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● 行 事 案 内 ● 
   

  日中友好会館美術館  
 

◆主催展 
 

日中平和友好条約締結 40 周年記念  

「宮廷のコバルトブルー  

景徳鎮明清官窯復刻展」 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

6 月 20 日㈬より、

日中友好会館美術館

にて「宮廷のコバルト

ブルー 景徳鎮明清官

窯（かんよう）復刻展」

がスタートします。 

 千年の歴史を誇る 

陶磁器の都･景徳鎮。 

中国磁器の発展には、 

宮廷・官用の専用工房である官窯の存在があ

ったといわれています。特に、明・清時代は

優れた匠の技術と素材の贅を極めた作品が多

く生み出されました。 

本展では、“宮廷のコバルトブルー”と題して

時の皇帝達が愛した、中国が誇る永遠の美・

青花(せいか)を中心に、古の技法に忠実に、

悠久の時を越えて現代に甦った景徳鎮明清復

刻磁器およそ 100点をご紹介します。 

復刻品でこそ実現し得た、宮廷愛用品の

数々を一堂に集めた本展。その繊細で優雅な

世界を是非お楽しみください。 
 

  

 

 

 

◆美術館イベント 
 

①オープニングセレモニー 

日時：6月 20日㈬  

15:00～ 開幕式 

16:00～ 内覧会・絵付実演(予定) 

（事前申込不要） 

中国側主催団体の景徳鎮市人民政府より代

表団が来日します。 
 

②特別記念講演会 

日時：6月 22日㈮ 18:00～（約 90分） 

演題：｢イスラムが魅せられた 

景徳鎮の青い花｣ 

講師：井上隆史 氏 

（東京藝術大学特任教授・ 

元 NHKエグゼクティブ 

プロデューサー） 

 席数 50、事前申込制 

 

会 期：6月 20日㈬～7月 12日㈭ 

    ＊月曜日休館 
 

時 間：10:00～17:00 

＊初日は 15:00より開幕式 

および内覧会 

    ＊6月 22日㈮は 20：00まで開館 
 

主 催：(公財)日中友好会館、景徳鎮市

人民政府 
 

共 催：景徳鎮創意城市弁公室 
 

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 
 

入場料：無料 
 

＊開催概要は変更の可能性もございます。

お出掛けの前に会館 HPをご確認下さい。 

明･永楽 

｢青花輪花文双耳瓢形扁瓶｣ 

明・成化 

「三彩鴨形香炉」 

明･洪武 

｢釉裏紅怪石牡丹文稜花式盤｣ 
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講演内容：景徳鎮の青の美はなぜ生まれたの

か？その秘密を映像を見ながら探るとともに、

染付などの陶磁器は海のシルクロード、草原

のシルクロードをどう運ばれたのか？「遥か

なる陶磁器の道」に光をあてていきます。 
 

③ミュージアムコンサート 

二胡演奏会 

日時：6月 27日㈬ 11:00～（約 50分） 

出演：ウェイウェイ・ウー 

席数 50、事前申込制 

スタイリッシュで華麗なテ

クニックを誇る唯一の二胡奏

者。ピアニスト・森丘ヒロキ

氏との共演。 
 

古筝演奏会 

日時：7月 7日㈯ 11:00～（約 50分） 

出演：王敏／渡邉美姫 

席数 50、事前申込制 

日本および海外で幅

広く演奏を行う古箏奏

者・王敏、渡邉美姫親

子の演奏。 

 

≪各イベントのお申込み方法≫ 

下記、日中友好会館へお電話、E-mailのいず

れかにて、 

①参加を希望されるイベント名、②お名前、

③電話番号を添えて、お申込みください。 

イベントはすべて参加無料。先着順で受け付

けいたします。 

 

【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  
 

◆6月談話会・懇親夕食会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

今回の談話会では、現在後楽寮生で早稲田

大学文学研究科にて古典文学・演劇を学ぶ、

華中科技大学外国語学院教員の曽誠さんを講

師に迎え、北京・故宮の所蔵品にまつわるお

話をご紹介いただきます。 

故宮の宝物は 180万件以上あるといわれて

いますが、そのうち日本と縁のある文物につ

いてご紹介いただくほか、日本文化がかつて

西洋美術に影響を与えたように、13世紀から

19世紀にかけての 600年間、西洋絵画の中に

は中国の陶磁器が描かれました。そうした文

物や人の往来による東西文化の交流について

もお話しいただききます。 

そのほか、5 月に故宮で行われたシンポジ

ウムでの最新の現地情報もご紹介いただく予

定です。 

談話会後は、館内にて懇親夕食会を予定し

ております。たくさんの皆様のご参加をお待

ちしています。 

 

