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挨 拶 

◆主催展｢四川省でみつけた 線が織りなす美しい手仕事｣を終えて 

 
《日中友好後楽会》 

◆6月談話会中止のお知らせ 

 
◆新入寮生歓迎式･説明会 

◆日中青少年交流事業 参加者のその後のストーリー(第 6回) 

◆第 13回｢日中青少年交流事業｣諮問委員会 

 
◆｢伝統を受け継ぎ、より開かれた学院へ｣ 

 (公財)日中友好会館 日中学院長 小松健次 
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● 特 集 ● 
 

 主催展｢四川省でみつけた 線が織りなす美しい手仕事｣を終えて 
 

 

日中友好会館美術館では 3 月 19 日～4 月 11 日までの会期で、主催展｢四川省でみつけた 線

が織りなす美しい手仕事｣を開催しました。コロナ禍にあって、やむを得ず会期変更となりまし

たが、21日間で約 1,800名のお客様にお越しいただきました。 

 

  
 
 

中国・四川省といえば、激辛の四川料理や愛らしいパンダの故郷、三国志の

蜀の都があった都市としてご存知の方も多いのではないでしょうか。本展で

は、急速な経済発展を遂げる中国で、失われつつある昔ながらの｢手仕事｣に焦点をあて、実は

手工芸の都として名高い四川省でみつけた成都銀糸工芸・道明竹工芸・蜀錦・閬中シルク絨毯

の作品 73点を取り寄せ、その魅力をお伝えしました。 
 

今回は来館者全体のうち初来館のお客様が半数を占

め、アンケートにも｢初めて中国の工芸品を見た｣｢作品

はどれも緻密で美しく、中国文化に興味が湧いた｣｢四川

省に行ってみたくなった｣｢料理でしか馴染みのなかっ

た四川省の新しい魅力を知った｣と、本展をきっかけに

中国やその文化について、たくさんの方に興味や関心を

持っていただきました。 
清らかな輝きを放つ銀糸工芸 

精巧な作りに思わずため息がこぼれる 

 ニーハオ！ 中国・四川省のこと知ってる？ 
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会期中のイベントで最も好評だった｢変面シ

ョー＆琵琶演奏会｣では、王文強さん(変面)と鮑捷さん(琵

琶)のお二人が出演。予定していた席数が半日で満席にな

る盛況ぶりで、急遽回数を増やしての開催となりました。 
 その他、豪華賞品が当たる｢ガラガラ抽選会」、館内レス

トラン｢馥｣とのコラボ企画｢四川マーラーフェア」にもた

くさんの方にお越しいただきました。 

 

 

 
 

 

 

 

 アンケート集計の結果、9割以上の方から｢良かった｣と回

答をいただきました。また、ご来場者の年齢構成を見ると(右表）、50代以

下の方が過半数を超え、比較的若い層の方に多く足を運んでいただいたこ

とがわかります。Facebook、Twitter を使った宣伝にも力を入れました！ 
 
 

 

  ◆来場者の声 
  

 ・年初から楽しみにしていた展覧会でした、期待以上の内容で感動しました。 

 ・チラシのパンダに惹かれて見に来ました。他の工芸品の繊細な美しさも感じられました。 

 ・日本国内で精緻な工芸(特に織物)を鑑賞できる機会は少ないので興味深かったです。 

 ・実際に絨毯に触って感触を確かめられたのが良かったと思います。 

 ・どの作品も素晴らしかったです。特に蜀錦の緻密な模様と光沢の美しさに目を奪われました。 

 ・普段見ることのできない工芸品を見せていただきました。旅行に行けないこのご時世に、 

  気持ちは四川旅行しているようでした。また素敵な企画を楽しみにしています。 

 ・もともと手工芸が好きなので、四川に行ってみたくなりました！ 
 

 

 

