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 表 紙  
 

「賛 哈」  上海歌劇院舞劇団（Shanghai Opera House） 
 

第 28 回 中国文化之日「海派印象 ～Hepa Impression～」より 

「賛哈」とは主に中国雲南省に居住する少数民族「タイ族」の民謡です。「賛哈」を踊るのは

“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プリンシパル、

ソン・ジエ（宋潔）さんです。 

詳しくは本誌 5 ページにて。 
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● お 知 ら せ ● 
 

 

 

◆役員選任に関するお知らせ 
 
 

 公益財団法人 日中友好会館は 6 月及び 7 月に行われました評議員会及び理事会にお

きまして、下記の通り理事の改選と新役員を選任致しましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

名誉顧問  程  永華        会   長      

顧  問  江田 五月         会長代行・副会長  宮本 雄二  

顧  問  谷野作太郎        理 事 長     荒井 克之 

顧  問  劉  智剛        中国代表理事    鄭  祥林 

顧  問  武田 勝年        常 務 理 事        佐藤 重和                          

 

 

     評 議 員  秋岡 栄子        理   事     青樹 明子 

     評 議 員  岡本  巖        理   事     片寄 浩紀 

 評 議 員  小渕 優子        理   事     黄  淑柔 

 評 議 員  海江田万里        理   事     布施 知子 

 評 議 員  北原 義一        理   事     廖  雅彦 

     評 議 員  木村 興治                                       

     評 議 員  杉村 美紀        監   事     青山 揚一 

     評 議 員  曽  德深        監   事     安田 幸一 

     評 議 員  成澤 廣修      

     評 議 員  古屋 範子        

 評 議 員  吉川 英一 

     評 議 員  林  斯福 

 

 

（敬称略） 

尚、評議員、監事につきましては変更ございません。 

以上 
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● 行 事 案 内 ● 
 

 

日中友好会館美術館  
 

◆貸美術館催事 

「中国著名画家絵画展」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

中国友好画院は、中国において最も影響力

がある絵画の芸術団体です。画院には 100 名

近く国画の画家が所属しており、すべて中国

の美術の教育、研究、創作の第一線で活躍さ

れている著名な画家です。 

本展では、中国一流

レベルを代表する8名

の画家の作品を 50 点

展示します。本展を通

じて、日中平和友好条

約締結 40 周年を記念

し、日中間の文化交流

及び双方の文化産業

の発展と友好協力関

係の強化に貢献する

ことを期待していま

す。 

 

 

【問合せ】 

日中交流協力センター  

電話：03-5276-8868 

 

 

◆貸美術館催事 

「文懐謙真‐柳謙画展」 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本展は、中国の若い世代の芸術家、河南省

出身の柳謙が先人の技術を如何に伝承し、そ

こから新しいものを創造しているかを紹介し、

中日両国の芸術交流を促進することを目的と

しています。 

展示する作品は、作

家が研究を重ね技法を

磨いた作品や、世界を

回りインスピレーショ

ンを得た写生など約 50

点です。 

輝かしい漢、唐時代

の気勢を優雅な水墨丹

青に溶け込ませ、人物、

山水、花鳥など多様な

題材を描いています。 

 

 

【問合せ】 

(株)京海商会 

電話：03-3229-0123 

 

 

 

 

 

 

会 期：8月 3日㈮～8月 6日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 10:00より開幕式 

     最終日は 13:00まで 
 

主 催：中国友好画院、日中平和友好連

絡会 
 

入場料：無料 

易洪斌「太陽雨」 

柳謙「山音」 

会 期：8月 8日㈬～8月 13日㈪ 
 

時 間：10:00～17:00 

    ＊初日は 15:00より開幕式 

     最終日は 12:00まで 
 

主 催：（有）聊娯堂  
 

入場料：無料 
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◆貸美術館催事 

｢国家芸術基金 2018 年度寄付項目 

中国高等書法教育優秀成果日本展」 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

「中国高等書法教育優秀成果日本展」は中

国国家芸術基金 2018 年度文化交流宣伝の寄

付項目(プロジェクト)であり、合計 60点の作

品を展示します。 

作品は中国専門類美術学院学校及び一般大

学の出品となり、中国高等教育学会、中国美

術学院、平湖市人民政府が主催した「全国高

等書法教育教学成果展」の優秀作から選ばれ、

現代の高等書法の教育成果を代表している作

品です。 

 

