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本年は、日中国交正常化45周年の記念年であると

ともに、本後援会にとっては、創立25周年にあたる

意義深い年です。 
 

2017年度通常総会 
 今年度の通常総会は、例年通り、5 月の第 4 木曜

日である 25 日の夕刻開催されました。会員数は 85

名となり、当日の出席者数は48名（出席者8名、表

決委任者 40 名）でした。2016 年度の活動報告と、

2017年度の事業予定、および、任期切れ役員の再任

の 3 議案はすべて満場一致で可決了承されました。

今年度の理事13名、監事1名は、昨年度に引き続き

お引き受けいただきました。 
 

新体制になって7年 
 第 2 代理事長であった板倉哲郎氏および副理事長

だった大倉孝三氏、理事の小林智恵子氏の 3 名が、

江原孔江元理事（当時は夏期日本語会話特別講習会

担当理事）の勤務先に突然訪問されたのは、2009年

9 月のことでした。当時の“理事・監事全員が、高

齢のため、これ以上後援会の活動を支えるのが困難

な状況であり、閉会の検討も始めているが、せっか

くここまでがんばってきたので、閉会とせず、せめ

て文通活動だけは継続して後援会の活動を続けても

らえないだろうか”というご相談でした。 

初代理事長川畑文憲氏は、「旅順児童教育後援会」

の業績を大いに評価され、1997年に戦後初の旅順名

誉市民(旅順栄誉公民)となられました。そんな川畑先

生と初めてお目にかかったのは、1998年の春のこと

でした。当時、勤務先の大連事務所設立のために

1993年3月から大連に駐在していた私は、大連日本

商工倶楽部の事務局長もしており、本業の経済交流

のみならず、日本と大連との交流の「よろず相談窓

口」となっていました。連日、たくさんの方々の訪

問を受けていたある日、川畑先生が遼寧師範大学の

名誉教授であった金壽鵬先生に伴われ旅順の子ども

たちの日本語教育の相談のため事務所に来訪された

のです。 

すでに川畑文憲氏は旅順の同窓生たち550名とと

もに、1992年から「旅順児童教育後援会」を設立し、

旅順の子どもたちの日本語教育支援活動を開始され

ており、旅順九三小学校の日本語学習成績優秀者数

名を、毎年、日本に招待する活動もされておられま

した。 

しかし、“その成績優秀者であるはずの子どもたち

が、日本語でなかなか思うように会話ができない。

それは旅順が対外未開放のため日本人の話す日本語

を直接聞き学ぶ機会がないからではないだろうか。

それでは、夏休みに10日間の特訓会話講座を旅順で
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開催し、日本人が直接子どもたちに会話を教える「夏

期日本語会話特別講習会」を始めたいと考えた。し

かし、日本から日本語の先生を旅順に派遣するとな

ると大変な費用がかかってしまう。そこで大連在住

の日本人の中から日本語講師を探していただき、な

んとか本後援会の活動をご支援いただけないだろう

か”という内容でした。 

そこで、私は、これは妻である江原孔江の出番で

はないかと判断し、すぐに妻に川畑氏を紹介し大連

駐在の日本人のなかから日本語を教えることができ

る人を探す件を相談したのです。当時の大連はまだ

日本企業が進出し始めたころで、ほとんどの駐在者

が単身赴任の時代でした。大連日本人学校も、大連

商工倶楽部の支援で、日本の文部省の協力を得て開

校したばかりでしたが、夏期休暇中は日本に一時帰

国する人たちがほとんどで、日本語の教員資格を持

っている人で、ボランティア活動をしてくれる人は

なかなか見当たりませんでした。妻は、大学卒業時

に英語の教員免許を取得しており、語学を教える、

という知識と経験は豊富であったため、まずは、妻

自身が講師となり、また、夏休みに一時帰国されな

い方をお誘いし、二人を講師として、1998 年の夏、

旅順九三小での「第1回夏期日本語会話特別講習会」

がスタートしました。 

 その後、私は1998年11月に勤務先の東京本部に

転任の辞令が下りたため帰国することになったわけ

ですが、帰国日のまさに前日、突然、旅順口区から

呼び出しを受け、旅順名誉市民として顕彰されまし

た。まったく寝耳に水の話で、大変驚きましたが、

私が勤務先の初代所長として事務所を立ち上げ、未

開放旅順と日本との経済交流を開始したため、その

功績を評価された、とのことでした。その後、旅順

は、2009 年あたりから徐々に、部分的開放が続き、

ついに 2010 年 1 月、中央政府から全面開放が宣言

され、現在では多くの日本企業が旅順の人々と一緒

に活躍しています。 

私どもは日本に帰国後も、孔江は自身のボランテ

ィア活動として、毎年後援会が主催する旅順九三小

学校での 8 月の「夏期日本語会話特別講習会」に講

師として参加。一方、川畑氏は、孔江を後援会の理

事に抜擢し、後援会の皆様方とも知り合いになって

いきました。 

そんなご縁で、私ども夫婦と川畑文憲氏ご夫妻と

の交流が続いてきました。 

川畑氏と私が旅順名誉市民の第 1号と第 2号に顕

彰された、というご縁もあり、「旅順児童教育後援会」

との長いご縁もあったため、第 2 代理事長だった板

倉氏と副理事長だった大倉氏の孔江への相談内容を

夫婦で検討し、板倉氏を名誉理事長とする新体制を

急遽つくり、私どもの友人たち10名を集め理事とな

っていただき、後援会を引き継ぐこととなりました。 

かたや、旧理事のメンバーのなかでも、後援会の

活動を今後とも続けていきたい方は、ぜひ理事とし

て残ってもらいたいともお伝えしましたが、残念な

ことに、理事・監事全員が辞退したい、とのご意思

は変わりませんでした。 

そして、ご承知のとおり、2010年12月、臨時総

会を開催し、理事・監事全員が交代し、私、江原規

由を第３代理事長として新体制が発足しました。

1992年「旅順児童教育後援会」発足当初よりの理念

を堅持し、会員の皆様が支援・実施してこられた活

動内容は、すべてそのまま引き継ぎ、本年、発足25

周年を迎えております。 
 

理事紹介 
 ここで、改めて本年度の理事を紹介したいと思い

ます。 

 

江原規由（えはらのりよし）理事長は、東京外国

語大学卒業。日本貿易振興機構(JETRO)入会。海外

勤務先はバンコク、大連、北京、上海等。定年退職

後、現在は一般財団法人国際貿易投資研究所（ITI）

研究主幹。旅順名誉市民および中国山東省煙台市投

資顧問でもある。 
 

副理事長の成川育代（なりかわいくよ)氏は、明治

大学文学部卒業後、中国語研修学校を経てハルピン

に留学。帰国後はサイマル・インターナショナルで

中国語の同時通訳者として活躍。40代に差し掛かっ

たときに裏千家千宗室宗匠に請われ、1995 年から

2000 年まで中国の天津にて裏千家茶道短期大学の

創立に尽力。教授として駐在勤務。退職後、北京に

語虹舎（北京）諮詢有限公司という通訳翻訳会社を

独資で立ち上げ、総経理として北京在住。2015年帰
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国し、2016年4月より千葉県山武市の「さんむグロ