緊急事態宣言解除直後の開催にも関わらず、想像を超える多くの方にご来場いただき、大変

感謝申し上げます。文化事業部では会場での密を避けるために、入場制限やイベントの申込み

をやむなくお断りするなど、大変心苦しい場面もありました。2021 年度も引き続き、コロナ禍

に少しでも心の潤いや新たな発見をお届けでき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）                              

面が変わるたびに驚きの歓声が！ 

 大好評イベント＆コーナー展示、みんな楽しんでくれた？ 

0～10代, 2.0%

20～30代,
18.3%

40～50代,
36.4%

60代以上,
43.3%

 来てくれてありがとう！ また会おうね。 
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● 行 事 案 内 ●  
 
 

  日中友好後楽会 
 

◆6 月談話会中止のお知らせ 
 

6 月の談話会は、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、7 月以降のイベント実施につきまし

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。 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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｢あいさつ表現で学ぶ中国語｣ 

中国語初心者の方   

  6 月 26 日㈯ 10:00～12:00 
 

 ＊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  

 

● 活 動 記 録 ●  
 

◆新入寮生歓迎式･説明会 
 

 4月 23日に日中友好会館大ホールにて新入

寮生歓迎式・説明会を行いました。2020年 12

月 1日～2021年 4月 6日までに後楽寮に入寮

した 47 名のうち 40 名が出席。新型コロナウ

イルスの影響で留学生の出入国が厳しい状況

となり、昨年の入寮者は大幅に減少していま

す。会場では検温･アルコール消毒･マスク着

用･換気の徹底など、基本的な感染症対策を行

った上で、間隔をあけて座りました。 

歓迎式では佐藤重和理事長、黄星原中国代

表理事、後楽寮寮生委員会劉偉委員から新入

寮生へ向けてそれぞれ挨拶を述べました。 

 佐藤理事長からは、自身の復旦大学留学時

の体験談を交えながら後楽寮入寮に歓迎の意

を表しました。黄中国代表理事は、健康に留

意しながら偉大な事業である日中友好に貢献

するための自己鍛錬を行い、心身の不調を感

じたらすぐに頼ってほしいと温かく励ましま

した。最後に劉偉寮生委員から、新型コロナ

ウイルスの影響で従来の生活が一変した今こ

そ、後楽寮生全員で寮をより良くしていこう

と、協力を呼びかけました。 

 

 
  

 その後、会館役職員へ向けて、寮生一人一

人が出身地・留学先・専門分野などの簡単な

自己紹介をしました。流暢な日本語を話す寮

生がいる一方で、話せないながらもアルファ

ベットで書いたメモを見ながら一生懸命話す

自己紹介をする新入寮生 

mailto:kourakukai@jcfc.or.jp
mailto:info@rizhong.org
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姿に心打たれました。 

 その後の説明会では留学生事業部張毅部長

より、スライド画像を使いながら寮生として

の心構えや共同生活における注意点などを説

明し、各人が高い意識をもって生活してほし

いと厳しくも温かい言葉をかけました。 

 後楽寮は日中の将来を担う人材の宝庫です。

引き続き、関心をお寄せいただければと思い

ます。         （留学生事業部） 

 
 
◆日中青少年交流事業 参加者のそ

の後のストーリー(第 6 回) 
 

今回は、2013年の中国大学生代表団に参加

し、その後中国日本友好協会に就職した曽広

明さんのインタビューをご紹介します。 

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)でご覧いただけます。 

 