【問合せ】晋鴎  

電話：090-4923-9630 

 

 

◆貸美術館催事 

｢中国瀋陽夕陽紅書画作品展｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本展では、王妹彦、許麗君、趙大光、張景

華、馬慶瑞、趙福成、唐鳳雁、鄧亜平、霍晶

晶、周洋波、段静偉などの芸術愛好家約 10名

の中国伝統絵画及び書道作品約 70 点を展示

します。 
 

私たちは幼少期から書道と絵画に興味があ

り、リタイア後、中華民族の書道、絵画芸術

を伝承し日々励んでいます。私たちのモット

ーは、老有所学(年をとっても学ぶことがあ

る）、老有所為(年をとっても何かなすことが

ある）、老有所楽(年をとっても楽しいことが

ある)であり、多彩な人生と精神を体現するた

めに、今回日本で展覧会を開催することにい

たしました。 

本展を通して、中国

新シニア世代の多彩な

人生を紹介すると同時

に、日中間の幅広い世

代による文化交流と二

国間の相互理解を深め、

アジア文化の発展と繁

栄に少しでも貢献でき

たらと思っています。 

 

【問合せ】張景華 

E-mail：924130110@qq.com 

 

 
 

 

  日中友好後楽会 
 

◆談話会について 
 

8 月は夏休みのため、談話会はお休みいた

します。次回にご期待ください。毎日蒸し暑

い日が続きますが、皆様お身体ご自愛の上、

お元気にお過ごしください。 

 

 

【問合せ】 

後楽会事務局 

電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

E-mail：kourakukai@jcfc.or.jp 

会 期：8月 23日㈭～8月 28日㈫ 
 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 14:00より開幕式 

 最終日は 13:00まで 
 

主 催：平湖市陸維釗書画院 
 

入場料：無料 

会 期：8月 31日㈮～9月 4日㈫ 
 

時 間：10:00～17:00  

＊初日は 10:00より開幕式 

 最終日は 16:00まで 
 

主 催：中国東北遼寧省精英書画院 
 

入場料：無料 

許麗君「荷韵」 
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第 28 回 中国文化之日  
 

◆海派印象 ～Hepa Impression～ 
 

今年で第 28回目を迎える中国文化之日では、「海派印象 

～Hepa Impression～」と題し、上海歌劇院舞劇団による

ダンスガラ特別公演と、海派現代油絵画家 5人による絵画

展を開催します。※Hepa とは海派(Haipai)の上海語音。 

中国を代表する最も活気ある地域文化の一つ「上海文化」を総称して「海派（Hepa）」と言い

ます。海派はこれまで近代中国の文化と気風の形成に非常に大きな影響を与えてきました。 

今年の公演では上海を中心に世界で活躍する、上海歌劇院舞劇団(Shanghai Opera House)の

実力派ダンサー12名を招聘し、中国民族舞踊、現代バレエ、コンテンポラリー、武術などのダ

ンスガラを披露します。 

展覧会では上海で活躍する 5 名の作家による都市の雰囲気が溢れる色彩豊かな油絵を紹介い

たします。また、会期中には、講演会『海派スタイルについて』や、文京アカデミーにご協力

を頂く「文の京ミュージアムコンサート」などのイベントも開催予定です。詳細は次号、また

は決定次第 HPに掲載いたします。 
 

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、上海華翠芸術中心 

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） 

※プロのダンサーによる公演をよりお楽しみいただく 

ため、本年は牛込箪笥区民ホールにて開催すること 

になりました！ 
 

  

似曾 

日記 

 
剪紙娘 

 

 

※「e＋イープラス」 

http://eplus.jp（PC／携帯共通）

にて、8月 1日㈬より前売りを開

始します。ファミリーマートのチ

ケット購入機でも購入できます。 
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≪展覧会「上海現代油絵精品展」≫ 

 

会 期：9月 28日㈮～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 

 

 

【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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏予冰「梁祝」 

 

 

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 



 

 会館だより 2018年 8月号 No.350  

- 7 - 

 ● 活 動 記 録 ●
 

◆後楽会中国旅行 
 

2018年の後楽会中国旅行は「夏の離宮と郷

愁の港町を巡る旅」と題し、河北省承徳・秦

皇島、遼寧省大連・旅順を巡る 6 泊 7 日の旅

程で実施しました。 

 