【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 

テーマ：「故宮･東西の宝物‐西洋絵画に

みる東アジアの陶磁器‐」 
 

日 時：6月 19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。 

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

 

◆春季友好バスハイク 
 

5 月 9 日に春のバスハイクを行い、後楽会

員と後楽寮生 23 名が栃木県を訪問しました。

午前中は大谷資料館を訪問し、解説員の案内

のもと、深さ 30メートル、広さ約 2万平方メ

ートルにもおよぶ広大な大谷石の採掘場跡を

見学しました。まるで神殿のような景観に圧

倒されながら、採掘の歴史や大谷石の特徴に

ついて理解を深めました。昼食は宇都宮名物

の餃子を食べ、日中の餃子文化の違いについ

て話がはずみました。 

午後は、あしかがフラワーパークを見学し

ました。バラやアジサイなどさまざまな種類

の花が見ごろとなっていて、美しい花々に囲

まれた景色を満喫しました。 
 

 

 
 

 

バスの中でも会員と寮生が隣同士で交流し、

終始笑い声が絶えませんでした。 

次回のバスハイクは秋に実施予定です。 

今後も会員と寮生が交流しながら学習や見

学ができる楽しい企画を考えていきたいと思

います。                  （後楽会事務局） 

 

 

 

 

 

 

◆日中友好スポーツ交流会 
 

 

4月 22日、東京都日中友好協会と北区日中

友好協会の共同主催による日中友好スポーツ

交流会が北区滝野川体育館で行われ、後楽寮

生と留学生事業部の職員が参加しました。 

まず開会式で日中両国の国歌が流れ、東京

都日中友好協会の宇都宮徳一郎会長をはじめ

とする来賓の挨拶があり、ルール説明の後、

恒例の「北区の歌」に合わせた「北区さくら

体操」で楽しく身体をほぐし、それぞれ好き

な競技を始めました。 

今回も「友誼(友好)第一、比賽(勝敗)第二」

のスローガンで、自由にバレーボール、卓球、

バドミントン、太極柔力球を楽しんだり、試

合形式で対戦したりしていました。 

昼食は用意していただいたお弁当を食べな

がら参加者同士の交流もでき、午後も引き続

きほぼ休みなく運動し続けました。今回は太

極柔力球にチャレンジする寮生が多く、聞く

のも見るのもはじめてのスポーツに最初は慣

れないようでしたが、日本太極柔力球協会の

方々の熱心な指導もあり、最後にはリズムに

合わせて上手にできていました。 

 

 
 

 

日頃研究や実験、論文作成などで忙しい寮

生達ですが、スポーツで汗を流し、参加者の

皆さんと交流しながら楽しく過ごすことがで

きました。怪我もなく無事に終了できました

のも、事前の準備や当日の運営をしていただ

いた東京都日中友好協会と北区日中友好協会

あしかがフラワーパークで記念撮影 

寮生も太極柔力球にチャレンジ 

フラワーパークにて 

今年は八重の大藤の開花が早く、残念ながら見ら

れませんでしたが、思いもよらず早めに咲いたア

ジサイに寮生は驚きつつ、さっそく画像に収めて

いました。        （後楽会事務局 T） 
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をはじめとする関係者の皆様のおかげです。

改めて感謝申し上げます。 （留学生事業部） 

 

 

◆第 42 回わんぱく相撲 

文京区大会での初交流 
 

公益財団法人東京青年会議所文京区委員会

よりお話をいただき、4月 29日㈰文京区総合

体育館で行われた第 42 回わんぱく相撲文京

区大会(以下、相撲大会)に、後楽寮として初

の交流ブースを出して、相撲大会に参加した

約 200名の小学生と交流しました。 

 
 

 

 