― 訪日活動の最大の収穫は何でしたか？ 
 

曽：あの訪日は私にとって人生初の海外旅行

で、収穫も大きく、強く記憶に残っていま

す。まず、視野・見聞が広がり、日本社会と

日本文化に対する理解も深まり、元々持っ

ていたステレオタイプの印象と誤解・偏見

が解消されました。そして、仙台の被災地訪

問等の防災・減災関連のプログラムを通し

て、中日両国の防災・減災領域での交流・協

力の認識が深まりました。加えて、同世代の

日本大学生等、日本の人々との友好交流を

行うことで、中日民間友好交流の重要性へ

の認識が深まるとともに、文化交流サーク

ル活動参加への熱意と学術研究への興味を

掻き立てられました。 
 

― 訪日中に見聞きしたことはその後の生活、

学業、就職、仕事の方向性を決めるのに役立

ちましたか？ 
 

曽：訪日後は、日本語力の向上や日本の政治、

経済、社会、文化等の学習・理解のために一

層努力したほか、国際問題を包括的且つ客

観的に扱う能力を伸ばしました。また学生

幹部として、中日大学生のさまざまな交流

活動もより積極的に企画･参加するように

なり、ボランティアとしても数多くの大型

国際会議や展示会等に言語サポートサービ

スを提供するなど、中国と他国の民間友好

交流の架け橋になるべく微力を捧げてきま

した。一連の学習訪問と校内外での活動を

経て、中日友好協会に入って仕事をするた

めの基礎が打ち建てられ、人生で奮闘すべ

き目標と努力の方向がはっきりしました。 
 

― 現在計画していることや将来の目標はあ

りますか？ 
 

曽：仕事の中で自分を磨き、多方面での能力

を伸ばし、中日民間交流・協力のメカニズ

ムやプラットフォームの構築と維持に貢献

することです。また、中日両国の各界の人々

にもっと中日友好事業に加わってもらい、

特に両国青少年が正確な歴史観、価値観を

身に着け、誤解や偏見を解き、真摯な友情

が芽生えるよう促進していきたいです。 
 

― 日中青少年へのメッセージをお願いしま

す。 

曽：もうずいぶん前から、情報収集の手段は、

従来型の授業、書籍、テレビ、メディア等に

とどまらなくなりました。氾濫する情報の

曽広明さん プロフィール 

北京外国語大学 日本語系に在籍していた

2013 年（大学 2 年時）、キズナ強化プロジェク

ト 平成 24 年度中国大学生代表団に参加。卒

業後、中国日本友好協会に就職。現在は友好交

流部に所属し、日中青少年交流事業の企画・実

施に携わっている。 
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海の中、両国青少年は正確な歴史観、価値

観を持ち、情報の見分け方を学び、人の意

見をむやみに信じたり盲従したりすること

なく、包括的且つ客観的に中日関係と中日

民間交流・協力について認識しなければな

りません。青少年は国家の未来を担ってい

ます。両国の青少年が心技一体となり、中

日の世々代々にわたる友好の美しい 1 ペー

ジを必ず描くことができると信じています。 

              (総合交流部) 

 
 
◆第 13 回｢日中青少年交流事業｣ 

 諮問委員会を開催 
 

4月 22日に、第 13回｢日中青少年交流事業｣

諮問委員会を開催した。諮問委員会は、2009

年に当事業の適正かつ効果的な推進を図るた

め、外部からの視点を取り入れ、より良い交

流事業を目指していくために設置された。今

年 3 月、会館の理事会決議による諮問委員会

規程をあらたに制定・施行し、今回は規程施

行後最初の委員会となり、また、初のオンラ

インでの開催となった。 
 

 
 
 

