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● お 知 ら せ ● 
 

◆植林・植樹事業を開始 
 

  当会館は外務省の拠出を受けて、2016年か

ら「日中植林・植樹国際連帯事業」を実施し

ています。同事業は、①「中国における植林

事業」、②「日本国内での植樹と併せて行う日

中両国の青少年等の交流事業」、③「主に東南

アジアを中心とする日本及び中国以外の国

（以下「第三国」という）での植林・植樹事

業」の 3つの柱に分かれており、2016年以降、

当会館は、②の「日本国内での植樹と併せて

行う日中両国の青少年等の交流事業」を実施

してきました。   

 ①と③の中国及び第三国での植林・植樹事

業については、中国側関係機関等との調整が

進まず、これまで実施が遅れていましたが、

この度、外務省と中国側の調整が進み、事業

を具体化することになりました。そこで、当

会館は内閣府に対し、新たに 5 番目の公益目

的事業として、「植林・植樹事業」を追加する

変更認定を申請し、2020年 12月 17日に認定

を受け、植林・植樹事業を始動させました。 

 ①「中国における植林事業」及び③「第三

国での植林・植樹事業」は、日本の NGO 等民

間団体や地方自治体が対象国の現地団体と協

力して実施する植林に対する助成事業として

実施するほか、当会館が主体となり現地関係

機関と協力し、事業を実施します。当会館が

主体となり実施する事業では、現地での植

林・植樹活動への日本からの参加者派遣も含

みます。 

 当会館では、12月 22日から 1月 22日まで、

中国及び第三国での植林・植樹事業の助成事

業の公募を行いました。3 月末までに今年度

の採用案件を決定する予定です。また、当会

館が主体となり実施する事業として、中国で

の植林事業も計画中です。事業実施後は、順

次、会館だよりでもご報告します。 

 

◆日中友好会館事務局 休業の 

お知らせ 
 

 

 

 

 

 

 中国春節(旧正月／2月 12日)は、業務をお

休みさせていただきます。 

 （注：上記は後楽国際ビルディング全体の

休館ではございません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

中国春節：2021年 2月 12日㈮ 
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● 行 事 案 内 ● 
 

 

  日中友好会館美術館  

 

◆主催展「四川省でみつけた 

線が織りなす美しい手仕事」 

会期変更のお知らせ 
 

 会館だより 1 月号にてご案内しておりまし

た主催展「四川省でみつけた 線が織りなす美

しい手仕事」は、新型コロナウイルス感染拡

大状況と緊急事態宣言発令を考慮し、会期を

変更いたします。 
  

 変更前 会期：1月 28 日㈭～2月 21日㈰ 

          ↓ 

 変更後 会期：3月 19 日㈮～4月 11日㈰ 
 

 詳細は、会館だより 3月号に掲載するほか、

会館ホームページ及び SNS(Facebook、

Twitter)にてお知らせいたします。ご理解の

ほど、よろしくお願い

いたします。 
   

【問合せ】文化事業部 

電話：03-3815-5085 

E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

 

 
 

  日中友好後楽会  

 

◆談話会について 
 

2 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、3 月以降のイベントの実施につきま

しても、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 田辺、堀口 

電話：03-3811-5305 FAX：03-3811-5263 

E-mail：kourakukai@jcfc.or.jp 

● 活 動 記 録 ●  
 

◆日中メディア対話会 
 

2020年 12月 17日、日中メディア対話会を

オンラインで開催しました。本対話会は、2019

年度に「日中植林・植樹国際連帯事業」で招

聘した中国メディア訪日団の活動の一環とし

て開催した「日中メディア対話会」から続く

日中メディアの交流活動として実施しました。 

今回は、公益財団法人日中友好会館、宮本

アジア研究所、上海外国語大学日本研究セン

ター、北京の「シンクタンク鍵叡」の 4 者に

よる共催で、会館事業として実施しました。

また、新型コロナウイルスの感染拡大による

渡航制限のため、東京と上海の会場をウェブ

会議システムで繋いでの実施となりました。

日本側 9 名、中国側 21 名の計 30 名の新聞・

通信、テレビなどメディア関係者が参加し、

発表と自由討論を行ったほか、中国大使館や

上海外国語大学の学生などもオブザーバーと

して参加しました。司会は、青樹明子日中友

好会館理事と張桐「シンクタンク鍵叡」副総

裁が務めました。 
 

 