 
 

1日目：6/4朝、羽田空港より北京へ向け出

発、北京空港到着後、午後、バスで 3 時間半

かけ承徳へ移動。 
 

2日目：6/5午前、普寧寺、普佑寺、普陀宗

乗之廟（小ポタラ宮）、須弥福寿之廟を見学。

午後、世界文化遺産の避暑山荘を見学。 
 

3 日目：6/6 午前、普楽寺、安遠廟見学後、

バスで北戴河へ移動。午後、北戴河博物館、

秦皇仙入海処を見学。 
 

4日目：6/7午前、孟姜女廟、山海関を見学。

午後、老龍頭を見学。 
 

5日目：6/8秦皇島駅より高速鉄道を利用し

大連北駅に到着。中山広場、大連賓館（旧ヤ

マトホテル）、大連満鉄旧跡陳列館を見学後、

希望者は日本租借時代の旧連鎖街を散策。 
 

6日目：6/9午前、バスで旅順に移動後、白

玉山、旅順博物館、大谷光瑞の家、203 高地

を見学。午後、水師営会見所、東鶏冠山を見

学。夕刻、大連にて元後楽寮生との交流夕食

会。 
 

7 日目：6/10 午前、大連港、東港威尼斯水

城（東港ベニス水城）を見学。午後、大連よ

り成田へ、夕刻、成田空港へ到着。 
 

今回は 17 名が参加しました。大連は 19 年

ぶりでしたが、承徳や秦皇島、旅順は初めて

訪れました。 

承徳では気温が 36℃もある中、世界文化遺

産の避暑山荘、周囲のチベット仏教寺院外八

廟（小ポタラ宮ほか 5 つの寺社）を汗だくで

巡りました。避暑山荘では思いがけず遠くで

起きた山火事に遭遇するという、滅多にない

経験をしました。 

秦皇島では万里の長城の東の出発点である

山海関で城壁に上り、渤海に突き出た龍の頭

に似た老龍頭などを見学しました。北上する

につれて過ごしやすい気温になり、昨年と比

べるとずいぶん体への負担が少なかったと思

います。 

大連では会員より希望のあったフリータイ

ムをとり、ホテル周辺の日本租借時代の旧連

鎖街を歩き、上野駅をモデルにした大連駅や、

駅前に一つだけ残された満鉄のマンホールの

ふたを画像に収め、旧三越百貨店や三船敏郎

が住んでいた家などを訪れ、ノスタルジック

な気分に浸りました。これらは後楽会中国旅

行ならではの日程でしょう。 
 

 

 
 

 

旅順では、この旅で初めて日本人観光客の

姿も見られました。日露戦争戦没者を慰霊す

る塔が建つ白玉山や 203 高地に行き、新旧の

旅順博物館前にて 

 

承徳の普寧寺でマニ車を回す 
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変わりゆく旅順の景色や旅順港を見下ろし、

旅順博物館ではきれいに保存された男女のミ

イラを見ることができ、シルクロードを探検

した大谷光瑞の家にも行くことができました。 

大連での交流会では元後楽寮生 10 名が参

加してくださいました。ほとんどが日本語の

先生であり、談話会や友好バスハイクにも参

加したことのある方達だったので、後楽会員

との話も大いに弾みました。途中、後楽寮の

行事などでも演奏したことのある張誠さんが

サックスを吹き、アンコールでは日本の民謡

も演奏してくださいました。 

 

 
 

2019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候補地を話題にし

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） 

 

 

◆6 月談話会 
 

6月 19日、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、「西

洋絵画にみる東アジアの陶磁器」というテー

マで 13 世紀から 19 世紀の 600 年間、さまざ

まな西洋絵画に描かれた中国の陶磁器につい

てお話しいただきました。 

参加者からは、当時の絵を見ることで文物

や人の往来による東西文化の交流について感

じることができた、今後西洋美術を鑑賞する

際の見方の参考となったという声が聞かれ、

盛況のうちに終了しました。 
 

 
 

 

（後楽会事務局） 

 

 