ーバルセンター理事長」として、2020年東京オリン

ピック・パラリンピック関係の活動を支援中 

 
専務理事の榊原淳子（さかきばらじゅんこ）氏は、

明治学院大学英文科卒。英文毎日出版部勤務の後、

（株）グラフジャパンに移籍し、外務省の海外広報

誌「Japan Pictorial」の編集に携わり、1988年から

7 年間ほど、北米ワシントン州シアトル市に家族で

赴任。現地ではメディア会社に勤務し、帰国後、JAL

グループのウインズ出版で機内誌 Skyward 英文版

の編集長に就任。中国語 PR 誌「翔」や写真集、絵

画集の編集も手がける。ウインズ出版退職後、株式

会社ジンジャーを設立。ハリーポッターの豪華本の

編集等に携わっている。 

 
理事の佐藤由巳子（さとうゆみこ）氏は、明治大

学大学院工学部建築学博士課程修了。MBA（ヘルス

＆ソーシャル・ケア）。前川國男建築設計事務所、（財）

いけばな草月会を経て 1990 年より佐藤由巳子プラ

ンニングオフィス主宰。主に（公社）日本医業経営

コンサルタント協会東京都支部理事・企画広報委員、

（社）日本建築家協会非常勤として医業系、建築系

の教育プログラムを企画運営。2009年からイギリス

がん患者支援マギーセンター日本設立のメンバーと

して 2016 年に東京豊洲にマギーズ東京を設立。大

連との関わりは、1992～2002 年まで大連市衛生局

と日中健康ツアー実施。 

 
理事の肖輝（シャオホイ、Mr.）氏は、1972 年大

連生まれ。現在、大連外国語学院日本語科准教授。

大連外国語学院（大学）を卒業後、独立行政法人日

本貿易振興機構 JETRO 大連事務所に 3 年半勤務。

その後早稲田大学大学院に留学し卒業後、東京都港

区の法律事務所に勤務。東京在住中に「旅順児童教

育後援会」で川畑文憲氏に出会い、以来、主として

文通活動に長年無償ボランティアとして支援・協力。

2016 年 4 月より中国国費留学生として 1 年間東京

大学大学院に留学。現在は大連外国語大学准教授で

あるとともに同大大学院博士課程在学中でもある。 

 

理事の神崎龍志（かんざきたつし）氏は、千葉県

生まれ。1976年から4年間北京滞在。東京外国語大

学中国語学科卒業。サイマル・アカデミー中国語同

時通訳コースを修了後、サイマル・アカデミー講師、

中国語会議通訳者。2015年より明海大学外国語学部

中国語学科准教授。 

 

理事の富樫史生（とがしふみお）氏は、台湾で 2

年、ニュージーランドで１年日本語教師、株式会社

アルク日本語事業部にて日本語教育事業や海外での

日本文化紹介イベントなどの企画・運営を担当。そ

の後、独立行政法人国際交流基金にて日中両政府の

合意の下に始まった中国高校生長期招聘事業のチー

ムリーダーを務める。平成20年、帰国した中国人高

校生たちを訪ねて吉林省長春から上海までの約

3,000 キロを自転車で走破。これまでに訪れた国は

60ヵ国以上。現在は、妻と一人息子の3人でニュー

ジーランド在住。ニュージーランドと日本との文化

交流事業に携わる。 
 

理事の奥野竜太郎（おくのりゅうたろう）氏は、

國學院大學哲学科卒。大学在学時に第二外国語とし

て中国語の学習を始め、途中休学して北京大学に留

学（計1年半）。卒業前から現在に至るまで中国に関

連する飲食店経営、貿易、生産管理、音楽マネジメ

ント・コーディネート、通訳等の仕事に携わる。建

築金物メーカーの上海支社に駐在し、中国生産（工

場長）を経た後、IT事業を展開中。以前「日中児童

の友好後援会」にて小・中学生の文通翻訳に協力。 

 

理事の勝尾修（かつおおさむ）氏は、慶應義塾大

学商学部卒業後、キヤノン㈱入社。東京証券取引所

入所。日本経済団体連合会の経済広報センター出向

中、国際広報部で日本経済界と中国有力大学との産

学連携の促進、中国大手メディアの有力ジャーナリ

ストの日本経済界の理解促進活動等を担当。在日中

国人留学生の日本企業見学会や愛知万博の見学会な

ど多数開催。2005年には高倉健主演の『単騎千里を

走る』上映会を経団連会館で開催するなど、“政冷経

熱”と評され反日感情が高まった時期の日本経済界

の理解促進に努めた。その他にも外務省，霞山会な

どが実施する中国人ジャーナリスト・中国人留学生
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等との交流プログラムのサポートを担当。現在、日

本証券取引所グループ勤務。 

 

理事の中村芳子（なかむらよしこ）氏は、国際基

督教大学大学院卒業。財団法人国際文化会館企画部

勤務後、ワイン会社である有限会社ヴィレッジセラ

ーズを創立。銀座にある試飲会用のオフィスを本後

援会の作業用スペースとして無償で提供。 

 

理事の相培妮（シアン・ペイニ）氏は、2012年度

より理事。中華人民共和国山東省煙台市人民政府駐

日本商務代表を経て、現在は烟台市に在住。日本と

烟台市の相互交流を担当。 

 

理事の坂本千代子（さかもとちよこ）氏は、旅順

生まれ、旅順育ち。今年 90 歳を迎える。63 歳から

本後援会理事として文通活動を支援。新体制後も理

事として文通活動にボランティアとして活動をして

いる。 

 

理事、事務局長の江原孔江（えはらみちえ）は、

津田塾大学学芸学部英文科（専攻はアメリカ研究）

を卒業。財団法人国際文化会館企画部にて故松本重

治理事長の秘書を兼務。江原規由と結婚後、文部省

社会教育施設である独立行政法人国立女性教育会館

（NWEC）に勤務。2000 年から財団法人国際文化

交流推進協会で事業課長として国際文化交流の仕事

に従事しながら夫の海外転勤の際には同行しバンコ

ク4年、大連6年半、北京4年、上海10か月滞在。

各地で広報活動や文化交流に携わる。 

 

監事の岩崎壽美子（いわさきすみこ）氏は、東京

学芸大学卒業後、東京都の小学校教員となり港区立

三光小学校校長勤務時代に、本後援会の活動と出会

う。定年退職後、本後援会文通担当理事として貢献。

2016年度より本後援会監事に着任。 

 

アドバイザーの劉瑛（りゅういん）氏は、大連在

住。大連理工大学卒業後 JETRO 大連事務所勤務。

退職後は日本および国際的なコンサルティング会社

として「真言諮問有限公司SUNAO」を立ち上げる。

文通活動での諸連絡や、訪日団、訪中団派遣の際の

随行やアレンジメントをボランティアで担当。2 児

の母。昨年度の本後援会発行冊子「中国の子ってど

んな暮らししてるの？2017」の執筆者。 

 

 以上が、現在の後援会の理事、監事の皆様の紹介

です。本後援会の財政状況から、全役員は交通費の

支給も無く、謝礼もなく、逆に、多額の寄付をして

いただいている状況です。これらの40代から80代

まで各世代にまたがる日中双方の15名の理事、監事、

アドバイザーの無償ボランティアとしての社会貢献

のおかげで、本年25周年を迎えることができていま

す。ほとんどの理事が現役の仕事を持ち、それぞれ

の幅広いジャンルのなかで活躍中です。豊かな人間

性と、豊富な人脈、多数の友人ｌそしてなによりも

一流の専門的な経験と技術を持ちながら、本後援会

の会員たちに敬意を払い、活動意義を尊重し、見守

り、ボランティアとして支援してくれています。 

ここに改めて厚く感謝申し上げます。 

 

