業して、農村に行くか、都会に残るか？ 

◆日中青少年交流事業 参加者アンケート〈日中植林･植樹国際連帯事業〉 

 

◆日中教育･青少年交流と未来 ◆世代を超えた両国の友好親善を願って 
◆強調への移行 ◆何かお役に立ちたい、、 
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● 行 事 案 内 ● 
 

 

  第 30 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開催、本年は記念すべき第 30 回

を迎えました。コロナ禍にあるにもかかわらず、おかげさまで多く

の皆さまからの温かい励ましと大きな反響をいただいております。 
 

主 催：公益財団法人日中友好会館 

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、(公社)全日本書道連盟 
 

 

 

≪展覧の部≫｢～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展｣ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

今年の中国文化之日の展覧の部「～色褪せない墨の美～ 日中友好会

館所蔵中国書画展」を日中友好会館美術館で開催中です。 

本展では、当会館所蔵品の中から、啓功、沙孟海、費新我をはじめと

する名だたる書家や、呉作人、関山月、潘公凱などの著名画家による 1980

年代から 2000年初期までの作品全 40点を厳選し、展示しています。当

時より書画の大家であった作家の逸品、現在第一線で活躍する作家たち

の名品などを一堂に集め、皆さまのご来館をお待ちしております。 
 

＜見どころ＞ 

1．現代中国書壇を代表する大家による多様な書の魅力 

中国書壇で高い評価を受け、独自の風格や技法をもつ書家たちの多様 

な作品から、書の世界の奥深さと作者の息遣いを体感できます。 

2．現代中国画壇に花咲いた芸術家たちの工夫と挑戦 

伝統的な中国画を継承しつつ、いかにして独自の作品を創出するか。 

改革開放政策によって認められた｢創作の自由｣は、芸術家たちの工夫と挑戦により、様々な画風

と技法を生み出しました。伝統技法を土台に展開される新たな構図や装飾性が見どころです。 
 

 

【美術館イベント】ギャラリートーク 

日 時：①10月 3日㈯ 14:30～ ②10月 15日㈭ 14:30～（約 30分） 

＊事前予約制 参加無料 各回定員 20名 

書画家の趙龍光氏が、出展作品の魅力と楽しみ方について日本語で解説します。 

会 期：開催中～10 月 18 日㈰ ＊水曜休館   

会 場：日中友好会館美術館 

時 間：11:00～16:00 

入場料：無料 

孫本長「太行山の朝明け」 

沙孟海「急就篇」 

※ 9 月号でお知らせした休館日 

より、一部変更となりました。 

ご注意ください。 
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≪公演の部≫｢～優美と躍動のコントラスト～ 二胡と和太鼓の共演｣ 
 

｢第 30 回中国文化之日｣公演の部は、コロナ禍の今こそ、皆さまの癒し･勇気につながる公演

をお届けできたらとの思いから“中国と日本のコラボレーション”をコンセプトに優美な音色

が魅力の中国伝統楽器･二胡と、躍動感あふれる日本の伝統楽器･和太鼓の共演をお届けします。 

会場での三密を避けるため、10 月 15日より世界最大の動画共有サービス｢YouTube｣にて、オ

リジナルコンサート動画を無料でインターネット配信いたします。｢上を向いて歩こう」、｢JIN-

仁-Main Title」、｢バタフライ･ラヴァーズ(梁山伯と祝英台)｣、｢賽馬｣などで構成する約 45 分

間の日中友好会館オリジナル豪華ステージとなっております。 

今年はご自宅で秋の夜長のお供に二胡と和太鼓が奏でる優美と躍動のコントラストをご堪能

ください！ 
 

 

2020年 10 月 15 日 ㈭・正午より 無料動画配信スタート！ 

◆特別収録したオリジナルコンサート動画を 

無料配信。生配信ではありません。 

◆配信開始後はいつでも、何度でもコンサート 

をお楽しみいただけます。 

◆YouTubeチャンネル名「JCFC Museum」で 

検索、または QR コードからご視聴ください。 
 

 