◆岡崎ゆみピアノリサイタルの

感想 
 

6 月 7 日、紀尾井ホールにて岡崎ゆみピア

ノリサイタルが行われました。日中友好人士

である上野しげ子さんのご厚意で、後楽寮生

15名が招待されました。ここで、参加者の感

想を一部紹介します。 
 

◎岡崎さんの演奏には繊細な表現力とピアノ

の技法の上にある曲の音符の一つ一つに生

命力がみなぎっていました。後楽寮生とし

て、幸運にも今回の演奏会に参加でき、大

変感謝しております。東京の異国にあって

学習の合間に芸術の薫陶に接することがで

き、私たちの心の糧となりました。  

（後楽寮生 劉琦） 

◎貴重なチケットをいただき、上野しげ子先

生のご厚意に感謝します。すべての曲はバ

イオリンとの共演で、情熱みなぎる演奏で

した。技術が巧みなことは言うまでもなく、

演奏者の汗水と人生が一曲の中にすべて溶

け出しています。会場のすべての観客を魅

了し、感動させました。鳴り止まない拍手

の中で、私の心に残る演奏会となりました。    

（後楽寮生 呂妍） 

元寮生と久しぶりの再会(大連) 

 

西洋絵画に描かれた青磁の器を説明する曽誠さん 
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◎今回の音楽会で、私が最も感動したのは、

岡崎さんの神のような演奏レベルです。ど

の曲もとても難しいのですが、すべて完成

されていました。何十年にもわたる練習は

無駄ではなかったように思います。こんな

にも細くて小柄な身体から、大きなエネル

ギーを放出できることに驚き、羨ましくも

あり、尊敬しています。このような機会を

いただき、皆様に心より感謝いたします。 

（後楽寮生 姜淼） 

◎いつでも運動と音楽は、精神を健康に保つ

必需品でしょう。私は音楽専門ではありま

せんが、いつも音楽を聞いています。今回

は上野しげ子先生のご厚意で「音楽の盛大

な宴会」に参加できました。音楽は国境を

越えます。音楽人の背後には、練習による

身体の苦痛もあるでしょうし、自身の心理

的な葛藤もあったかと思います。それを乗

り越え、音楽が芸術として発展する現場を

目の当たりにしました。まさに音楽精神に

国境はありません。 （後楽寮生 呉麗霞） 

 

 

◆後楽寮生防災体験の感想 
 

6月 17日、防災意識の向上と日本の防災技

術の見聞を広めるため、寮生委員会主催のも

と 40 名以上の後楽寮生と留学生事業部職員

が東京臨海広域防災公園にある｢そなエリア

東京」を訪れました。ここは防災に関する様々

な知識が学べるほか、体験を通じて防災の必

要性を感じられる施設です。多言語に対応し

ており、留学生にも充実の内容でした。今回

は参加した寮生の感想を一部掲載します。 
 

 

 
 

 

◎自然災害は日本人に強烈な危機意識を与え

ていることを知りました。すべての地区に

このような防災体験センターがあると聞き、

驚きました。市民の防災意識を高め、自分

の身は自分で守る方法を学べるのはとても

素晴らしいと思います。臨場感のある VR

体験では「地震後 72時間」を生き残る方法

をクイズ形式で学びました。最後に見た短

編映画では、人と人との助け合いや優しさ

が感じられました。非常事態にこそ人情が

ありがたく感じられるのでしょう。収穫は

とても多かったです。（後楽寮生 劉琦） 

◎日本は自然災害が多く発生します。特に地

震です。東京に来て数カ月で、そう感じま

した。かねてから日本は減災・防災の有効

的実践に優れていると知っていました。今

日は実際に起こったような自然災害を体験

でき、私にとって非常に有益でした。日本

人民は災害を防ぐことと、災害後の生活再

上野しげ子さんを囲んで 

 

そなエリア東京を訪れた後楽寮生 

世代を超えて 
 

岡崎ゆみさんは、日本と中国の架け橋として日中

国交回復の立役者となり尽力された岡崎嘉平太氏

のお孫さんです。世代を超えて日中友好に貢献さ

れています。              （留学生事業部 T） 
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建に知恵を集中させています。スーパーの