他に類を見ない本会活動を継続 
 この 7 年間、本後援会は、文通活動と訪日団の受

入を中心とし、それらの活動に必要と思われる資料、

たとえば、旅順の昔話の絵本や、中国の子どもたち

の生活の様子を伝える資料を作成しながら実施して

まいりました。 

本後援会の活動は、発足の経緯や大連・旅順政府

との協力関係の樹立と支援等、日本と中国の子ども

たちの交流の歴史のなかで、他に類を見ません。 

この後援会を発足発展させてこられた川畑文憲氏

をはじめとする旅順の皆様の崇高な心意気に、改め

て心からご尊敬申し上げ、その意義の深さに思いを

いたしております。 

年間 500名ほどの子どもたちへのささやかな文通

活動ではありますが、今後とも、日中の子どもたち

一人一人の心に、あたたかく、深く残る活動を続け

てまいりたいと思います。会員の皆様には、引き続

きまして、何卒よろしくご支援賜りたくお願い申し

あげます。◆ 
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初代理事長 川畑文憲氏 の想い 
 
 本年5月、故川畑文憲氏に長年連れ添わ

れた川畑マリ夫人が帰天されました。 

川畑ご夫妻のご生前における日中交流

に対するご貢献は、海よりも深く、空より

も高いものであったことは間違いありま

せん。 

本後援会が創立 25 周年を迎えた今日、

ここに改めてご夫妻のご貢献に心からの

敬意を表し、初代理事長川畑文憲氏の本後

援会に対する想いがつづられた 2005 年

当時の文章を掲載し、本後援会の原点を改

めてご紹介させていただきます。 
 

 

 

 
＊本稿は2004年9月に執筆されたものです 

 

日中児童の友好交流活動 13年の歩み 
川畑文意 

60歳を機に始めたこと 
私は 1979（S54）年と 1983

（S58）年の2回心筋梗塞症を患

い主治医からは責任のある地位

で仕事をすることを止められて

いたので、老後は何らかのボラン

ティア活動をやってみたいと考

えていた。60 才の時に副社長か

ら会長に転じた機会に、退任後は

子供達の夢を実現する手助けを

しようと決め、「東南アジアの恵

まれない子供達のために簡易校

舎を建造して就学の機会を増や

す」、か、「中国の子供達と日本の

子供達の交流によって将来の両

国友好のための草の根運動をや

る」か、のどちらかを選択するか。

色々考えた末、自分の23年間の

多感な時代を過ごした隣国中国

との友好と特に子供達の交流を

中心とした活動をすることに決

めた。 

 

まず中国語学習を開始 
その準備として 60 才から

NHK 文化センターの中国語教

室に通い、中国語を習い始めた。

この学習は73才まで続けた。 

その間に中国の子供達の交流

は自分の成長時代に大きな影響

を受けた旅順地区の小学生を対

象にすることを決めた。言葉は交

流の基礎であると考え、会長職を

68 才で退き、相談役の閑職を受

けて活動を開始した。 

 

活動開始―旅順訪問 
素懐であった日中子供達の交

流を支援するため 1990 年直接

中国側との接触を始める事とし、

初めて 1 人で大連市旅順口区の

人民政府を訪ねて 

（1）旅順の小学生と東京の小学

生との交流 

（2）旅順の小学生が日本語を学

習するために必要な支援 

について交渉を持った。 
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未開放旅順との交渉 
当時の旅順は全くの未開放地

区で、旅順に入境するには大連市

公安局長の許可が必要で、明確な

訪問の理由を申請し、半日がかり

の難事であった。当然のこととし

て、旅順観光の理由などは認めら

れず、許可の条件は技術提携・経

済投資・都市造り投資などで、教

育投資さえも認められなかった。 
 

金儲けとは無縁活動 
そんな状況の中で、私は1990

年と1991年に2回ずつ旅順口区

政府との折衝を繰り返した。が、

当時の中国は鄧小平首席の方針

で、軍隊であれ、役所であれ、学

校であれ、誰もが金儲けのために

商売をすることが奨励され、金儲

けが経済の成長に繋がり生活を

向上させることになる、との思想

であったため、旅順政府も大連市

の教育委員会でも日本語教育や

子供達の交流には無関心で、その

ための予算付けなど考える余地

もない姿勢であった。 

従って私の教育投資の計画に

対しては、「その様な資金があれ

ば、政府機関と合作で、まず経済

投資をし、その利益で教育投資を

すれば良い」と言う、どうにも理

解し難い意見で、私の考えを相手

にしてはくれなかった。 

1991 年の春、3回目の旅順政

府訪問をし、交渉を行ったが、全

く進展しなかった。それどころか

旅順口区政府では、日本人が書く

書類上の来訪の目的を信用せず

「旅順の見物こそが真の狙いで

ある」と見抜いており、まともに

交渉する相手とは認めていなか

った様である。 

しかし、私は 3 回の旅順訪問

中、1度も市街地見物や旧自宅訪

問など希望せず、打ち合わせが終

わるとさっさとバスで大連に帰

っていたので、恐らく旅順口区政

府の関係者達は他の日本人とは

様子が異なると感じていた様で

ある。 

その頃、私は長岡藩の家老の

「米百俵」の小説を、東京大学に

留学中の中国留学生に翻訳して

もらい、原稿用紙10枚位に物語

を纏めてもらって、旅順政府の関

係者に配布したが、恐らく読んだ

者はいなかったと思う。 

それ程中国の人々は金儲けに

熱中し、それ意外には関心を示さ

ず、新造語である「向銭看」（拝

金主義という程の意味）にどっぷ

りと漬かっていた。 
 

4回目に通じた誠意 
1991年の秋に4回目の旅順訪

問をした時には、もし今回も交流

が進まなければ残念ながらこの

活動計画を諦めるつもりであっ

た。が、今までとは全く様子が違

って、大変丁重に対応され、打ち

合わせも本論に入り、概略合意が

できた（翌年 1 月に旅順口区政

府代表が訪日する機会に、東京で

合意書に署名することが決まっ

た）。 

その時も打ち合わせ後は早々

と大連に帰るつもりで関係者に

挨拶をしていたところ、対外経済

貿易委員会の主任が政府の公用

車を回してくれ、「今日は大連に

帰られる前に先生が少年時代を

過ごした高等法院の官舎にご案

内しますから、よくご覧になって

写真に納めて下さい」と思いもよ

らない言葉を貰い、旧市街一戸町

にあった旧住宅の内部まで見せ

てくれた。 

雑談で「私も懐かしい旅順を見

物したい気持ちは人並み以上に

もっているが、第二の故郷と思っ

ている旅順を訪ねて、人目を避け、

こそこそと見物するのは旅順を

愛する私の誇りが許さない。何時

の日かきっと旅順が開放されて

遠慮なく見物できる時が来ると

信じているので、急ぎません」と

言って、同行した政府の関係者か

ら拍手を送られたことが忘れら

れない。 

誠意をもって肝を据えて話を

進めれば、必ず道は開かれる、と

の自信を深め、爾後の活動の姿勢

とした。 
 

活動内容の合意署名 
1992年 1月 21日、東京のホ

テルで旅順口区の副区長をはじ

め関係者と会談し、我々旧旅順出

身者の団体（旅順の小学校出身者

は約200名）は 

（1）旅順教育委員会推薦の重点

校、旅順九三小学の生徒が日本語

学習を始めるに当たり、学習に便

宜を与えるため、語学教室の整

備・教材の充実・日本語の非常勤

講師の手配などの費用を当方が

負担する。 

（資金＝後援会会費 3000 円／1

人＋寄付金） 

（参考：旅順口区の小学校数41、

中学校数12、高校数4） 

（2）日本語学習中の生徒から毎

年若干名を日本に招き、東京の小

学校に体験入学して直接日中小

学生達の交流をする。 

（3）当後援会の会員宅にホーム

ステイさせ、日本人の生活様式を

体験し、日本文化の一端に触れる。 

（4）日本において日本語を実地

学習する。 

などの活動について、合意・署名

した。 

この合意の実施期間は、政府側

は最少20年を希望したが、当方

はこの活動に関しては全くの素

人であり、会員が旅順小学校出身

者で年輩者の集まりであること、

それ以上に大きな問題点は中国

がどのような発展変化をするか

の予測が誰にも立てられない点

などを理由に10年に短縮した。 

 