＜メイン奏者プロフィール＞ 
 

ウェイウェイ･ウー 
 

中国･上海生まれ。本名：巫謝慧。5 歳からヴァイオリンをはじめその後、二胡とヴァ

イオリンを専攻。1991 年に来日。新たな二胡の可能性を開拓すべく、様々なジャンル

のミュージシャンと精力的にコラボレーションを行う、現代二胡のパイオニア的存在。

2002 年 5 月メジャーデビュー。2009 年 TBS 系人気ドラマ「JIN―仁―Main Title」で

二胡を担当し、好評を博した。2020 年、未曾有の事態を迎え傷ついた心を癒すアルバ

ム「贈りたい人へ～Music from my Heart」をリリース。 
 

 

ヒダノ修一 
 

1990 年にデビュー。これまで約 3,000 回の演奏を行い、21 世紀の太鼓史に輝く偉業

を数多く成し遂げたパイオニア。中国建国 70 周年国慶節 2019 には唯一の日本人ソリ

ストとして出演。中日国交正常化 35 周年 2007 では歴史上初の人民大会堂でのコンサ

ートに出演。Stevie Wonder のツアーや、Herbie Hancock Allstars のメンバーとし

て参加。アジア人として唯一、FIFA 公式催事に 3 大会出演を果たす。 

 

その他、スペシャルゲストとして和太鼓奏者若手のエースとして活躍する｢一彩｣も登場します。 
 

 

※最新の開催状況については随時、当会館ホームページ、または SNS にてお知らせします。 

 
 

 

【問合せ・イベント申込み】 

文化事業部 電話：03-3815-5085 FAX:03-3811-5263 

E-mail: bunka@jcfc.or.jp Facebook Twitter 
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  日中友好後楽会 
 

◆定例談話会について 
 

10 月の談話会は、最近の新型コロナウイル

スの感染状況を考慮し、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、11月以降のイベントの実施につきま

しては、新型コロナウイルスの感染状況を見

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。 
 
【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｢～100 枚の写真で旅す

る！～ 中国世界遺産｣を終えて 
 

日中友好会館主催展「～100 枚の写真で旅

する！～ 中国世界遺産」が 7月 15日～8月 5

日の会期で開催され、19日間で 1,403名の方

にご来場いただきました。 
 

 

自由に旅行することが叶わない今だからこ

そ、写真で旅をしているような楽しいひとと

きを過ごしてほしい。本展覧ではそんな願い

を込め、中国の写真家が撮影した 55の中国世

界遺産を 100 枚の写真パネルで紹介しました。 

開館時間を通常より 2 時間短く設定するな

ど、新型コロナウイルスの感染予防対策を講

じての開催となりましたが、当初の予想をは

るかに上回る来場者を迎え、無事に 19日の会

期を終えることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来場者アンケートは「良かった」「まあまあ

良かった」がほぼ 100％を占め、多くの来場

者にご満足いただけました。また、個別意見

を見ると“中国に行きたくなった”、“中国の

魅力を知ることが出来た”という感想が 5 割

を占め、「写真で旅をしているような楽しいひ

とときを過ごしてほしい」という願いが叶っ

たように感じています。 

 会期終了後、新型コロナウイルスの影響で

来場が叶わなかった方のために、「～100枚の

写真で旅する！～中国世界遺産 on Twitter」

を開催し、本展覧で展示した 100 枚全ての写

真と、来場者アンケートでも好評であった作

品キャプションの内容を添えて、55の世界遺

産を順に巡りました。パソコンやスマートフ

ォンからいつでもどこからでもご覧いただけ

ますので、ご来場いただいた方も、いただけ

なかった方も、ぜひご覧ください！ 

文化事業部では引き続き「withコロナ」の

時代でも皆様に安心して楽しんでいただける

ような催事を企画してまいります。どうぞご

期待ください。       （文化事業部） 

会場内に設置した兵馬俑の等身大 

顔ハメパネル 

 