ビニール袋で「手を吊るす三角巾」の作り

方を習いました。とても簡単だったので、

驚きましたし、日常生活の中にも自救方法

があると知りました。これで緊急時にも他

人を助けられます。 （後楽寮生 楊漪漪） 

◎この公園の中に普通の椅子があって、災害

時には炊き出し用の炉になるそうです。こ

れで基本的な飲食問題は解決できます。興

味があったので、さらにインターネットで

調べてみたところ、防災ベンチには他にも

いろいろな機能が備わっていました。災害

は予測が難しく、阻止できません。また私

たちの心の中にある恐れも消すことはでき

ません。ただただ充分に準備して、冷静さ

を保ち、行動することです。これが損失を

減らすために私たちが今できることでしょ

う。そして人と人との優しさや助けが最も

感動的であるし、人々の希望となるのは当

然です。       （後楽寮生 蒋敏） 

 
 

◆新入寮生説明会・懇親会 
 

6月 27日に日中友好会館大ホールにて新入

寮生説明会を行いました。今回は 2017 年 12

月から 2018年 6月に入寮した 76名が対象で、

当日は 65名が出席しました。 

 

 
 

まず、歓迎式の前に 40 分間、寮での規則や

注意事項などを説明しました。歓迎式では会

館を代表して荒井理事長が、新入寮生に歓迎

の意を表しました。また鄭中国代表理事から

は留学生活で注意すべき点や、友人同士の交

流を積極的に行うようになど、新入寮生への

期待や抱負が述べられました。最後に喩婕寮

生委員会副委員長から、寮での様々な活動に

ついての案内などがありました。その後、参

加寮生の自己紹介が行われました。 

続いて、歓迎懇親会が会館 1 階の「馥」で

行われました。新入寮生たちは、食事をとり

ながら交流し、出身地が近い者同士仲良くな

ったり、同じ大学に通う者同士が情報交換を

したりと、いつもより参加者が多かったので

活気があり、絶えず賑やかでした。 
 

 

 
 

 

次回は今年秋頃に行う予定です。 

        （留学生事業部） 

 

 
 

 

 

日中学院よりお知らせ 
 

本科説明会を兼ねた 

中国語無料公開講座 
 

本科(全日制専門課程)入学希望者のため

の公開講座です。中国語の発音、挨拶、簡

単な会話を学んだ後、留学生･在校生との交

流会があります。お気軽にお申込み下さい。 
 

日 時：8月 25日 ㈯ 

9:30～11:30 発音公開講座 

11:30～13:00 留学生･在校生と交流会 
 

【問合せ】日中学院 

TEL：03-3814-3591 

https://www.rizhong.org/ 

鄭理事より挨拶 

荒井理事長を囲んで歓談する新入寮生たち 
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◆「日中植林・植樹国際連帯事業」参加者の感想 
 

「日中植林・植樹国際連帯事業」の一環として、2017年度に来日した中国の大学生や小学生、青

年の感想（一部抜粋）をご紹介いたします。 

本事業は、植樹活動及び環境・防災意識の啓発を主目的とした交流事業ですが、日中国交正常化

45 周年であった 2017 年は、主に大学生を中心に、対日理解を促進するため、友好交流都市提携を

結ぶ地域同士の交流や、文化・スポーツほかさまざまな分野をテーマとした交流をしました。また

環境・防災分野に関わる各界の青年を招聘し、専門家同士の交流も実施しました。 

 

 

 