開会にあたり、高洪中華日本学会会長と谷

野作太郎日中友好会館顧問が挨拶し、谷野顧

問は「日中メディア対話会は今回で 4 回目。

昨年は東京で非常に良い議論ができた。日本

と中国ではメディアに求められる役割が違い、

日本は国家権力の監視、中国は党や政府の方

針や政策を人民及び世界に伝えることである。

しかし、日中が努力して安定した関係を作り、

日本側会場の様子 
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世界のために貢献するということは、共通の

気持ちだと思う。大切なことは相互理解を深

めることなので、今回は自分の意見を述べた

てるだけでなく、相手がどういう意見を持っ

ているかということにこそ耳を傾け、注力し

てほしい」と述べました。 

テーマを午前と午後で分け、午前は「ポス

トコロナにおける日中協力のあり方」、午後は

「日･米の政権交代を踏まえての日中関係の

行方」とし、日中のメディア関係者がそれぞ

れ 5名ずつ、「新しい時代の新しい日中交流へ

の一考査」「香港民主派が発信する SNSは、日

本の世論にどういう影響を与えたか」「中日関

係に関する報道は理性が必要」「日本のテレビ

におけるコロナ報道」「中日は互いを“想像上

の敵”にすべきではない」「ポストコロナ時代

におけるグローバルサプライチェーンの変化

と中日協力について」「with コロナの時代、

日中はどのように協調できるか」「メディアに

よる中日関係を発展させる契機と挑戦」「バイ

デン米新政権のコロナ禍での米中関係」「異な

る報道に見る日本メディアの信頼度」「習近平

政権の行方と菅政権の対応」という発表を行

い、その後、自由討論を行いました。自由討

論では、テーマ以外についても幅広く自由闊

達な意見交換ができ、大いに盛り上がりまし

た。 

対話の後、上海外国語大学日本研究センタ

ーの廉徳瑰教授と谷野顧問が総括を行いまし

た。廉教授は「今日一日、日中のメディアは

胸襟を開いた、友好的で未来志向の討論を行

うことができた。私からは“大局から始める

べき”と言いたい。このほど中日両国は RCEP

に加盟した。ついに我々は日中の大局を見つ

けることができたのだ。両国は制度に違いが

あるが、平和協力への障害にはならないはず。

現在各論の衝突が大きくなり友好に影響して

いるが、それを乗り越えなければならない」

と語りました。 

 

最後に、互いに違いを知り、等身大の姿を

見ていくことが引き続き重要であり、メディ

アの責任でもあると確認し合い、対話会を締

めくくりました。 

 

 

◆第 46期後楽寮寮生委員会が発足 
  

 2020年 12月、第 46期後楽寮寮生委員会が

発足しました。2020 年 10 月初旬より新規寮

生委員の募集を開始し、十数名の応募があり

ました。留学生事業部職員による面接と第 45

期寮生委員の意見を集約し、最終的に 7 名に

決まりました。 
 
 

 寮生委員会に立候補した人たちは、前年度

からボランティアとして参加していたメンバ

ーも多く、団結力があり、やる気も十分です。 

 現在、コロナ禍の影響により、来日する寮

生も少なく、寮内外の活動もままならない状

況が続いていますが、新しい寮生委員会のメ

ンバーたちは、新入寮生に対する寮の案内や

公共スペースの整理整頓、各ボランティアグ

ループの取りまとめなど、皆がより良い寮生

活を送れるよう、地道な活動を行っています。 

 その他、毎月一回の留学生事業部との定例

会議を通じて、情報の共有と意見交換などを

しています。留学生事業部としても、引き続

きサポートしていきたいと思います。 

（留学生事業部） 

第 46期後楽寮寮生委員会ポスター 
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◆｢JENESYS2019｣中国青年代表団 