会場の様子 
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◆日中大学生インタビューリレー 
 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、現

在、日中間の往来ができず、従来実施してき

た日中青少年交流事業の訪日団、訪中団が実

施できない状況が続いています。しかし、こ

うした環境においても、日中の草の根交流を

停めてはいけないと考え、中国日本友好協会

と共催で「日中大学生インタビューリレー」

を実施することにしました。日本と中国の大

学生が 3 名ずつ交互にリレー形式で質問と回

答をし合っています。 

ここでは、一部抜粋して掲載いたします。

参加者は、2019年 11月、東京で実施した「第

2 回日中大学生 500 人交流」に参加した日本

と中国の大学生で、名前はニックネームです。 

今後、毎週 3 名ずつ会館ホームページ(URL：

http://www.jcfc.or.jp/)に掲載していきま

す。会館だよりにも第 3 回以降のインタビュ

ーを掲載しますので、是非ご覧ください。 
 

 

＜第 1回：日本大学生から中国大学生へ＞ 
 

Q1： 中国国内を旅行する際の公共交通機関と

して鉄道やバスなどがありますが、どれ

を使うことが多いですか？〔日本大学／

無知こそ力さん〕 

A1： 高速鉄道で出かけることが多いです。い

ま、中国の高速鉄道はほぼすべての地域

を網羅していて、とても便利なんです。

バスより速いし、飛行機より安全、値段

もお手頃。それに、地下鉄で直接高速鉄

道の駅に行けるから、交

通渋滞に遭わないですし

ね。〔西安外国語大学／背

伸びして眺める時間さ

ん〕 
 

Q2: 今後の日中関係の発展に向けて、将来を

担う両国の大学生ができることはどのよ

うなことだと思いますか？〔九州大学／

ケンケンさん〕 

A2： 歴史を尊重し、違いは違いとして尊重し

ながら共通点を探り、交流を続けていく

こと。イデオロギーの偏見は捨て、客観

的に相手を理解して、身近な人にそれを

伝えていくこと。専門知識を一生懸命に

学び、中日関係のさらなる発展に自身の

微力を尽くすことだ

と思います。〔河北科

技大学／負けず嫌い

の阿浩さん〕 
 

Q3： 中国と日本の似ている点・異なる点(文

化、日常生活、感性など)をそれぞれ教え

てください。〔東洋大学／醤菜さん〕 

A3： 似ている点：礼儀の邦で、ともに礼儀を

重んじること。異なる点：中国人と比べ

ると日本人は、より細かいことにこだわ

り、割り勘が一般的で、繊細だと思いま

す。中国人はこまごまとしたことにはこ

だわらないし、普段割り

勘はしないし、より自由

な感じ。〔合肥学院／ク

イーン！さん〕 

 

 

 

＜第 2回：中国大学生から日本大学生へ＞ 
 

Q4： 日本では小学生の時から防災訓練を行っ

ているのですか？具体的にどのように行

いますか？〔西安外国語大学／背伸びし

て眺める時間さん〕 

A4： そうです。私は小学生から高校生まで毎

年していました。訓練は、事前に知らさ

れるパターンと知らされないパターンが

ありました。机の下で隠れ、揺れが収ま

り、安全が確保されたらグ

ラウンドに避難する流れ

です。〔一橋大学／信じて

いるから見ることができ

るさん〕 
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Q5： 大学にはたくさんのサークル活動があり

ますよね。日本の大学にはだいたいどの

ような種類のサークルや活動があります

か？〔合肥学院／クイーン！さん〕 

A5： 主に運動系と文化系にわかれて活動をし

ています。マジックサークルや、お散歩

サークル、ボランティアサークル、フラ

ッシュモブサークル等、ユニークなサー

クルもありますよ。主に、放課後や週末

等に活動を行っています。ダンス部等深

夜に練習を行っているところもあります。

活動場所は文化祭や外

部の文化会館で行うサ

ークルもあると思いま

す。〔法政大学／スマイ

ルさん〕 
 

Q6: 現在、中日両国には高齢化問題があり、

村落には多くの高齢者が残されています。

将来、あなたは農村の発展に貢献します

か、それとも大都市で活躍しますか。理

由も教えてください。〔河北科技大学／負

けず嫌いの阿浩さん〕 

A6： 大都市で活躍することで農村の発展に貢

献できたらと考えています。実際に赴く

ことも大切ですが、離れて

いてもできること、離れて

いるからこそできること

も沢山あると思うからで

す。〔拓殖大学／PONさん〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈日中大学生インタビューリレー 