7 

 

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会                                        白玉40号 

 

後援会設立 
以上の内容の合意事項を順調

に実施するために、改めて会員を

再募集し、旅順の小学校出身者を

正会員とし、旅順以外の人で趣旨

に賛同される方を賛助会員とし

て、約 400 名の会員が 7 月 11

日に「旅順児童教育後援会」を設

立し、活動が始まった。 

 

旅順九三小学校での

日本語教育開始 
1992年の新学期から始まった

九三小学での日本語教育は、4年

生から 6 年生までを対象に各学

年（250名中）50 名位の受講希

望者がいた。毎年贈呈していた支

援金（100万円／1年）で語学教

室は年々立派に整備され、 

3 年目には各学年で 150 名位

の生徒が受講し、全校では 450

名の子供が熱心に学習しており、

大連市の各小学の中では最も日

本語学習者の多い学校となった。 

5 年目には全校で 600 名が受

講し、大連市とキヤノン共催の日

本語弁論大会では毎年複数の入

賞者を出す程の実績となった。あ

る年には小学生の部の優勝者が

旅順九三小学の在校生であり、中

学生の部・高校生の部とも九三小

学の卒業生が金賞を獲得した偉

業が新聞に発表され、その後遼寧

省の各地の小学から九三小学の

日本語授業の視察が盛んに行わ

れた。 

この日本譜教育支援は、環境が

変化し、大連市政府の教育予算に

も漸増現象が見られたし、語学教

室の整備を終わったので、旅順側

と協議し、開始 8 年目で金銭支

援は取り止めることにした。 

 

英語重視政策の影響 
また全国の日本語教育に閲し

北京の中央政府の指示が出され 

IT 技術の早期習得普及のために

学校での語学指導は英語優先と

決定されたため、九三小学でも

1999年から日本語学習者が激減

し、現在は 250 名ほどに減少し

た。しかも土曜日の補習授業が中

心となっている。旅順の中学校で

は日本語授業は 2003 年から全

廃となった。 

 

203高地桜花園計画 
後援会の活動は順調に進み出

したが、相変わらず旅順入りには

誰もが苦労していたので、旅順口

区政府の区長にお願いし、「203

高地の南麓に桜公園を造成し区

民に寄贈するので、この公園内に

限って治外法権的に日本人と中

国人との交流が自由にできる自

由交流区に指定してほしい」と申

し入れ、交渉を重ねた未、特別地

域として認めてくれることにな

った。 

 

1300本の桜植樹 
1993年には旅順政府の林業水

利局長・国家森林公園主任・203

景区管理所長等閑係者と協議し

中国桜の原種である南京桜の苗

木 1300 本と常緑樹 700 本を手

配し、3月12日に党幹部・旅順

政府区長他関係者・九三小学の高

学年生・その父母・当後援会員・

ブラスバンド部員も参加して、盛

大な植樹祭が催された。 

この公園の造成・植林作業は旅

順政府が軍に依頼格安の値段で

請け負ってくれたため、費用は随

分節減され、総額900万円程（全

額特別寄付）で完成した。この様

な仕事を軍に外注できるとはい

かにも中国流であると驚いた。 

 

訪日団活動開始 
同じ年 1993 年には旅順九三

小学の5・6年生から選ばれた子

供達が訪日し、東京の小学生との

直接交流が行われた。 

第1回目の訪日団は、6年生4

名と引率者 3 名の 7 名が 7 月 1

日成田空港に着いた。初めての経

験で、双方不慣れなため様々な出

来事にてんてこ舞いした思い出

が多い。空港からリムジンバスに

乗った子供達の中には発車前に

車酔いし、座席を汚す者・ユース

ホステルで冷たい牛乳を飲んで

下痢をし、団体行動から外れる者、

初めての集団宿泊が愉しくて夜

も寝ずに騒ぐ者など、目を離せな

い有様であったし、生徒が 4 名

で引率者が 3 名も付いて来るの

も、世相を表していた。 

選ばれて来日した子供達は優

秀な生徒ばかりで、中学校・高校

に進学後キャノン杯日本語弁論

大会では全員が入賞したり、有名

大学に進む者・日本の大学に留学

する者もいた。1回目の来日者は

己に社会人になっておりこの人

達と旅順で会うのは小生の喜び

でもある。 

 

感動の日本受入校 
学校訪問では全校あげての大

歓迎を受け、身振り手振りの会話

でも十分意志は通じ、瞬く間に以

前からの友達のように振る舞う

のには、大人達が目を見張り、算

数教室に参加した九三小の生徒

は先生が黒板に書く問題には

早々と手を上げて次々に答えを

書いたのには見学していた日本

の父母と先生が顔を見合わせる

場面が屡々であった。女子生徒は

ピアノを上手に弾き、男子生徒は

立派な習字を書いて、日本の子供

達が歓声をあげて拍手を送る素

晴らしい交流となった。昼は全校

生徒に混じって学校給食に舌鼓

を打ちつつ楽しい一時を過ごし

大満足だった。別れる時間となっ

た時、旅順の子供達が校長室に現
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れ「もう少し時間を延長するか、

明日もう一度訪問させて下さい」

「日本の小学生も旅順に来て下

さい」とお願いしていた姿を見て、

この純粋さが両国児童の間に長

く続くことを願った。 

 

ホームステイの教訓 
ホステルに帰ってから九三小

の生徒に日本の小学校訪問の感

想を聞いたところ、最初に口から

出た言葉は「日本の先生と生徒は

友達みたいだった」であり、驚い

たり、羨ましがったりしていた。 

ホームステイでは受け入れる

4 家族が凡て未体験であるため、

事前に説明会を開き生活習慣の

違いなど細かく打ち合わせをし

たり、当後援会編の「家庭生活上

の日常会話集」を配ったりした。

しかし、この活動でもハプニング

が起こった。ある女生徒は日本の

家庭に着くなり極度のホームシ

ックにかかり、誰が慰めても聞き

入れず、泣き続けていた。やむを

得ず一緒に来日した同じクラス

の子供の宿泊している家庭に連

れて行き、一晩一緒に泊めること

にした途端、泣きやみ、何事もな

かった様に早速オセロゲームに

興じていた。この間何人もの大人

達が右往左往すること 7 時間程

であった。矢張りホームステイの

要諦は、預かる子供達を自分の孫

が遊びに来た時の様に、家庭の一

員としてごく自然に対すること

で、寧ろ日本家庭の習慣や躾を積

極的に教える位の方が良いと会

得するのには、3、4 回経験して

からである。食べたい時には子供

達が勝手に冷蔵庫から好きなも

のを取り出せる位になれば、全く

心配なくホームステイが出来る

筈である。毎年子供達が帰国して

からホストファミリーのお母さ

ん達の反省会を行っているが、

色々の出来事や思い掛けない場

面での日本のお母さん方の臨機

応変な措置を聞くのも愉快で、今

後の参考にしたいことが多い。 

訪中団との交流 
第 2 次・第 3 次の訪日団受入

後からは、秋に催される当会員の

旅順訪問の機会を利用し、訪日団

員の父母・九三小学の教員・教育

局関係者・当会の会員が一堂に会

し、子供達の帰国後の生活の様子

や日本での体験などについて懇

談する機会を持った。どの父母か

らも異口同音に「今までの子供の

甘えの生活が、訪日後は随分変わ

り、積極性が見られるし、自分の

事に責任を持つ態度になった」と、

大変感謝される。 

中国には「四・二・一、総合症」

という新造語があるそうだ。1人

の子供を両親の祖父母 4 名と両

親 2 名で、可愛がることを皮肉

った、所謂、一人っ子症候群」と

いう甘やかし構造を示した言葉

である。 

 