フォローアップ オンライン交流

を開催 
 

2020年 12月 10日、中国青年代表団フォロ

ーアップオンライン交流を開催した。本交流

は、2019年度に実施した対日理解促進交流プ

ログラム「JENESYS2019」のフォローアップの

一環として実施した。 

2019 年 9 月に招聘した中国青年代表団は、

公務員分団と農村青年幹部（大学生村官）分

団で構成され、静岡県掛川市を訪れた。農村

青年幹部分団は掛川市の「農業振興政策」を

テーマとしたブリーフを受け、トマト農家や

道の駅を視察した。今回のオンライン交流に

は、農村青年幹部分団の団員 5 名と受け入れ

先である掛川市の関係者 3 名が参加し、農業

振興に関する交流を行った。 

中国側は、帰国後に行った、地域農業の発

展や活性化に向けた取り組みや活動、掛川市

の取り組みを参考に実施した事例を発表した。

若者の U ターン就職やオンライン販売による

農村の貧困脱却推進策、観光農業資源の活用

など、地域の実情を踏まえた、農村青年幹部

ならではの主体的な取り組みを共有した。ま

た、交流に先立ち、団員は「掛川市では U タ

ーン就職促進のためにどのような取り組みを

しているか」「地域の特色ある農産品の発展や

多様な産業の融合的な発展のため、どのよう

に取り組めば良いか」「ウィズコロナが常態化

する中、農産物の安定的な供給のための販売、

輸送、管理面等における取り組みは何か」「道

の駅にある飲食店や直売店等の施設について、

掛川市の管理や運営方法を紹介してほしい」

など、訪日時に得た知見を自国で活かす中で

新たに抱いた疑問を挙げ、掛川市の関係者は、

時代の変化に応じた新たな取り組みや同市の

現状を紹介しつつ回答した。 

最後の総括として、中国側代表者は「今日

の交流を通じ、日本のウィズコロナ時代の地

域農業振興について勉強することができ、こ

れからの取り組みに向けて力をもらった。今

後も引き続き農村に根差し、貢献していきた

い」と述べ、日本側代表者は「視察の成果が

現場で展開されていることを嬉しく思う。日

本では高度経済成長期に農村の過疎化が進み、

農村の維持が困難になった。今はコロナによ

り日本全国の経済活動が落ち込んでいるが、

これからのポストコロナの時代、農村には大

切なヒントがたくさんあり、再び農村から学

ぶ時代が来たといえる。コロナを体験した今、

都市と農村がそれぞれの強みを活かし、循環

型の地域経済を目指すことが重要だ」と締め

くくった。 

 
 

￥ 

 

 

中国側参加者からは「掛川市の回答は専門

性が高く、そこから多くのことを学び、農業

振興について深く考えさせられた」「中日両国

はともに、農業振興では高齢化や土地放置問

題に直面している。互いに学び合い、長所を

取り入れ、短所を補い、ともに発展していく

ことが大事だと思う」「今回の交流で得た知

識・経験を地域の諸問題解決のために役立て

ていきたい」、日本側参加者からは「中国が推

進する農村建設の事例を聞くことができて参

考になった。今後もより深く相互に学び合え

ることを期待する」などの感想が聞かれ、日

中双方の参加者が互いに理解を深めながら、

農業・農村の価値を再認識し、新たな視点や

気づきを得ることができた。  

  (総合交流部) 

オンライン交流参加者による記念撮影 
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◆｢JENESYS2019」第二十四回中国教