第 1回と第 2回を終えて〉 
 

 

「卒業して、農村に行くか、都会に残るか？」 
 

 

総合交流部部長 郭 寧 
 

 日中大学生インタビューリレーは、6 月初

旬に計画を立て、7 月に中国の実施パートナ

ーの中国日本友好協会にその意図を打診した

ところ、快諾いただき、早速中日双方で学生

募集を始め、8月下旬からスタートしました。

現時点(9 月 1 日)で、すでに一巡を終え、非

常にスムーズに進んでいます。 

特に中日双方の大学生の質問と回答を読ん

で、心を打たれるものがありました。一例を

あげると、中国大学生からの Q6は、まさに「農

村に行くか、都会に残るか？」の質問でした。

何だか、毛沢東時代の｢上山下郷｣の呼びかけ

を連想させました。背景や中身こそ違うもの

の、20 世紀の 60 年代と 21 世紀の 20 年代の

青年は同じ選択に直面しているのではないか

と思わされました。実際、大学生就職難を背

景に、中国では今、院生や、博士までが｢農村

幹部(村官)｣になっているではありません

か？日本人大学生の回答も意外なものがあっ

て、興味津々でした。 

 こうした等身大の両国青年の問答を読んで

いると、双方への理解が深まる気がします。

是非多くの方々にご覧いただきたいです。 

 
 

（総合交流部） 
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◆日中青少年交流事業 参加者アンケート〈日中植林・植樹国際連帯事業〉 
2019 年 5月～2019年 12月実施分 

 

2019 年度、日中友好会館は、外務省が推進する「日中植林・植樹国際連帯事業」にて、中国

からの招聘計 14事業を実施し、参加者 1,602名に対しアンケート調査を実施しました。 

今回は、参加者 1,602名のアンケート結果(回答率 99％)の一部をご紹介します。 

＊団員の種別・職業の内訳は以下の通り。 

  高校生 631名 ／ 大学生・大学院生 712名 

青年（公務員、団体職員、メディア関係者等）259 名 

 

1. 環境や防災の重要性に対する認識が深まったか 
 

  非常に深まった   68.3％ 

  ある程度深まった   31.4％ 

  あまり深まらなかった   0.3％ 

  全く深まらなかった    0.0％ 

 

2. 環境や防災に関する日本の経験、技術、取組等を、 

母国のより多くの人たちに知ってもらいたいと思うか 
 

  非常に思う    64.8％ 

  ある程度思う   35.1％ 

  あまり思わない    0.1％ 

  全く思わない    0.0％ 

 