＜中国の大学生の感想＞ 
 

○植樹活動への参加、環境・防災分野及びその他の視察を通じて、

日本が環境保護と自然災害の予防を重視し、浸透させていると感

じた。実は、中国も自然災害が多発する国であり、上海大学美術

学院の建築学を専攻する一大学生として、私は今後の勉学におい

て住宅構造の安定性、部屋の避難経路の設定、及び建材による思

考の表現等に、より注目するつもりだ。 
 

○中国の人々は環境保護に対する意識がまだ足りない。日本では、「自分の生活や仕事の環境を改善

しよう」という責任感を持っている人が多いが、中国では、環境問題は一人一人に責任があると意

識している人は少ない。一人の医学生として、四日市公害と環境未来館で、当時のぜんそくに悩む

大人と、予防のために何度もうがいをしている子供たちの写真を見て、私はたいへん心が痛んだ。

みんなが自分や他者そして地球全体に責任を持ち、共有する環境及び全人類の健康を守ってほしい。 
 

○上智大学と法政大学との交流では、直接、現代の日本の大学生の実際の考え方を理解できた。し

かし交流中、日本の大学生の中国に対する理解が非常に乏しいと分かった。今後、この分野を強化

する仕事をし、日本の大学生と一般の人々に、より全面的に、より真実に近い中国を知ってほしい。 
 

○中日両国の国交正常化 45 周年で、青少年間の交流はますます重要になっている。45 年前、ピン

ポン外交が世界を動かしたが、その 45年後にバレーボールが同様に中日両国の友好往来を深めた。 

今回の訪問期間中、神奈川大学、仙台大学と交流試合をした。

試合はリラックスした楽しい雰囲気の中で進められ、試合後の昼

食では日本の若者たちとの関係が更に深まり、連絡先を交換し一

緒に写真を撮った。また一番印象深かったのは、横浜市資源循環

局鶴見工場で、ごみ分別回収と資源リサイクルの考えから大きな 

収穫を得た。今回の訪日は、あらゆる角度から見て全て印象深い 

ものだった。帰国したら、見聞きしたことを中国の友人と分かち

合いたい。 
 

○沖縄では県民が文化を守る、つまり継承し発展させていくために多大な努力をしていることを強

く感じた。沖縄空手会館、琉球舞踊と音楽、さんごの養殖と保護など、社会人も学生も皆、自分が

できる方法で地方文化を守る努力をしている。大学でよい成績を取ることばかりを考えている私た

佐賀県唐津市で桜の木を記念植樹 

 

中京大学での日中大学生交流(愛知県) 
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ち学生にとって、目が覚める思いだった。「社会に出る」だけでなく「社会に入る」、つまり社会に

貢献することをもっと重視すべきである。 
 

○吉林省の大学生代表団の一員として、2011年の地震と津波の

被害が最も深刻だった地区の一つである宮城県を視察した。

2008年、中国の四川大地震でも大きな被害がでた。被災地の人

達の苦労に心から同情する。自治体の災害復興についての事前

の説明を聞いて、宮城県の近況について大まかに理解はしてい

た。しかし、実際にその地を見ることとは大きな違いがある。 

 海岸を訪れ、津波の衝撃を受けながらも耐えて残った防護林 

の老木から生まれた新しい芽に触れた時、また、イチゴ畑で案 

内人が一枚の写真を見せながら「この場所には自分の家があった」と教えてくれた時、涙を浮かべ

ながらも敢然と立ち向かう力と自信が溢れているのを感じた。津波に飲み込まれた土地に新たな農

作物がびっしりと育っていることに感動した。そして言葉では表しきれない大きな期待を抱いた。 
 

○礼儀の国と言うのに恥じず、日本人は礼儀正しく、毎日、道やホテルで出会うと優しく挨拶をし

てくれた。これまで見知らぬ人にこれほどの優しさで迎えられたことが無く、その場所を離れる時

にはその情景から悲しさがこみあげたが、地元の人たちが手を振

り続けてくれていて、あたかも「気を付けていってらっしゃい、

また来てくださいね」と言われているような気がして、思わずこ

この人達や文化が好きになった。今回日本に来て多くのプログラ

ムを通じ多くの収穫が得られ、これまでの日本への良くない見方

がだんだんと打ち消されていった。もしまた機会があれば、日本

で就職したいし、日本人の精神についても勉強してみたい。 

 

＜中国の小学生の感想＞ ＊初めて小学生を招聘し、スポーツ交流をしました 
 

○数日間の交流を通して、日本人の新しい友達ができた。それだけではなく、新しいことをたくさ

ん学ぶことができた。また、「おはようございます」「こんにちは」「ありがとう」「さようなら」な

ど、日本語の言葉もいくつか覚えた。歓迎会では、日本の友達

にプレゼントを渡した。植樹の日は、日本側の代表の人と一緒

に木を植えた。その木は鉄の鍵のように決して離れず、まるで

中日両国の関係のように、ますます関係が良くなっていくこと

を表しているようだった。次は日本の友達に中国に来てもらい

たい。中国で交流や試合をしましょう。 

（蘇州市少年サッカー交流代表団） 

 

＜環境･防災分野を専門とする青年の感想＞ ＊今後の日中間の協力が期待されます 
 

○南三陸町の復興再建に向けた活動が強く印象に残っている。住民参画の度合いが高く、政府も根

気強く取り組みを指導しており、それが復興再建のための優れた理念や緻密で的確なプロセスの実

行につながっている。中国と日本はいずれも地震の多発地帯に位置している。大災害に遭った時、

東京都北区防災センターで消火体験 

 