育関係者代表団 フォローアップ 

オンライン交流を開催 
 

2020年 12月 23日、「JENESYS2019」第二十

四回中国教育関係者代表団フォローアップオ

ンライン交流を開催した。本交流は、2019年

度に実施した対日理解促進交流プログラム

「JENESYS2019」のフォローアップの一環とし

て実施し、代表団の団員 5 名と大阪府教育庁

の関係者 3 名がウェブ会議システムを用いて

交流した。 

2019 年 12 月に招聘した第二十四回中国教

育関係者代表団では、大阪府の小学校・小中

一貫校の視察、教職員との交流、大阪府教育

庁での懇談会を実施。さまざまな質問や意見

交換を通じ、大阪府の教育の取り組みについ

て理解を深めた。団員は帰国後、訪日交流で

得た知見や気づきを自らの教育現場で積極的

に活用しており、今回のオンライン交流は、

その取り組みの紹介を中心に展開した。 

中国側が着眼したのは、日本の労働教育、

部活動、給食(食育)、奉仕の精神、心のケア

等。実践の時期が新型コロナウイルス発生、

長引くコロナ禍の状況と重なったことから、

コロナ禍の課題解決に訪日の成果を応用した

事例も紹介された。中国の教育現場における

合言葉は「停課不停学」(授業を止めても、学

習を止めない)。オンライン授業の実施にあた

っては、授業内容はもとより、管理アプリ、

教職員向けマニュアルなども整備。オフライ

ンの授業・活動では、心身の健康維持・成長

が重視され、家庭で直接子どもに接する保護

者の支援として「オンライン保護者会」の事

例も挙げられた。特に注目度の高かった労働

教育については、学校での活動にとどまらず、

家庭内で料理や清掃に取り組む「在宅労働」

の事例も紹介された。 

また、これらに取り組む中で生じた質問も

事前に募った。その回答として、大阪府教育

庁は、評価における技能とモチベーションの

扱い、小中一貫校におけるキャリア教育の特

長、労働教育の推進ポイントについて、具体

例やプロセスを示しながらアドバイスした。 
 
 

 

 

大阪府教育庁は、日中共通の喫緊の課題と

して、大阪府におけるコロナ禍での教育活動

についても紹介した。オンラインの活用、家

庭との連携、心のケアへの重点的な取り組み、

学校園にフォーカスした感染症対策マニュア

ル作成など、教育面で子どもたちが不利益を

受けることのないよう配慮された取り組みは、

中国の教師たちの思いとも重なった。 

中国側参加者からは、「中日双方の教育関係

者が、コロナ禍による教育への影響をできる

だけ減らそうと努力しているのが理解できた」

「大阪府が教育活動において、教師、学生、

保護者という立場の異なる人それぞれに合っ

た感染症対策を行っていることを知った」「今

回の交流は去年の活動の振り返りという以上

に、一年間の成果の総括の場でもあった。参

加者の活動事例紹介を聞いて、去年の交流が

素晴らしい成果を上げていることが分かった」

などの感想が聞かれ、日本側参加者からは「渡

航制限の中で、オンラインという形であれ交

流できたことは意義深い。コロナ禍の中国の

『停課不停学』という取り組みは、大阪府で

も学校休業の際に同様の課題に直面していた

ため、大変参考になった」との感想が聞かれ

た。中国側が総括で述べた「コロナ禍という

労働教育をコロナ禍の「リラックス剤」に 

活用した事例紹介 
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危機も“転機”。中日両国の友情を深め、今後

も教育の質向上について討論したい」との言

葉に代弁されたが、共に手を携えて現状を打

開していくこともまた、日中友好の新たな一

歩を踏み出すことになるのでは、と気づかさ

れる交流となった。        （総合交流部） 

 

 

◆日中青少年交流事業 参加者の 

その後のストーリー(第 2 回)  
 

日中青少年交流事業の過去の参加者の方に

「その後」のストーリーをうかがう当企画。

今回は、2013年の中国大学生代表団に参加し、

現在は留学生として後楽寮に滞在している劉

琦さんのインタビューを、一部抜粋してご紹

介します。インタビュー内容の

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)に掲載しておりますので、

ぜひご覧ください。 
 

 

 

 