3. 環境・防災に関するプログラム、植樹活動について、良かった点と改善点（記述式） 
 

◇良かった点 
・日本の防災と環境についての意識は子供の頃から養われている。中国の小中学生も環境防災施

設の見学や課外活動を行い、子供の頃から防災環境知識を身につけさせるべきだと感じた。 

・自然災害に勇敢に立ち向かう姿が印象に残った。黒潮町の学校交流でどんな災害が起こっても

しっかり対応する、いつ起こるか分からない未知の災害に向き合う姿勢により、被害を少なく

する努力をしていると知り、素晴らしいと感じた。 

・AEDの使い方を学ぶなど、緊急時に命を守る方法を学べたのはとてもよかった。他の人にも紹介

したい。 

・ゴミ処理場の視察で家電回収やプラスチック処理について見学し、日本では政府と企業、そし

て個人もみな環境保護を大切にしていると感じた。 

・日本の学校では飲み物や食べ物や生活必需品などが備蓄

され、それらを定期的に交換するなど、防災の取組が行

き届いているのが印象に残った。 

・町内会で協力してみんなが一緒に、豪雨災害後のふるさ

と再建に取り組んでいることに感動した。再建の取組は

学ぶべきだと感じた。 

・植樹活動で日中双方の高校生が協力しあい、一緒に土を

掘って木を植えたのが楽しかった。日本人の優しさを感

じた。彼らとの友情が深まり、環境保護の意識が高まっ

た。 

・日本は特殊な環境にあり、備えあれば憂いなしの考え方

が強い。木を植えることで自然に貢献するだけでなく、
相模女子大学高等部で記念植樹 

(2019 年度中国高校生訪日団第 1 陣) 

2. 環境・防災に関する母国での周知意向 

非常に

思う
64.8%

ある程度

思う
35.1%

あまり

思わない
0.1%

全く

思わない
0.0%



 

 会館だより 2020 年 10 月号 No.376  

- 7 - 

 

5. 発信したい情報（複数選択可） 

766

766

988

1183

1363

1419

0 500 1000 1500

その他

日本人の国民性

植林活動の体験

日本の社会や文化

（政治、経済、歴史、ポップカルチャー等）

環境や防災に関する日本の経験、

技術、取組

日本人の環境や防災に対する意識

人

津波などの自然災害に備えることができる。木を植えることに喜びを感じた。 

・自分の手で桜を植えることができて幸運だった。日本人の森や自然への想いを感じた。自然を

守ることで災害を減らし、心をひとつにしてコミュニティを守る、そんな彼らと共に活動でき

たことに感動した。大自然が、地元住民を守り、減災に導くよう期待したい。 
 

◇改善点 

・被災地域訪問があればよりよい。 

・防災分野の視察では、私たちの防災意識も高まり、災害時の対処方法を学べたが、防災訓

練など模擬体験ができればよりよかった。 

・日本人と一緒に植樹作業をすることができれば、友情が深まると思う。 

・できれば木の成長を見たいので、写真を送ってもらえれば有難い。 

 

4. 日本への印象は変わったか 
 

  非常に良くなった   74.5％ 

  ある程度良くなった  22.4％ 

  変わらない    3.1％ 

  悪くなった    0.0％ 

 

5. どのような情報を発信したいか 

（複数選択可） 
 

  日本人の環境や防災に対する意識 

    88.7％ 

  環境や防災に関する日本の経験、技術、 

取組   85.2％ 

  日本の社会や文化 

  （政治、経済、歴史、ポップカルチャー等） 

    73.9％ 

  植林活動の体験  61.8％ 

  日本人の国民性  47.9％ 

 

6. 日程・プログラム全般、交流活動について、 

良かった点と改善点（記述式） 
 

◇良かった点 

・セミナーはとても詳しくて分かりやすかった。多くの資料が準備されていて、知識を深め

るのに役立った。洪水、火災、地震など幅広い視察ができた。 

・植樹活動とホームステイはとてもよい思い出になった。現地の農業を体験できただけでな

く、地元の人々の温かいおもてなしをうけた。顔の見える交流はとても効果があると思う。 

・日中双方が踏み込んだ交流を行い、建設的な意見交 

換ができたのがよかった。 
 

◇改善点 

・スケジュールが慌ただしかったので、ゆとりをもた 

せた方がよい。 

・すべてのプログラムが有意義だったが、学生交流と

ホームステイの時間が短かった。より長時間ふれあ

うことができればよりよい。 

 

 
ホームステイで農業体験 

(2019 年度中国大学生訪日団第 1 陣) 
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～ともに植えた木が、日中を繋ぐ架け橋に～ 
 