文通交流開始 
1994年に“子供ペンフレンド

クラブ”を設け、スタート時には

日中それぞれ40名程の子供が文

通を始めた。年ごとに会員が増え

徐々に交流が拡がっていった。 

なぜ、このペンフレンドクラブ

を開始したか。それは、次のよう

な理由であった。 

日本語を学習中の九三小学生

の中から毎年若干名を日本に招

いて日本の小学生と直接交流を

していたが、その数は初年度が4

名、次年度から増員して6～7名

の訪日団を編成して来日するこ

とになっていた。一方、第 5 次

の訪日団を招いた頃には九三小

学で日本語を学習している生徒

は全校生徒の約半数の 600 名位

に膨張し、日本語学習熱は頂点に

達していた。そんな状況下で日本

の子供と直接交流できるのは相

変わらず年に6～7名であり、残

りの子供達は交流の機会がなく、

その上、旅順の市街地が未開放で

あったため、外国人、特に日本人

との接触は全く出来ない環境に

あった。そこで、せめて文通によ

る交流の機会だけでも与えてや

りたいと考えて、この活動を実施

した。 

年 2 回の文通とし、旅順の子

供達は中国語で、東京の子供達は

日本文のため、当後援会がその都

度、相手方の言葉に翻訳して一括

学校に郵送する方法を採ってい

る。 

初期の頃の東京の小学生の手

紙は、日頃手紙を書く機会が少な

いのか、内容も分量も乏しく旅順

の小学生に比べ、量的には 3 分

の 1 程度であったので、文通を

続けることに不安を持っていた

が、最近では手紙の内容も量も同

程度になり、杷憂に過ぎなかった

と思っている。 

自分が考えていることや感じ

ていることを文章にするという

意味では、作文の養成にもなって

いると密かに喜んでいる。 

 

特徴ある手紙の内容 
特徴的だったのは、旅順の子供

達は手紙の文末に「私は将来祖国

中国のために役立つ人間になる

よう努力するつもりです」と、ほ

ぼ全員が同じ趣旨の文章を書き

添えるのには少々驚いた。が、全

体主義国の教育の一端が伺われ

たし、まさに教育の力の大きさを

改めて認識した。 

しかしこの末文表現も4～5年

続いたが、現在では大方の子供が

書く事をやめてしまった。これは

恐らく日本人の異文化と接触し

た影響で、日本の子供達にはその

様な趣旨の手紙を書く者がなく

不思議に思いつつも次第に同化

されたと思われる。異文化により
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旅順の子供達の視野と知識が少

しでも拡がる事を期待した（中国

側にとっては好ましくない事か

もしれないが）。 

現在の文通は東京側が 5 校、

旅順側が 2 校の小学生が行って

いるが、これは日中両国の小学校

の在校生数の違いによるためで、

旅順の市街地にある小学校は

1200～2500 名位の生徒数であ

り、東京では 200～350 名位の

生徒数が普通であるためである。 

今年から庄河市の中学校と東

京青山中学校の生徒達の文通が

始まり、ペンフレンドクラブの人

数も日中それぞれ 500 名を超す

規模となってきた。 

 

設立 5周年交歓会 
1997年には旅順口区人民政府

が当後援会の設立 5 周年を祝っ

て旅順劇場で日中の交歓会を開

催してくれ、当会からは60名位

の会員が参加した。 

旅順側の参加者は旅順政府の

関係者・九三小学の生徒並びに父

母約 1,000 名が会場を埋め尽く

し、九三小学の生徒達による歌・

踊り・演奏など約 2 時間の歓迎

出演で、参会者達を魅了した。 
 

旅順名誉市民に顕彰 
その会場で小生は思いもよら

ぬ旅順名誉市民の称号を授与さ

れた。日本人では最初の公民称号

を授かった事を知り、旅順を訪問

した会員と共に喜び、今後末永く

日中子供達の交流が継続される

事を願った。 

以後、小生には旅順における中

国人同様に、行動の自由が許され

る事になった。 
 

夏期日本語講習会 
その年には夏休みを利用し、旅

順九三小学の教室を借り、高学年

の小学生を対象に「夏期日本語会

話講習会」を開催し、大連に在住

の日本人商工クラブのご婦人に

ボランティア講師をお願いした。 

1クラス15名の少人数教室を

2クラス編制し、行き届いた会話

の指導をして貰った結果、受講生

達も熱心な講師の指導に応えて、

受講者30名は1人の欠席者もな

く、10日間、40時間も講習を消

化し大きな成果を上げた。 

その後、第 3 回目の講習会か

ら小学生と中学生が参加する事

になり、学校側の話によれば定員

30名に対し7倍近い応募者があ

った様で、学校側は選抜に苦労し

ているとの事であった。 

この時期からは日本において

募集されたボランティア講師 4

名が指導に当ってくれた。中には

トルコ大学で日本語の教師をし

ている人が毎年夏休みを利用し、

トルコからの航空運賃自弁で参

加してくれたのには感激感謝で

あった。 

受講生徒は多くの応募者から

選ばれた子供達であり、講師は渡

航費自弁で引き受ける奇特な

方々なので、双方とも誠に熱意に

満ちた授業となり、主催者側は感

動する場面も多い、実りある日本

譜学習である。 

この講習会の受講資格は小学

生 5・6年生、中学生は 1・2 年

生であるが、ある年、小学 4 年

生の生徒が何としても日本語講

習を受けたくて雨の中を学校に

出掛けた。生憎の激しい集中豪雨

のため河川が氾濫しているのに

無理して川を渡ったため、途中で

学用品の入った手提げ袋を水に

流され、全身濡れ鼠になり、泣き

ながら学校に辿り着いたとのこ

と。 

当会は小学校からこの事情を

聞き、直ちに本人の希望通りに、

特別参加を認めて受講させたが、

当人は日本語の学力が低いのに、

最後まで頑張ったので終了式で

は努力賞を授与された。 

小生は、帰国後にこの児童の母

親から懇篤な手紙を貰い、息子を

特別参加させてもらったお礼と、

息子が大学まで日本語の勉強を

続け、将来は必ず日本語に関係の

ある職業に就くと誓っている旨

の健気な心情が記されてあり、心

を打たれた思い出がある。この児

童は毎年クリスマスカードを送

ってくれるし、元気に成長してい

ることを喜んでいる。 

毎年 30 名の受講者の中から、

修了式では成績優秀者に進歩賞

を授与していることが受講者の

励みとなっている様で、年々学習

成績も向上してることを嬉しく

思う。 

2003年はサーズの影響で講習

会を中止したため、既に受講者に

選ばれていた子供達の張り切っ

ていた様子を九三小学の日本語

教師の便りで知り気の毒に思っ

た。 

 

受講希望者の増加 
2004年の今年は第五十五中学

の日本語正課が廃止になり、英語

と取り替わったので、九三小学の

生徒だけが受講することになっ

たが、九三小学側から、この機会

に小学生の受講者数を40名に増

員してはしいとの強い要望があ

った。そこで1組10名で4クラ

スを編成して実施した。この年か

ら初めて4年生10名が1クラス

に編成されたが、仲間に遅れまい

と一心不乱に努力する姿に何と

か応えてやりたいと意を新たに

した。修了式での講師と子供達の

感動的な惜別の光景は子供の真

筆さと共に講師達の心を強く打

ったとの報告書を受け取った。 

 

音楽の集い 
2000年には大連会と大連市人

民政府共催・在大連日本領事館・
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大連日本人商工会・中日友好学友