当日は、諮問委員の髙島肇久氏(株式会社海

外通信・放送・郵便事業支援機構取締役会長)、

石川好氏(酒田市美術館館長、作家）、高原明

生氏(東京大学公共政策大学院教授）、水野豊

氏(星城大学名誉教授、新居浜工業高等専門学

校名誉教授)が出席。また、オブザーバーとし

て外務省から竹中恵一・アジア大洋州局 中

国・モンゴル第一課上席専門官ら、中国大使

館から聶佳・政治部参事官らが出席したほか、

会館からは宮本会長代行、佐藤理事長、黄中

国代表理事、海老原常務理事、荻原事務局次

長、近藤総合交流部部長らが出席した。 

まず始めに委員長の選任が行われ、諮問委

員の互選により、これまでの委員会で座長を

務めていた髙島委員が委員長に選出された。

次に会館事務局から、2020年度の青少年交流

事業実績及び予算執行状況について報告を行

った。年度当初、外務省の推進する青少年交

流事業｢JENESYS2020｣｢日中植林･植樹国際連

帯事業｣にて 3,100 名の青少年を招聘する計

画だったが、新型コロナウイルスの感染拡大

の影響を受け、全ての事業が中止となり、代

わりに 2019 年度事業のフォローアップをは

じめ、メールやオンラインを通じた交流等を

実施したことを報告し、続いて 2021年度の交

流事業計画について説明した。 

諮問委員からは、対面での交流が行えない

という厳しい状況にありながら苦心してアイ

デアを持ち寄り、さまざまな交流を続けてい

ることへの評価の声があがった一方、オンラ

インでの交流の様子をどう発信するか、広報

の強化の必要性、コロナ時代に合わせた新し

い交流方法、今後直接交流ができない場合の

事業計画の見直し、2022年の日中国交正常化

50周年を見据え、会館の特徴を生かした交流

の推進についてなど、現状を見渡した幅広い

意見や提案が出された。 

諮問委員からの助言を受け、交流事業を担

当している総合交流部一同は、これまで以上

により多くの視点から有意義な交流活動を企

画・検討するとともに、交流の実施状況と成

果を広く周知できるような広報の仕方につい

ても研究し、日中友好の絆を一層深めていき

たいという気持ちを新たにした。 

（総合交流部） 

初となるオンライン開催の諮問委員会で 

活発に意見交換 
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● 挨 拶 ●  
  
 

 

                     

日中学院長就任にあたって 

伝統を受け継ぎ、より開かれた学院へ 

                               

                    

日中学院長 小松 健次 
 

 

私は以前、日中学院の別科にて中国語を勉強したことがあり、その縁でこの度 4 月から学院

長に就任いたしました。これまで長年にわたって企業経営に携わってまいりましたが、学校の

運営に携わるのは初めてで、その責任にいささか緊張を覚えているところです。 
 

日中学院は日中友好会館の公益事業の重要な一角を占めています。その歴史は長く、日中国

交正常化以前にさかのぼり、今年で 70年を迎えようとしています。創設者の倉石武四郎先生が

「日中友好の懸け橋になれ」との思いを込めて設立された講習会が前身となって、今日まで営々

と継続されてきた、まさに日本における中国語教育の草分けであります。その後日本語科も創

設され現在の形になっております。 
 

日中の間には昔からいろいろな形での交流があり、お互いの文化を敬い、お互いに学び合う

関係が続いてきたと思います。現在ではいろいろなツールがあり、言葉の壁も相当程度取り払

われてきました。しかし、お互いの文化を知り、直接交流する形で接する大切さを考えると、そ

れぞれが相手の言語で理解し合い、話し合うということの大切さをあらためて認識されるので

はないでしょうか？ 
 

本学院は本科・別科・日本語科と、フルタイムあるいはパートタイムの様々な中国語・日本語

の学習メニューを提供しています。その歴史もさることながら、教育内容の高さについては、

どこに出しても引けを取ることはありません。また、日本語を学ぶ中国人、中国語を学ぶ日本

人が一つの学園を形成していて、一塊の交流の場にもなっています。 
 

現在では巷に様々な中国語教室が存在し、また、4 年制大学の中国語科も充実してきていま

す。しかし、日中学院はその中でも、歴史の長さとクオリティーの高さで一つ抜きんでた存在

だと思っています。 
 

これまでの学院長の方々、あるいはこの教育を支えてきた講師の方々が、尽力され守ってき

た伝統と高いレベルに加え、これからは幅広く知られ、さらに親しみがある学院としてもう一

段大きな存在になれるよう、微力ながら力を尽くしていく所存です。 
 

関係者の皆様方には、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 
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＊今月の表紙＊ 

 

道安「蜘蛛」（成都銀糸工芸） 

 “糸で美しいものを生み出す”という共通項がある蜘蛛と作者。その両者を重ね合わせて 
 デザインされた作品。 

 

    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（4月 11日終了） 

 

 

                              2021 年 6 月 1 日発行 第 384 号 
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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 
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