東村山市の少年サッカーチームと 

親善試合 

広西チワン族自治区の学生が 

友好交流都市の熊本県を訪問 
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政府が復興再建を統括するという点は両国とも基本的に一致している。違うところは、中国の場合、

地域コミュニティレベルにおける復興への住民参画の度合いが低く、再建計画は科学的なのに合理

性に欠くという現象がおきてきてしまうことだ。その結果、住民が地域コミュニティの取り組みを

受け入れようとする気持ちが低くなってしまう。このほか、中国の復興再建は、細やかさの点でも

まだ日本から学ぶ必要がある。地域コミュニティの文化、継続的な経済活動というのは、ある程度

の具体策を検討してこそ生まれるものだ。      （中国住宅建築分野環境防災訪日代表団） 
 

 

○防災福祉コミュニティの経験は、直接中国でも参考にできそう

なものが多かった。この点が今回の最大の収穫だと思う。中日両

国とも、一部の、或いは大多数の人が防災に関心を示さないとい

う問題を抱えている。また、どちらにも、都市化が進んだ後のコ

ミュニティの衰退という問題がある。大都市では、コミュニティ

の人と人の関係が疎遠になっている。似たような社会的背景のあ

る両国の間には、防災活動の技術や経験に相通ずるものがある。 

この分野のより多くの資料を中国語に翻訳してくれることを希望 

する。互いに交流と学習を深めていこう。（壹基金防災減災訪日代表団） 
 

 

○日本と中国の災害の種類は似ており、防災や台風の災害を防ぐ仕事は非常にたくさんある。また、

同時に経済の急速な発展に伴って生じる環境問題にも共通するものがあり、防災や水環境について

交流を行うことは非常に有意義なことである。今回の活動を通じて、日本の防災や水環境整備に関

する業務やメカニズムについて知ることができた。日本では防災についてはその法律の体系ができ

ており、予防や初動、復旧、復興の対応体系や総合的な治水対策が作られている。また主要な大都

市には洪水防止のために首都圏外郭放水路などが作られている。このような措置は都市の発展を考

えて行われており、そこには水の管理者の英知が凝縮しており、良い成果を上げている。 

 また、水環境整備の面では日本は環境問題への取り組みを非常

に重視している。早い時期に水質環境基準を定め厳格に実行して

おり、排水基準と総量についても規定を行っている。とりわけ湖

沼のような特殊な水環境については特別な対策を採用している。

琵琶湖では 40年も前から総合開発事業計画を定め、汚染の削減措

置や生態の回復と保護を行い、住民が参加して活動している。こ

のような成功した経験は大いに学ばなければならない。水環境の 

保護や改善には水を愛し、水を守ろうとする強い意識が必要であ 

る。日本は防災や環境に関する社会的な教育が広くしっかり行わ 

れており、守ろうという良好な雰囲気が出来ている。今回の交流は私にとって得るものがたくさん

あった。私は見聞きしたもの、感じたことを積極的に仕事に活かしていこうと考えている。そして、

よい経験を積極的に普及させていきたい。水環境の改善を推し進め、水清く、美しい景色を作ると

いう目標を早く実現させるために努力を続けていこうと思っている。 

                       （中国水利部防災減災水環境整備訪日代表団） 

 

（総合交流部）

     

宮城県岩沼市千年希望の丘で震災 

復興と将来の減災のため植樹活動 

（中華全国青年連合会代表団） 

                       

日本の環境訴訟に関するセミナー       

（中国公益活動家中堅幹部代表団） 
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留学生通信 

 

私と後楽寮 
 

東京大学大学院博士課程 

(農学生命科学研究科生物材料科学専攻) 