会と当後援会協賛で「2000年日

中児童の友好音楽の集い」が大連

市と旅順口区で行われた。 

大連ではNHK東京放送児童

合唱団と大連青少年宮童声合唱

団の双方 80 名の団員が共演し、

大連市広播電子局（大連テレビ放

送局）において 3 回実施され、

旅順では NHK 合唱団と旅順九

三小学を中心とした白帆児童合

唱団との共演で行われた。 

大連市では子供達の合唱共演

による交流は初めてのことであ

り、鑑賞した人達からは大好評を

受け、感動の裡に児童・少年達に

は忘れ難い貴重な友好の実績と

なった。 
 

ＮＰＯ体制へ移行 
2001年7月には、当後援会が

NPO法人の認証を受け「旅順児

童教育後援会」を「日中児童の友

好交流後援会」と改称し、これを

機会に旅順の子供達だけでなく、

山間僻地にある小学校の児童達

も対象にして活動範囲を広げる

ことにした。 

中国では都市部にある諸学校

には相応の教育予算がつくが、農

村・山間部などの僻地にある諸学

校には予算の配分が少なく、その

ために校舎が老朽化したままで、

激しい降雨の日は雨漏りがひど

く休校になったり、生徒数が増え

ても机・椅子などの備品を増やす

ことができない状況で、生徒達の

学習には気の毒な環境である学

校が多い。 

そこで予算に恵まれない小中

学校では個人・企業・団体などに

寄付を仰ぎ、校舎の補修や学校運

営に活用している現状である。こ

の様な教育上の寄付を取り扱う

窓口が設けられ、この種の寄付行

為を「希望工程」と呼んでいる。 

 
 

 

希望工程への参加 
簡単に中国式の「希望工程」の

内容を紹介すると、寄付行為は活

用の内容によって 3 種類に分け

られる。 

（1）校舎の補惨・増設工事の資

金 

この種の寄付金が「希望工程」

の主流であり、10 万元以上（約

140万円）を寄付した個人や団体

には、その学校名を改変する権利

が与えられている。 

（2）学校備品（学習机・椅子・

黒板・教員机・複写機等の教育用

具）や事務用品の購入資金 

（3）特定の生徒に対し卒業まで

の学習奨励金（日本での奨学資金）

を贈与する資金 中学生1人に年

間400元（約5600円） 
 

希望工程寄付は庄河 
当会では 2 年間の調査検討期

間を経て2003年度から「希望工

程」に参加することにし、第 1

回目として庄河市の山間部にあ

る長嶺鏡の中学校の補修増築工

事に協力し、10 万元（総工事費

70 万元の内）を寄付した。希望

工程の規定にある通り10万元以

上の寄付者に与えられる校名改

称を当会は再三辞退していたが、

長嶺鎮政府の鎮長や庄河市の市

長のたっての要望により「中日友

好希望中学」の校名にして貰った。 

工事は昨年11月に完了し、地

元の有力者・生徒の父母・生徒が

参加して、盛大な竣工祝いと感謝

の会が催された。 

当会にとっては初めての試み

であるが、当会の終極の目的は日

中子供達の友好交流であるので、

当該希望中学と東京都港区立青

山中学校の生徒との文通を始め

ることにした。両校とも海外交流

の経験がない上に、両校の生徒数

にも相当の差があって、1回目の

文通に時間が掛かっているが、近

いうちに軌道にのり、生徒達の往

来も見られることと期待してい

る。 
 

設立 10周年集会 
2002年の6月には当後援会の

「設立十周年の感謝の集い」が催

され、同年10月には旅順政府主

催の「10 周年慶祝大会」が旅順

で行われ、新しい出発となった。 

両会の当日の模様は紙面の都

合で説明を割愛するが、お互いに

強く印象に残る会であり、今後の

活動の励みとなった。 
 

朋友会を創設 
少し時間は遡って 2001 年の

夏、九三小学時代に訪日団員に選

ばれて日本に交流の旅をした児

童の数が既に67名となったので、

旅順における夏期日本語会話講

習会の期間を利用し、嘗ての訪日

団員で現在大学生になっている

若者達を招集して訪日団員の連

絡会（日本流の同窓会）を結成す

る相談をした。 

中国の学校卒業生の間には日

本の様な同窓会の組織がほとん

どないので、会結成の主旨や仕組

み等の説明に 2 時間以上も掛か

かった。 

漸く設立の目的を納得し、漸次

話が進み、第一回総会日を翌

2002年の8月とすること、会名

を「朋友会」とすること、目的は

団員相互の連絡親睦・情報交換・

日本留学の情報と同年代との交

流情報並びに当後援会との連

絡・団員名簿の作成・ミニ会報の

発行等の原案を作り、役員候補者

を内定して準備作業をほぼ終わ

った。 

残念なことに 2002 年の夏は

小生の体調の具合で旅順行きを

取りやめにし、翌2003年はサー

ズ蔓延のため延期となり、2年間

は実現を見なかった。 
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2004 年の今夏、改めて 16 名

の現大学生を旅順に集め（第 1

回の準備会に出席した大学生は

全員社会人となったり、大学院に

進んでいる）準備会のメンバーを

再編成して協議し直した。 

体格的にも人格的にも素晴ら

しい成長をしつつある大学生達

が、訪日した当時可愛かった 1

人 1 人の小学生時代を想い起こ

し感慨無量であった。これらの青

年達が将来どのような日中友好

の旗振り役を果たしてくれるか

を想像し、当後援会の小さな夢の

実現を期待しつつ、打ち合わせを

終えて三々五々帰路につく若者

達を見送った。 

来年2005年の第1回総会には

社会人と大学生を招き、第 2 回

の再来年の総会には、高校生・中

学生も参加できる会にし、第 3

回の総会には、小学生達の訪日団

員が日本でのホームステイで世

話になった日本のお母さん方や

当時直接交流した小学生達にも

招請案内をしようという約束に

なった。実現できればさだめし感

激の対面になるだろうと胸がわ

くわくする思いである。 

 

相互協力関係へ 
現在の中国都市部の経済事情

は著しい発展繁栄を続けそれに

伴って都市部に居住する人々の

個人生活は驚くほどの向上を見

せているため、隔年毎に交流活動

の費用を少しづつ旅順側が負担

することの話し合いを進めてき

ている。 

特に、中国のここ2～3年の経

済成長は嘗ての日本や韓国・台湾

等とは比較にならない程の早さ

で、2030年頃には世界第二の経

済大国日本をキャッチアップす

る程の勢いであると言われてい

る。 

今年 8 月に旅順を訪ねた時に

旅順教育局の局長・九三小学の校

長・外事弁公室の主任・その他の

関係者の方と協議し、従来は兎角

一方的支援関係に陥り勝ちであ

ったが、現在の様な強力な国にな

ってきた中国との活動の在り方

は支援ではなく協力であるべき

だと説明し、今後の活動姿勢を相

互協力関係に改めることで合意

した。 

具体的には、友好交流活動に要

する費用（子供達が訪日する時の

航空運賃・日本滞在中の傷害保険

料・訪日活動の目的である児童の

交流に関係のない観光見物など

の諸費用など）は双方が分に応じ

た負担をすることを取り決め、交

流活動が新しい時代に入ること

になった。 

あるいは日本政府が実施して

いる発展途上国に対する開発援

助 ODA よりは一歩先を歩いて

いるかもしれない。 

 

英語教育重視の影響 
日本語の学習事情について一

言付け加えておきたい。日本語学

習熱は 1997 年頃を境に次第に

変化が現れ始めたことはすでに

申し述べたが、1998年には中国

国内で IT産業を早期に振興する

ためには、情報技術の早急な取

得・普及が必要であるということ

から、中央政府は世界共通語であ

る英語学習を奨励し、小学校でも

第一外国語は英語と決められた。 

2002年には当会活動の対象校

である旅順九三小学でも、この中

央の指導に従い、日本語学習受講

者は 250 名位にまで激減し、し

かも土曜日の課外授業が主とな

った。 

旅順の第五十五中学でも日本

語授業は全廃となった。 

その後九三小学校では、何とか

努力して日本語学習を継続し続

け、その結果現在では 350 名程

に受講者が増えた。旅順の他の小

学ではほとんどの学校も日本語

を廃止し、日本語学習の有力校で

あった水師営中心小学でも取り

止められ、旅順では唯一、九三小

学だけが授業を続行していた。 

ところが世の中は何が起こる

のか計り知れないことがあるも

ので、特に中国の様な政治体制の

国では尚更のこと予測できない

ことが起こるものである。 

 