 「日中植林・植樹国際連帯事業」は、植林・植樹活動

を伴う青少年交流を通じて、環境及び防災意識の啓発と

対日理解の一層の促進を図ることを目的としたプログ

ラムです。 

 環境及び防災に関するセミナーの受講や水再生セン

ター、清掃工場、防災体験館等の環境・防災施設の視察

を通じて、ほとんどの団員が訪日前と比べ、環境や防災

の重要性に対する認識が深まり、当該分野の日本の経験、

技術、取組等を母国の人々に知ってもらいたいと回答し

ています。なかでも、日本の防災意識の高さや環境保護への関心の高さを印象に残ったことと

して挙げる団員が多く、また、発信したい情報として「日本人の環境や防災に対する意識」「環

境や防災に関する日本の経験、技術、取組」が 80％以上を占めていることから、印象深かった

ことが、発信したい情報となる傾向にあることが分かります。 

 本事業のメインプログラムの一つである植樹活動は、環境・防災意識を高めるだけでなく、

日本人との心の距離を縮める友好的な活動であったと、多くの団員が感じています。 

 また植樹活動以外にも、ホームステイや学校訪問、企業視察等で日本人と交流したことで、

日本への理解、関心を深め、それが「日本の社会や文化」

「日本の国民性」に関心を抱く結果につながっています。 

 改善点についても、多岐にわたる意見が挙げられ、環

境・防災に関する知見をより深め、日本人との交流を通

じてもっと日本に触れたいという意欲が感じられます。 

 これらの参加者の声を踏まえ、当会館では、日中両国

で課題となっている環境・防災分野を中心に日中の若者

が交流することで、両国の架け橋となる“芽”を育める

よう、今後とも尽力してまいります。  （総合交流部） 

 

市民参加の森づくりに関する視察 

(2019 年日中緑化協力林業青年代表団) 

日中学院         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、中国語の楽

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…中国語初心者の方  ☆基礎コース…週 2回半年、週 1回 1年程度学習 

された方 
 

10 月 2 日 ㈮ 18:45～20:45 入門、基礎     10 月 7日 ㈬ 10:00～12:00 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 

防災施設で AED の使い方を学ぶ 

(2019 年度中国大学生訪日団第 2 陣) 

mailto:info@rizhong.org
https://www.rizhong.org/
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● 評議員コラム ● 
 

新役員のご紹介を兼ねて、今月号より数回に分けてコラムを掲載いたします（順不同）。 

 