この相撲大会は毎年行われていますが、今

年のテーマは「こころのバリアフリー推進プ

ロジェクト 2018」。 後楽寮が参加した目的は、

子供達への中国についての紹介や交流です。

小学生を対象とした初めての交流ということ

で、留学生事業部では寮生委員会と相談した

り、留学生事業部内でも様々検討したりしま

した。 

そこで子供達が楽しめる交流(パンダの折

り紙体験、マグネットシートにパンダの絵を

書いてオリジナルシートを作る体験、中国の

パズルを組み立てる体験)を用意しました。 

交流できる時間は 200 名の子供が順番に相

撲をとっている間の 3 時間だけでしたが、始

まりから終わりまで、子供達が途切れること

なく体験に来てくれました。参加した寮生は

他のブースをゆっくり見る時間もなく、始終

子供達と交流し、また多くの寮生が相撲や他

の体験ブースを見に総合体育館へ来てくれま

した。 

来年はどういうテーマで行われるかわかり

ませんが、お声がかかれば来年も工夫をして

子供達との交流の時間を持てたらと思います。 

（留学生事業部） 

 

 

◆｢日中植林・植樹国際連帯事業｣ 

日中環境法律交流代表団が来日 
 

2018 年 4 月 8 日から 4 月 15 日までの日程

で、日中環境法律交流代表団(顧問＝渠濤 北

東アジア民商法律研究センター 主任)が来日

した。本団は、北東アジア民商法律研究セン

ターに参加する若手の法律学者・専門家で構

成された計 26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、山口、福岡を訪問し、関

係機関の訪問、座談会・セミナーへの参加、

関係施設の訪問・視察を通じて、日本の環境

に対する取り組みについて学んだほか、防災

関連施設を訪問し、日本の防災対策について

学んだ。また、福岡県北九州市で植樹活動に

参加した。 

 

日本の環境に対する取り組み、防災対策につ

いて学ぶ 
 

代表団は東京で日本弁護士連合会を訪問し、

座談会に参加した。日本側が「公害・環境訴

訟における不法行為論」についてプレゼンテ

ーションを行った後、中国側が「中国におけ

る環境問題と不法行為の動向」についてプレ

ゼンテーションを行い、質疑応答を行った。

また、東京大学を訪問し、大村敦志法学部教

授より「日本における環境私法の発展」につ

いてセミナーを受け、公害・環境問題につい

て理解を深めた。 
 

交流ブースの様子 
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地方訪問は山口県を経由して福岡県へ移動

し、北九州市エコタウンセンターを訪問した。

北九州市の環境産業振興戦略について説明を

受けた後、ペットボトルリサイクル工場と風

力発電施設の視察を行い、日本の環境に対す

る取り組み、リサイクル事業について学んだ。 

また、防災分野の視察として東京臨海広域

防災公園を訪問し、災害発生時の対応や、避

難所での生活・課題について学んだ。 

 

北九州市皿倉山で植樹活動 
 

代表団は北九州市皿倉山の桜ひろばで植樹

活動を行った。晴天に恵まれ、林野庁九州森

林管理局、北九州市建設局担当者による指導

のもと、ソメイヨシノの苗木 15本を植樹した。 

 

 
 

 

 

そのほか一行は、東京で最高裁判所、国会

議事堂、パナソニックセンター東京、東京タ

ワー、皇居二重橋、浅草、印刷博物館を、山

口で秋芳洞、瑠璃光寺を、福岡で門司港レト

ロエリア、小倉城、TOTOミュージアム、太宰

府天満宮を視察・参観し、さまざまな角度か

ら日本の魅力を満喫した。8 日間を通して、

包括的な対日理解を深め、日本に対する関心

を高めるきっかけとなった。 

ほとんどの団員は初来日だったが、プログ

ラムを通じ、「日本弁護士連合会座談会では公

害訴訟の経験を聞くことができ、弁護士とし

て貴重な経験となった」「東京大学でセミナー

を聴講し、日中の考え方の違いがわかって良

かった」「北九州市は過去に公害問題を経験し

たが、現在はきれいな海や空気になっている

のを見て、中国も頑張れば環境を改善できる

と希望が持てた」「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） 

 

 

◆日中青少年交流事業 

第 10回諮問委員会を開催 
 

4月 17日、当公益財団にて、日中青少年交

流事業の第 10回諮問委員会が開催された。 

諮問委員会は、平成 21年 2月、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。 

第 10 回諮問委員会には、髙島肇久氏(諮問

委員会座長/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

政策大学院院長）、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

した。 

そのほか、外務省から井川原賢・アジア大

洋州局中国・モンゴル第一課地域調整官、中

東京大学法学部でセミナーを聴講 

 