再び日本語教育熱 
2002 年頃から大連でも IT 関

係産業のベンチャービジネスが

起業し始め、2003年に大連市人

民政府が発表した「大大連市都市

計画」の構想には、嘗て米国での

コンピュータ産業基地シリコン

バレーと同様な IT産業基地政策

が取り上げられた。 

この構想は地方政府の計画か

ら中央政府の国家計画に格上さ

れることになった。以来日本企業

と合体でこの分野に進出する企

業が次々と設立され、これらのベ

ンチャーは日本企業との合弁が

多く、技術は日本企業指導型であ

るため、社員の採用条件の第一は

日本語の習得者という方針が打

ち出された。 

社会主義型市場経済の特色的

な一面は、様々な政策や改革が、

端的に言えば、一夜にして変更さ

れる傾向であり、従来から外国企

業に対する優遇税制が簡単に変

更される現象に遭って、日本から

進出している中小企業には困惑

した業者が多いと聞いている。 

以上のような IT関係ベンチャ

ー企業の振興は大連市の中・高校

にも反映し、それに即対応して日

本語習得授業が始まり、日本語熱

は再び勢いを見せ始めた。 

本年7月12日から3回に亙り

NHKテレビでは、大連市におけ

る IT産業の現状と企業で働く中
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国人の日本語習得状況が紹介さ

れ、その一例として大連市第十六

中学（高等学校）における日本語

教育がPRされた。 

突如として日本語学習熱が下

火になり、がっかりさせられたか

と思うと、唐突に学習熱が盛んに

なったりするなど、まだまだ中国

では見通しの付けにくい環境が

あるだけに、我々も常に変化に注

意し、一喜一憂を慎まねばならな

い社会であることを認識する必

要がある。 

最後に当後援会活動の現在ま

での歩みを数字で示し、駄筆を置

くことにする。 

（1）小学生時代に訪日団員とし

て来日し、東京の小学校に体験入

学したり、当会会員宅にホームス

テイした児童数は67名。 

（2）友好校として交流している

小学校は旅順2校、東京に5校。

中学校は庄河に 1 校、東京で 1

校。 

（3）ペンフレンドクラブの会員

は年間の延べ人数にすると、日中

双方で約2200名。年2回の文通

者は双方500名。 

（4）旅順で実施する夏期日本語

会話講習会の受講者総数は 160

名。 

（5）当会会員の旅順訪問団団員

数は約 400 名、延べ人員は約

1,800名。 

（6）当後援会の会員数は486名。 

 

以上は2004年9月現在の数字

である。 

 

子どもたちに感謝 
私はこの13年間の活動を通じ

て、多くの子供達の限りない夢や

隠された可能性に出会い楽しい

思いをさせてもらったし、心打た

れた様々な情景に巡り合ったこ

とに感謝し、幸せを感じている。

若木のような力強さで育ってい

く子供達の成長を期待するのも

大きな喜びである。★ 

 

 

 

 
＊本稿は2004年9月に執筆されたもので

すが、本会報に掲載するにあたり小見出しを

つけさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

故川畑文憲氏は、2005年8月、大連市の105番目の名誉市民として 

当時の夏徳仁大連市長より顕彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会                                        白玉40号 

2017年 6月 10日夕方、私の携帯が鳴りました。故川畑文憲氏の妹の佐久間様

からのお電話で、川畑マリさんがご帰天された、とのお知らせでした 

あまりにも突然の悲報にただ唖然とするばかりで、言葉もありませんでした。 

 マリさんをお送りする会は、6月 14日（水）午後 1時より日本基督教団青山

教会にて、しめやかに執り行われました。牧師様のお説教では、故川畑文憲氏

がいかに日中の交流に貢献されたか、また、その長年のご尽力に対しどれほど

マリさんがお支えになったか、大変詳しいお話がありました。川畑さんがまと

められた「旅順児童教育後援会設立以来 13年目のあゆみ」の出版物もご提示さ

れ、その中の一文も朗読され、ご紹介になりました。 

 にこやかなマリさんのご遺影の後ろに、文憲さんのうれしそうなお顔を見た

のは、私だけではなかったのではないでしょうか。 

 川畑マリさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 長い間、本当に、有難うございました。 

 本会報 5 ページに掲載した川畑ご夫妻の写真は、私が後援会を引き継がせて

いただくことになったというご挨拶のため、2010年 1月に南青山のご自宅近く

のレストランにお越しいただき、ランチをご一緒させていただいたときのもの

です。文憲さんは、ご体調がすぐれないなか、酸素ボンベを引きながら無理を

してお出かけくださいましたが、後援会を私どもが引き継がせていただく件を

快くご了承くださり、さらに、時代に添った新たな活動をしていくようにとの

ご教示をいただきました。 

小雨のそぼ降る中、ゆっくりと歩いてご自宅に向かわれるお二人の後姿を、

私は生涯忘れないでしょう。 

江原孔江 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

故川畑文憲氏夫人  

川畑マリさん 逝く 
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第 22回目となった 

旅順九三小学校からの訪日団 
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 2017年度旅順九三小学校第22次訪日団は、2017

年5月30日(火)に来日し、6月4日（日）に帰国し

ました。来日したメンバーは旅順九三小学校に新た

に着任した初来日の劉德娟書記を団長として、日本

語の教員である張月霞先生、そして 5 名の小学 6年

生でした。詳しい受入については、「2017年度第22

次旅順九三小学校訪日団報告書」をご高覧ください。 

 ここで特筆すべきことがあります。今年度からの

受入方法について、旅順九三小学校との事前打ち合

わせにより、新たな段階に入りました。それは、経

費負担の方法です。いままでは、往復のフライト料

金は旅順側の自己負担とし、引率者分は双方で半額

負担としていました。そして、日本国内での交通費

（自由行動以外）や宿泊料はすべて後援会が負担し

ていました。しかし、ここ数年、教育局長の一行が

同行した年もあったり、節目の年には来日する子ど

もたちが10名のときもあり、訪日者数が増え、後援

会にとっては受入経費の支出の増加が相当負担とな

ってきました。そこで、昨年度より旅順九三小学校

との協議を重ねた結果、今回の受入から、旅順九三

小学校側は、ビザ申請手数料、航空賃、宿泊費、海

外傷害保険、交通費（成田―宿泊先最寄駅間の往復）

を負担していただき、後援会は、ビザ申請書類作成、

EMS送付、受入日程の企画とアレンジと予約（交流

校との連絡も含む）、社会見学先への交通費と入館料、

体験料、社会体験先への交通費、随行費、通訳費、

報告書作成と送付料は、すべて後援会負担、とする

こととする、という「覚書」を日中両国語で作成し、

相互に交換しました。 

 旅順側が往復フライト料だけでなく、宿泊料も全

額負担することについて、今後の訪日団派遣は難し

い、との連絡が来るのではないかと心配していたと

ころ、費用負担は、まったく問題ないとの力強い言

葉をいただき、感慨深いものがありました。さらに、

劉書記からは、もう22回も継続して毎年訪日してお

り、この活動は誰も止めることができないこと、ま

た、ぜひ今後とも継続するばかりではなく、さらに

充実発展させていきたい旨の発言を聞いたときには、

涙が出る思いでした。また、旅順の子どもたちがせ

っかく来日するのだから、郊外の学習も都内での視

察見学もできるように、もう少し滞在期間を延長し、

来日する子どもたちの人数を 8 名ぐらいに増やした

い、との積極的な申し出に、日中交流に対する旅順

側の熱意を感じるとともに、ますます充実させてい

かなければならないと思いました。 

 来年度の訪日団は、張青校長が他校に転出後赴任

された王校長が随行する旨の発言もありました。旅

順側はすでに来年度の派遣も視野に入れての来日で

あったことがわかった今回の訪日団でした。 

 次年度の受入は、費用負担が少し楽になったこと

と、平和中島財団からの助成もあるので、社会見学

先の選択の幅が広くなり、都内近郊（箱根や富士山

近郊等）にも訪問先を拡げ、さらに充実した訪日プ

ログラムを企画していきたいと思います。 
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2017年度上半期 