徐 烺 

三年に及ぶ日本での留

学生活の中で、私が所属

している大学院の研究室

と後楽寮は、二つの重要

なよりどころです。大部

分の思い出はこの二つの

場所と関係しています。後楽寮では、寮生委

員会の一員として各種活動を組織・協力し、

とても貴重な体験をしました。 

後楽寮は独特な歴史の由来があり、多変す

る国際情勢や複雑な両国関係を越えて、二つ

の民族をつなぎ、中日の間の固く温かな友情

を証明してきました。そして必ず希望ととも

に、未来へ引き継がれていくことでしょう。

私たちがここで活躍したことは集団の記憶の

片りんとして残ります。これは何と幸せなこ

とでしょう。 

多くの先輩方が笑いあい、ふざけ合ったり、

互いに切磋琢磨したりして過ごした後楽寮。

本の香りと暖かな風に包まれた後楽寮。私は

多くの友達と知りあいになり、お互いに助け

あって過ごしてきました。ある友人は一足先

に学業を修め、帰国しました。私を含め同時

期に入寮した古い友人たちも今年の 9 月にこ

の大家庭から離れなければなりません。かつ

てない別れは、とても名残惜しく思います。 

最後に中日の友情が末永く続くこと、また

日中友好会館のますますのご発展を祈ります。

すべての寮生にこの場所で悔いのない青春を

送ってほしいと願います。私たちの明日は、

今日より更に良いものになるでしょう。 

 

 

後楽寮の生活 
 

東京大学東洋文化研究所 

（外国人客員研究員）陳 煜 
 

人生有緣,得入後樂, 

驀然回首,已近歸時。 

幾分惆悵,卻上心頭, 

援翰寫心,聊記點滴, 

為他日美好回憶。 
 

私は中国政法大学法律

史学研究院にて副教授を務めるかたわら、訪

問学者として東京大学で研究しています。昨

年 10月に縁あって後楽寮に入寮しました。帰

国の日が迫り、記憶に残るこの一年を書き記

したいと思います。 

後楽賓館の居室は広くありませんが快適で、

集中して研究に取り組むことができました。

食堂は普段、空腹を満たす所ですが、春節な

どのパーティーの際は互いの親睦を深める賑

やかな所でもあり、また講師を招いて講演が

行われる所でもあります。学問の奥深さを知

ることができました。 

後楽寮には我々のような教師たちも数多く

暮らしています。彼らと一緒に藤沢市から眺

めた富士山、日光山荘に宿泊して訪れた寺社

仏閣、また後楽会のハイキングでは大谷石や

足利の藤などを見学したことなども良い思い

出です。寮外への見学機会が充実しており、

豊かな留学生活を送ることができました。 

また春節など寮での催事では、中日友好人

士たちと交流の機会があり、日本に対する友

情の念がさらに深くなりました。 

後楽寮を離れるのはとても名残惜しいです

が、ここで出会った数々のご縁を大切にした

いと思います。留学生事業部の先生方がいつ

までも健康で過ごされること、中日の友情が

末永く続くこと、日中友好会館のますますの

ご発展を祈念いたします。 
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 会館行事と人の動き 6/１～30  
 

● 会館行事 
 

6/ 4～6/10後楽会中国旅行（河北省承徳・秦皇島、遼寧省大連・旅順） 

6/ 8第 28回理事会 

6/19談話会・交流夕食会「西洋絵画にみる東アジアの陶磁器」（講師：曽誠） 

6/20～7/12主催展「宮廷のコバルトブルー 景徳鎮明清官窯復刻展」 

（6/20開幕式、6/22記念講演会、6/27二胡ﾐｭｰｼﾞｱﾑｺﾝｻｰﾄ、7/7古筝ﾐｭｰｼﾞｱﾑｺﾝｻｰﾄ） 

6/21後楽会気功・水墨画教室 

6/26評議員会 

6/27後楽寮新入寮生説明会・懇親会 

6/28後楽会気功教室 

 

 

● 来館・訪問・面会 
 

6/ 7元寮生 北京徳琦知識産権代理有限公司 王継文副総経理 来寮（留学生事業部） 

6/11国際交流基金日中交流センター 堀俊雄所長 来館（荒井理事長） 

6/13（公財）孫中山記念会 片山啓理事 来館（荒井理事長） 

6/19景徳鎮市人民政府 李雪海副秘書長他 来館（荒井理事長、文化事業部） 

6/26（公社）青年海外協力協会 冨永純正前会長 来館（荒井理事長、総合交流部） 

 

 

● 行事参加、その他の活動 
 

6/ 7岡崎ゆみピアノリサイタル鑑賞（後楽寮生、留学生事業部） 

6/16東京臨海広域防災公園 防災体験（後楽寮生、留学生事業部） 

6/20人民中国雑誌社 日本語版創刊 65周年記念パーティー（荒井理事長） 

6/24東京フィルハーモニー交響楽団定期演奏会 鑑賞（後楽寮生、留学生事業部） 

6/26東方英雄伝（プロレスイベント）観戦（後楽寮生、留学生事業部） 
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