北九州市皿倉山桜ひろばで植樹活動 



 

 会館だより 2018年 6月号 No.348  

 

- 7 - 

国大使館から倪健・政治部参事官が、当公益

財団からは荒井克之理事長、鄭祥林中国代表

理事、武田勝年顧問、小島義夫事務局長、荻

原芽総合交流部長、郭寧総合交流部部長らが

出席した。 

委員会では、平成 29年度の青少年交流事業

の最終実績及び予算執行状況について報告し

た。平成 29年度は、外務省が実施する青少年

交流事業「JENESYS プログラム(JENESYS2.0、

JENESYS2017)」「日中植林・植樹国際連帯事業」

にて、招聘事業 45団 3,241 名、派遣事業１団

39名を実施した。 
 

 

 

 
 

 

特徴として、「JENESYSプログラム」におい

ては、29年 1～12月の事業を「日中国交正常

化 45 周年」の記念事業として、30 年 1 月以

降の事業を「日中平和友好条約締結 40 周年」

の記念事業として実施したこと、中国高校生

の招聘を約 1,000 名規模で継続実施できたこ

と、中国青年についても、メディア関係者や

農村青年幹部等、各テーマ・専門分野に応じ

た特色ある交流プログラムを展開できたこと、

また小規模だが日本の青年メディア関係者を

継続して派遣できたことなどが挙げられた。

「日中植林・植樹国際連帯事業」については、

植樹活動及び環境･防災意識の啓発をベース

としつつ、対日理解促進の観点から、「3つの

架け橋」（①地方間交流(友好交流都市提携を

結ぶ地域同士の交流)、②青少年交流(日中青

少年の交流促進/日中知的交流の促進/5 つの

協力分野(経済/少子高齢化/防災/観光/省エ

ネ・環境)をテーマとした交流)、③文化・ス

ポーツ交流）を軸に、主に大学生を中心に、

それぞれ特色ある事業を展開、中でも地方間

交流は、各自治体・地方レベルでの日中友好

促進にもつながり、交流成果が大きかったこ

となどについて報告した。続いて、平成 30年

度の青少年交流事業の事業計画について報告

した。 

諮問委員による総括では、従来、代表団か

ら高い評価を受けているホームステイの実施

について、できるだけ機会を増やし、同世代

の学生同士または一般市民と、より深い交流

を図ることや、発信力の高い日中双方の青年

メディア関係者の往来を促進し、いま一歩踏

み込んだ、工夫した交流プログラムの内容を

検討する必要性、教育関係者の訪中再開への

期待などさまざまな意見、提案があった。日

中両国を取り巻く情勢も年々めまぐるしく変

化する中、双方がその状況を理解・考慮し、

協力し合いながら、より質と効果の高い交流

を目指すことの重要性に話が及んだ。 

委員会終了後は、総合交流部員を交えての

懇親会を開催し、部員一人ひとりが代表団を

担当して感じたことや、印象に残ったエピソ

ードなどを発表した。代表団随行中のこぼれ

話や、準備段階での苦労話など、年間 3,000

名を超える交流事業を支えるさまざまな“現

場のナマの声”も飛び出し、和気あいあいの

雰囲気の中、日中平和友好条約締結 40周年で

もある本年度、一致団結して事業に取り組む

思いを新たにした。     (総合交流部) 

 

 

諮問委員と交流事業のプログラム内容 

について意見交換 
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留学生通信 

 