中国の子どもたちからの手紙 

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会                                        白玉40号 

 

日本のお友達 

こんにちは。 
 

 お手紙うれしかったです。私たちの学校は

だいたい 1600 名あまりの学生がいます。

私が一番好きな科目は数学です。 

 わたしたちの学校では六年生の学生はあ

なたの国に行くことができますが、勉強が非

常に優れた学生しか行けません。もし、私が

選ばれたとしても、あなたの家に行くことはで

きないでしょう。校長先生は私たちをホーム

ステイさせるでしょうけど、それとは別に、あ

なたの家に行ってゲストになることはできると

思います。あなたの学校の六年生もそうで

すか？そうだとしたら、どこへ行きますか？

中国ですか？まさか、ですよね。そんなジョ

ークはやめてくださいね！ 

 携帯電話を持っていますか？お宅にパソ

コンはありますか？もしあるなら、携帯番号と

微信の登録番号を私に教えてください。な

ぜかというと、私が六年生が終わったら、あ

なたと連絡が取れなくなるかもしれないの

で。ですから、絶対に必要なのです。 
 

あなたとずっとお友達でいたい子より 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度の文通開始 
 今年度の文通活動は、3 月から始めています。大

連の劉顧問や肖理事の連絡のおかげで、3 月末には

中国からのほとんどの手紙が届きました。おかげで、

駅前小と御田小との文通は、7 月にはすでに 2 回の

往復が完了するという、超特急のスピードで交流が

行われました。そのため、子どもたちの記憶も鮮明

で、手紙の内容が大変充実した交流となりました。 

 他の学校の交流も、双方の学校の先生方のご協力

のおかげで、滞りなく進んでいます。 

1994年に港区立三光小学校の子どもたち10名か

ら開始された本後援会の文通活動も、本年ですでに

23年目を迎えています。この間に届いた中国の子ど

もたちの手紙の内容も、その取り巻く生活環境や考

え方の変化の影響を直接受け、大きく変化してきて

います。以下に上半期に届いた手紙のなかから数通

を紹介します。 

 

 

 

  

 

                                                      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本のお友達へ 

こんにちは！ 
 

 私たちは「知り合い」ではないけれど、この

ささやかな手紙を通じて私たちの友情の橋を

架けたいと思っています。あなたも私を知りた

いと思っているでしょうから、ちょっと自分を紹

介しますね。 

 私は今年 11歳で、背は 1 メートル 45 セン

チで、太っても痩せてもいなくて、可愛い笑顔

を持っています。ほほえみは一番美しい言葉で

すから。私の趣味はとても広いですよ。スポー

ツは一番得意で、一番好きです。私のあだ名

の一つは「あわてんぼう」。ある時はついうっか

りして、理想的でない成績を取ることもありま

す。生活においてはとても忘れっぽくて、母があ

きれてものも言えなくなります。人間はパーフ

ェクトな人なんて、いませんよね。でも私には他

者を愛する心があって、親切で、活発で朗らか

です。クラスメートが困っている時には、進んで

助けようとしますし、お金を拾ったら必ず持ち

主に返します。ハハハ。私は自分の欠点を直し

て、自分をできるだけ早く優秀にしようと努力し

ているところなんです。えへへ、ウソだよ。笑わ

ないでね！ 

あなたの大連の友人より 
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親愛なる日本の友達へ 

 

 こんにちは！お手紙受け取りました。 

 私はあなたの手紙を父母や祖母・祖父に

見せました。祖父はあなたの字はとてもきれ

いだとほめていました！ 

 お手紙の中で、あなた方の学校では読書

の秋活動があると言いましたね。うちの学校

もちょうど今活動をしています。たとえば、

「手を伸ばし、腰を曲げる」という活動です。

この活動は私たちに紙きれを見せて自主的

に拾わせるもので、「たくさん良い本を読も

う」という活動もあります。 

あ、そうだ、切り紙と折り紙を少し同封しま

す。そのうち三角のほうは、まず開いて正方

形にしてから二つの手で裏の二つの紙きれ

をつかんで片方の手で表の二つの紙きれを

つかんで引っ張ると面白いことになりますよ。

あなたの手を後ろに引くとまた戻るんです！

切り紙と折り紙は私たち中国の伝統文化で

す。もちろん中国の伝統文化はほかにもたく

さんあります。もし知りたければ、お返事の

時、一言言ってくださいね。 

あなたがた日本にはどんな伝統文化があ

りますか？とっても知りたいです！連絡を続

けることができたらと願っています。知り合い

になれてとてもうれしいです。 

 

あなたの大連の友より 

 

親愛なる琴子さんへ 

 

こんにちは！お返事ありがとう。 

写真が送れないとのことは、どうか気にしな

いでくださいね。私に謝る必要はありません

よ。私の答えに感謝したいと思うなら、それも

必要ありません。考えるよりも行うこと。時間

があればぜひ会いに来てくださいね。私はこ

こであなたをおもてなししますよ。 

ここで、近況をお話ししましょう。最近、私の

家の犬が静かに息を引き取りました。このこと

で私はしばらく泣いていました。私たちのクラ

スではいろんなことが起こりましたが、いちい

ち言いません。それに、あなたをびっくりさせる

ような二つの出来事も、きっと驚くだろうと思

います。 

一つ目は、、、止めておきます。 

二つ目は、私はこう思うんです。どの人もそ

れぞれ、きらっとしたものを持っているのだか

ら、自分がふつうだなんて誰が言えるのでしょ

う？お手紙を読むと、あなたは善良な女の子

だと思うばかりだし、絵のレベルは一流でしょ

う！私はただお手紙を読んだだけであなたの

長所が二つわかりましたから、あなたもありふ

れた人ではありませんよ！ 

私はと言えば、私の絵はとてもお見せでき

ません。だって、本当に見せられないんです

よ！私は面の皮が厚くありませんので、はい。

でも、やはりあなたに絵を一枚送りましょう！

ここに私の絵とプレゼントを同封して贈ります

ね！ 

私たちは、ぜったいにお友だちになりましょ

うね！あなたの仲良しになれてとてもうれしい

です！ああ、一つ忘れました！絵に描いたの

は私ではありませんが、その子を私だと思って

ください！ 

 

あなたの永遠の友人より 
                      

 

編集後記   今号は川畑文憲先生ご夫妻の思い出話

で一杯になりました。今回改めて 13 周年に寄せた川畑

文憲先生の文章を読み、本会が掲げる理想と現実を再認

識しています。創立後四半世紀が過ぎその間に中国は劇

的な変化を遂げています。そして子どもたちとの交流は

ますます必要になっています。これもやりたい、あれも

やりたい、との思いばかりですが、残念ながら、新たな

活動を開始する資金力がありません。継続は力なり、を

胸に、今後とも天国の川畑先生はじめ皆様にお喜びいた

だける活動をしていきたいと願っています。（月季） 