― 代表団に参加して印象に残ったことは何

ですか？ 
 

劉：一番印象に残っているのは、宮城県の被

災地でのことです。当時、被災地の草がな

いままの土地を見ると、災害が発生した時

の悲惨な状況や人々が絶望した様子を想像

することができました。またその時は、災

害で生き残った方に当時の状況を詳しく話

していただきました。すごく悲しかったで

すが、その方の勇気にとても敬服しました。

この体験を通して、被災地の方々に心から

のお見舞いを申し上げたいと思い、また被

災地が 1 日も早く復興するようにお祈りし

ました。 
 

― 代表団に参加したことで、進路や考え方に

何か影響はありましたか？ 
 

劉：日本に来た後、「必ず日本に留学しよう」

と思うようになりました。代表団のおかげ

で日本と近距離で触れることができました

し、より近くで触れたい、博士課程に行く

なら必ず日本に行きたい、と思いました。

日本語を勉強しましたが、日本語は「鍵」

ですよね。その鍵を使って日本への扉を開

きたいと思いました。 
 

― 留学後は、後楽寮の活動を通じて、大学院

以外でもいろいろな方と交流していますね。 
 

劉：2019年にはホームステイで初めて長野県

に行き、いろいろとお世話になりました。

優しい方々が私と友達を招待してくださっ

て、おいしいものを食べたり温泉に行った

りして、すごく楽しかったです。長野県か

ら戻った後、現地でお世話になった方が何

回も私に自分で栽培したりんごを送ってく

ださいました。他にも大きい桃を送ってく

ださった方もいて、とても感動しました。

それから後楽会の会員の方も、私と友達を

上野公園などに連れ

て行ったり、桜餅を食

べたことがなかった

私のために一緒に買

いに行ったりしてく

ださいました。優しく

してくださる方々に

劉琦さん プロフィール 

中国・山東省出身。日本のアニメがきっかけ

で日本に興味を持ち、北京師範大学外文学院

日本語学科に進学。大学 3 年生のとき、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。北京師範大学大学院 国際・比

較教育研究院で修士号を取得後、2018 年、早

稲田大学大学院教育研究科博士課程に進学。

日中友好会館 後楽寮に滞在し、寮生委員会の

委員も務めた。 
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感謝の気持ちを申し上げたいと思います。 
 

― 寮生活や勉強を通じて感じていることは

ありますか。 
 

劉：寮生活はとても充実しています。いろい

ろな体験をして、日本の友達もできました

し、日本の文化をより近くに感じられるよ

うになりました。 

それに対して、学業はとても苦しいです

(笑)。難しいです。博士課程、特に文科系

の博士課程はとても苦しいのではないかと

思います。できるだけ早く卒業できるよう

に、いろいろな学会に参加したり毎日毎日

論文を書いたり、いろいろなことをやって

いますので、とて

も つ ら い で す

(笑)。でも、苦し

いは苦しいです

けど、楽しいです。

自分は研究する

ことが大好きな

ので、つらいです

けど、やり遂げた

いと思います。頑張ります！ 
 

― 博士課程を卒業した後はどのような進路

を考えていますか？ 
 

劉：卒業後は中国に戻って、日本の教育に関

する研究をする大学の教師になりたいと思

っています。 
 

― 最後に、日本と中国の青少年にメッセージ

をお願いします。 
 

劉：中日両国は一衣帯水で、切っても切れな

い関係です。中日友好は何代もの人々の力

で叶えなければならないと思います。青少

年は両国の未来にとって重要な力で、中日

友好の未来に密接に関わる人々ですので、

必ずお互いの文化や風習などを理解したう

えで、中日友好の使者となっていただけれ

ばと思います。青春は人生の宝物なので、

青少年のうちにできるだけいろいろな本を

読んだり、いろいろな所に旅をしたりして、

充実した人生を過ごしてほしいです。また、

そのうえで自分の耳や目を通じて世界の万

物を感じて、善意や恩返しの心を持ちなが

ら生きていってほしいと思います。 

(総合交流部) 

 

 

 

 

 

 

図録販売のお知らせ 
 

日中友好会館美術館で開催した展覧会の  

図録や関連図書を販売しております。 

ご希望の方には郵送対応もしております 

ので、お気軽にお問い合わせください。 
 

 

 

【問合せ】文化事業部 

 電話：03-3815-5085 FAX：03-3811-5263 

 E-mail：bunka@jcfc.or.jp 

『中国影絵人形展』 

価格:500 円 
 

中国美術館が所蔵す

る、陝西省、河北省、

北京市の中国影絵の

中から「西遊記」や

「三国志」などのワ

ンシーンで使用する

影絵を紹介。 

『日中代表書法家展』 
価格:2,000 円 

 