生きている間は勉強を続けたい 
 

東京大学大学院修士課程 

(総合文化研究科地域文化研究専攻)于婷芳 
 

日本に来てもう三年が

過ぎました。春の桜、夏の

花火、秋の紅葉、そして冬

の温泉、私は一年中日本に

感動しています。その中で

も一番感動しているのは、

日本人の勉強精神です。 

歴史学を専門にしている私は資料収集のた

めに、よく図書館に通います。そこで、髪の

毛が真っ白なお爺さんたちをよく見かけます。

もう学生ではないでしょう。若者の私もとき

どき勉強に疲れて学校を散歩することがあり

ますが、お爺さんたちは散歩ではありません。

彼らは本と友達のように、ずっと付き合って

いるのです。勉強することを人生の事業とし

ていると思います。 

私は二年間、中国語学校で日本人に中国語

を教えました。その多くは年を取っている人

です。授業は週一回だけなのに、学生と会う

たびに、その進歩が見えます。私はいつも授

業の内容を十分に準備しないと学生に申し訳

ない気がしています。 

私の日本人の友達何人かは、興味を持って

いる本を読むために、外国語の勉強を始めま

す。私は読みたい本が外国語である場合は、

手抜きをして翻訳版を読むことにしています。

翻訳版が無かったら、諦めることもあります。

私は外国語の勉強の辛さを知っているので、

皆さんのその勉強ぶりに感動しています。 

新しいものに挑戦し、生きている間は勉強

し続けます。この三年間私が日本で感じたこ

とは、これからの人生に役に立つと思います。 
 

 

 

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 

(2)寮生の対外交流活動支援 

(3)寮生自治活動支援 

(4)後楽寮生 OB 会活動支援 

(5)その他必要な支援 
 

◇寄附の方法 

 下記口座宛、銀行振込でお願い致します。 
 

三菱東京 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、ご住所等をご連絡ください。 
 

【連絡先】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 

後楽寮 
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 ● コ ラ ム●
 

 

「天下ノ 政
マツリゴト

ハ 重箱ヲ スリ粉木ニテ洗ヒ候ガヨロシキ」 
 

 

 
 

 

昨年秋の党大会、そして今年春の全人代を経て、習近平主席は一身に権力を集め、かくて世

界のチャイナウォッチャーたちの間では、習主席(党総書記)は、慣例を破り、総書記として第

三期(2022年―27年)を目ざすのではないかという見立てがもっぱらです。或はあの鄧小平氏を

越えるところを目ざそうとしているのではないか、とも。 
 

そんな中、このところ天から、あの鄧小平氏のこんな声が聞こえてくるような気がしてなり

ません。 
 

「近平よ。君の統治の下、中国の目を見張るような発展ぶり、誠に慶賀にたえない。喜んでい

るよ！君も言うように、中国には中国流の国の治め方がある。口を開けば、自由だ、民主主義

だとそればかり言いつのる欧米の情況は、ワシントンにせよ、ヨーロッパ(ＥＵ離脱を目ざす英

国、スペインのカタロニア問題など)にせよ、あの体たらくだ。自信を持ってやり給え。」 
 

「でもそれにしても最近の君は、一寸肩に力が入り過ぎではないかい？僕は毛主席時代をいろ

いろと経験して、やはり、これからの中国の統治は、中央の何人かの集団指導体制でやった方

が良いと言い、当時、皆賛成してくれた。あのことは君も忘れてはいないだろう。」 
 

「ところで、いつぞや日本を訪問した時、ある人から、日本の徳川家康の話を聞いた。この人

は君も知っての通り、265 年間にわたる平和な日本の江戸時代の礎を築いた人だ。彼は“天下ノ

政ハ、重箱ヲ スリ粉木ニテ洗ヒ候ガヨロシキ”と言ったそうだ。重箱にゴマを入れて、いくら

すり粉木ですっても必ず四隅にすり切れないゴマが残る。これが安定で平和な統治を図るコツ

だと言うのだろう。なるほどと思ったね。」 
 

「君は、これから党がすべて―すなわち「党政軍民学」、「東西南北中」―を指導するとも言っ

ている。君の中国の将来に対する思いつめた気持は良く分かる。とくに、不正腐敗への徹底し

た取り組みは、見事だ。でも、ほかのことでは、一寸肩の力を抜いてみてはどうだろう。今、

君のやっていることは、大きなすり粉木と大きいすり鉢を持ち出し来て、鉢の中のゴマをこと

ごとくすりつぶすというやり方に似ていないでもない。」 

「その一方で、君は、中国経済の今後の持続的発展のためには“ 創 新
イノベーション

”が最も大切という 

ことも言っている。僕も大賛成だ。でも君流の統治のやり方がこうじると、最も大事な“創新”

の芽を摘んでしまうことにはならないだろうか。この点が一寸心配だ。両方がうまくバランス

をとって両立することができればよいのだが。」 
 

さて本誌の読者諸賢はこの天空からの鄧小平氏の声をどう聞かれるか？ 
 

（以上は私が中国との長いお付き合いをふまえた上での感想であり、あくまでも個人の所感の

一端を述べたものです。） 

（元駐中国大使） 

(公財)日中友好会館 顧問 谷野 作太郎 
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半瓶醋 
理事長のコラム           私の初訪中 51 周年 