日中教育・青少年交流と未来 

        公益財団法人 日本国際教育支援協会 理事長 井上 正幸 
 

東洋学者石田幹之助博士は東西文化交流について名著｢長安の春｣を著わ

している。国際的な長安には、日本からも遣唐使が文化吸収のため、艱難辛

苦の末、赴いた。 
明治時代や中国の改革開放の下、多くの留学生が来日し、近年では日本から中国への留学生

も増加している。私自身 1979年、長春に赴日留学生予備教育機関が設置された時には、文部省

の担当課に席を置いていたので、その熱気を懐かしく思い起こす。 
教育交流にとって一番大事なことは、学生を指導し悩みなどを聞いて頂ける教職員や友人の

熱意と優しさ、そして誇りである。更に宿舎や奨学金の提供者、生活を支える方々や就職を希

望する学生に対する企業関係者の対応なども大事だ。これらの方々との触れ合いの中で、若い

人たちは当該社会の在り様や友好への気持ちを実際に感じる。 
日中関係は今後も様々なことがあると思われるが、今のようなコロナ猖獗(しょうけつ)の時代

にあっても、未来に向けての永続的な友好関係には、教育や文化を通じた交流が不可欠で、そ

の中での日中友好会館の役割はますます大きくなることが期待される。新任の評議員としてそ

の活動にいささかでも貢献してまいりたい。 

 
世代を超えた両国の友好親善を願って 

横浜華僑総会 会長 王 忠福 
 

このたび、公益財団法人日中友好会館の評議員を仰せつかりました王忠福

と申します。 

私は横浜の華僑の家庭に生まれ育ちました。横浜は 1859 年の開港以来、

多くの華僑の先人達がこの地に降り立ち、のちに中華街が形成され、今では中国各地の美食が

楽しめるグルメタウンとして成長し、また気軽に中国を体験できるスポットとして、港まち横

浜屈指の観光地として内外の多くの人々に愛されております。 

振り返れば 20世紀の前半、両国が戦火を交えた不幸な時代においても、横浜の華僑は日本の

方々との日々の暮らしを大切にし、敵対関係にありながらも共に苦難を乗り越えてきました。 

察するに華僑の先人たちは異国の地にあり、地元の人々とのあるべき関係を模索しながら自

らの権益を如何に守って行くか腐心したことでしょう。 

今回、評議員を仰せつかるにあたり、私も日中友好会館に関する歴史を勉強させて頂きまし

た。中国と日本は一衣帯水の隣邦であり、お互いに引っ越すことのできない関係にあります。

誠に僭越ではございますが、世代を超えた両国の友好親善のために微力を尽くして参りたいと

決意を新たにした次第です。 
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強調への移行 

          一般社団法人 東京華僑総会 会長 陳 隆進 
 

この度、日中友好会館評議員に就任させていただきました。北海道生ま

れの華僑二世である私は、周りに華僑の先輩や友人が極めて少なく、華僑

意識が薄い少年時代でありました。当時、東京華僑総会からの呼び掛けが

あり、両親の希望も強く祖国留学を決意しました。 
1978 年に父親に付き添ってもらい初めて留学生として祖国の地に足を踏み入れました。華僑

系の最高学府である廣州曁南大学に入学して、全寮制という大学寮での中国実生活が私にとっ

ての日中友好促進事業の基盤となりました。 
中国留学時代は日中スポーツ観戦では大勢が中国チーム“加油”の声援の中、私は“ニッポ

ンチャチャチャ”でありましたが、日本帰国後は逆に“中国 加油”と応援する自分へと変化し、

“故郷は遠きにありて思うもの”と痛感しました。 
祖国留学から三十数年経った現在、私は在日華僑華人の相互扶助、福利向上を目的に活動す

る一方で、日中友好促進事業に貢献していく中、生まれ育った日本社会との接点を密にして、

勝ち負けや競争ではなく、日中間の親善、文化交流そのものを互いに強調して発展することを

望んでおります。当会館活動の更なる発展を祈念しつつ、微力ながらお役に立てればと思いま

す。                                   2020 年 8月 

 

何かお役に立ちたい、、 

公益財団法人 日本オリンピック委員会 国際部長 西村 賢二 
 

2008年北京でオリンピックが開催されてから 12年が経過しました。当時

私は、JOCで北京オリンピックの日本代表選手団の派遣準備を担当しており、

2年間で 12回往復し、すっかり中国が身近になり好きになっておりました。

日本選手団は、水泳の北島康介、レスリングの吉田沙保里、伊調馨、ソフトボール等で合計 9

個の金メダルを獲得したことを思い出します。 

しかし、最も困ったことは、日本の観光客のために、オリンピックの入場券が、最低 30,000

枚は必要なところ、7,000枚しか配分されなかったことです。北京大会組織委員会に何度も交渉

しましたが、埒が明かず困っていたところ、当時宮本大使(現日中友好会館会長代行)をはじめ、

日中友好議員連盟の先生の方々が、中国中央政府に掛け合って頂いた結果、配分基準など関係

なく最終的には、77,000枚という、当初の 11倍のチケットが日本に配分され、他国も羨む厚遇

を頂きました。 

これは、スポーツにおける一例に過ぎませんが、私は、日中関係には、政治的にも経済的に

も、多くの先達によるかけがえのない努力によって、信頼関係が構築されていると実感してい

ます。2020年東京オリンピックは、一年延期となりましたが、中国から多くの方が来日され、

日中の友好関係が進み、個人的に何かお役に立ちたいと願っています。 
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＊今月の表紙＊ 
 

呉作人「奮進」 

第 30回中国文化之日「～色褪せない墨の美～ 日中友好会館所蔵中国書画展」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 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 


	0.表紙0916
	1-10.行事案内、活動記録0916
	11.背表紙0916