1988 年、日中平和友好条約

10 周年と日中友好会館の開

館を記念し開催された「日

中代表書法家展」の出展作

品を掲載。沙孟海、啓功等

著名な書家による貴重な作

品を含む。 

早稲田大学での学会発表 
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◆｢日中友好岸関子賞｣受賞者から  

 のメッセージ 
 中国東北地方出身の人文･社会科学系修士

課程留学生の修士論文を選考し、優れた論文

に賞状と副賞(奨励金)を授与している｢日中

友好岸関子賞」。今回は、過去の受賞者から寄

せられたメッセージをご紹介します。 
 

 

絆の温かさ 
 

法政大学大学院博士課程 

（人文科学研究科日本文学専攻) 李 紹楠 
 

 2016 年第 4 回｢日中

友好岸関子賞」奨励賞

を受賞した黒竜江省出

身の李紹楠です。 

 授賞式から既に 4 年

経ちましたが、当日の

光景を未だに鮮明に覚えています。私の拙い

修士論文を、岸陽子先生をはじめとする選考

委員会の先生方は丁寧に指摘してくださいま

した。皆様から貴重なコメントをいただいた

ことは、今でも心から有難く思っています。

そして、この賞を受賞したことは私にとって

これからも人生の励ましになります。 

 私は現在、大学院の授業を受けながら、自

分の論文を書き進めています。博士課程の研

究テーマは｢女性文学としての時代小説―戦

後の女性作家を中心に―｣です。修士課程から

のテーマである時代小説が研究対象です。こ

れまで、特に男性作家が主流である時代小説

ジャンルでは、女性作家はマイナーな存在と

され研究対象になりにくいものでした。しか

し近年では女性作家たちの活躍が注目される

ようになり、純文学だけではなく、大衆小説

や長い伝統を持つ時代小説の中で、作品の文

学的価値や位置付けなどに関心を持つ研究者

が増えてきました。まだ研究の余地が多くあ

ると思います。今後も博士論文で追求してい

きたいです。 

 近頃はコロナ禍の影響で、日常生活と研究

活動が順調に進まない人が多いと思います。

私も時々ストレスを感じることがあります。

この時期に日中友好会館からご連絡をいただ

き、絆の温かさを感じました。日中友好会館

と｢日中友好岸関子賞｣は、これからさらに多

くの中国東北地方の留学生たちにとって、心

の支えと励ましになることを切に願っており

ます。 
 

 
 

社会に貢献できる人間に 
 

大阪大学人間科学研究科博士課程 

(人間行動学講座環境行動学専攻) 董 雪晨 
 

 2017年第 5回｢日中友好

岸関子賞｣優秀賞の董雪

晨です。黒竜江省出身で

す。受賞したのは 3 年前

ですが、受賞したときの

様子や先生たちの笑顔は

今でも覚えています。私

にとって受賞は大変光栄で、自分自身にも研

究に対する自信を持てるようになりました。

本当にありがとうございました。 

 現在、私は論文を完成するため在学中です。

研究内容は中国家電廃棄物の回収管理に関す

るものです。修士論文は主に政策面から考察

しましたが、引き続き博士後期課程でも人々

の生活に注目しています。現場に赴きフィー

ルドワークを通して、中国の伝統的な回収業

に関わる人々は現在どのように生活している

か、その営みの中でどのようにして地域の家

電廃棄物の回収管理に取り組んでいるかを描

き出したいと思っています。中国家電廃棄物

の回収管理問題に対して、生活の文脈から捉

えなおすという研究の可能性があると考えて

います。今後も、より一層勉学に励み、社会

に貢献できる人間を目指していきます。 

 最後になりますが、日中友好岸関子賞に携

わる先生方と事務局の皆様に重ねてお礼を申

し上げます。ありがとうございました。 
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＊今月の表紙＊ 
 

蜀錦(しょっきん)の工房  

 中国三大錦に数えられる蜀錦は、花楼(かろう)といわれる二階建ての大型織機によって作られる。 
 

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 
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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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