 
 

(公財)日中友好会館 理事長  荒井 克之 

 

私的には｢私の初訪中 50周年｣でもあった昨年、アントニー・ベスト(1964 年英国生まれ)著、

『大英帝国の親日派―なぜ開戦は避けられなかったか』（中公叢書、武田知己訳、2015年 9月）

を「親日派」と言う言葉につられて買ってしまった。 

「日本の読者へ」のページには一つ大事な指摘があった。 

「イギリスは中国が一つの近代国家として成長し、イギリスの貿易と金融に対する有望な市

場となってほしいと思っていたのに対し、日本は、政治的・経済的に支配することができ

るような弱い中国を欲していたということである」 

中国をめぐる日英の相克こそ太平洋戦争の原因となったとの指摘は考えさせられるところだ。 
 

さて、私の 1967年 8月の初訪中には、二つの動機があった。 

一つは、大学時代の恩師で山田良政、純三郎兄弟の甥にあたる佐藤慎一郎先生の｢是非今の中

国を見てきなさい｣との一言、そして早々と｢餞別｣をいただいたことだった。 

二つは、すでに 32歳を過ぎて徴兵され衛生兵として中国の戦場に送られ、上海で終戦、捕虜

になった時の父親の体験談だ。父親は小学生だった私と一緒に入浴するたびに｢銃弾は一発も撃

たずに済んだこと｣と｢中国の兵隊は立派だったこと｣を話すのが口癖だった。日本兵を憎いと思

って当然の中国兵が憎しみの感情を押さえ、｢元気で日本に帰り、日本の復興のために頑張りな

さい｣と捕虜に語りかけてくれたことが、｢中国の兵隊は立派だった｣との確信になったのであろ

う。そんな中国人の住む国に一度は行ってみたいと思う気持ちを当然持つようになった。 

そして 1967 年 20 歳の時に第三次訪中学生友好参観団に参加し初訪中、これが契機となり社

会人となった後は上海、北京、香港にも駐在。通算で 12年間、中国で仕事をすることになった。 

今、時代は全く変わった。1967年当時の中国の GDPは 728.8億ドル、日本は 1,238億ドル、

2017年には中国は 12兆ドル、日本は 4.9兆ドルだ。 

人事往来は国交正常化前に訪中した日本人は毎年数千人、訪日した中国人は毎年数百人程度

といわれている。2017年の訪日中国人は 700万人を超えた。訪中日本人は 250 万人程度のよう

だ。これらの数字を比較していろいろと意見を言う

人はあるだろうが、重要なことは相手の気持ちを大

切にして往来、交流することだ。それぞれ相手の国

をもっと知りたいと関心を起こしてもらえる交流を

考え実行することが何よりも大切であろう。手前味

噌ではあるが父親の上海での捕虜時代の体験談が、

私を「中国派」にしているのだと思っている。 

1967年 初訪中で毛語録を勉強中の団員 
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会館行事と人の動き 4/1～30    
 

● 会館行事 
 

 

4/ 5後楽会気功・中国画教室 

4/ 6～4/12貸美術館催事「問答-2018・日中文化交流書画展」 

4/ 8～4/15「日中植林・植樹国際連帯事業」日中環境法律交流代表団 来日（4/9同団歓迎会） 

4/13～4/16貸美術館催事「翰墨凝香―梁適書法作品展」 

4/17日中青少年交流事業第 10回諮問委員会 

4/18～4/23貸美術館催事「梵心所向―楊立奇花鳥画展」 

4/19後楽会気功・中国画教室 

4/26～4/30貸美術館催事「中国中央工芸美術学院「師友画院」展」 
 

 

● 来館・訪問・面会 
 

 

4/16王毅 中国国務委員兼外交部長一行との懇談夕食会（江田会長、荒井理事長、鄭理事） 
 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

 

4/ 1千代田区日中友好協会花見交流会（後楽寮生、留学生事業部） 

4/20留団協定例会（於：和敬塾）（留学生事業部） 

4/22東京都･北区日中友好協会 日中友好スポーツ交流会（後楽寮生、留学生事業部） 

4/29第 42 回わんぱく相撲文京区大会（後楽寮生、留学生事業部） 
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