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「点滴岩を穿つ」交流を 
 

副理事長 成川育代 
皆さん、こんにちは。初めての「会報白玉」への寄稿に

あたり、まずは自己紹介を兼ねて私と中国との関りについ

て少しお話したいと思います。 

中国との出会い 

今年は「日中平和友好条約」締結40周年という節目の

年で、官民で様々なイベントが予定されていますが、私と

中国の縁もちょうど40年になります。最初に訪中したの

は文化大革命の終焉から2年、まさに「日中平和友好条約」

の締結された1978年の晩秋のことでした。大学の先輩の

誘いに軽い気持ちで応じた旅で、北京・太原・石家庄・大

同の4都市を見て回りました。その時の経験は鮮烈な記憶

として今も鮮やかに思い出すことができます。現在の中国

は高層ビルが林立し、高速道路が整備され、慢性的な交通

渋滞に悩まされるという状況ですが、当時は老いも若きも

紺色の人民服に身を包み、車は政府や軍関係者のものであ

り、市民の足はもっぱら自転車とバスという時代でした。

禁欲的な雰囲気が社会全体をおおい、不思議な平等感のよ

うなものがあったのを覚えています。「清貧」、「人民に服

務しよう」……、これが20歳の私が抱いた中国イメージ

の原点と言えます。そして、この旅こそがその後の私の人

生を決定づけるものとなりました。 

通訳・翻訳業を経て 

 大学卒業後は中国研究所付属の中国語研修学校で本格

的に中国語を学び始め、その後ハルピン工業大学での 1

年間の留学やサイマル・アカデミーでの学習を経て80年

代中頃よりフリーランスの中国語通訳としての活動を始

めました。主に石油化学関係の技術通訳を10年余りした

後、茶道裏千家の天津駐在員として中国の大学生に日本の

茶道を教えるという貴重な経験もさせていただきました。

また 2002 年からは北京に翻訳・通訳会社を立ち上げ

2012 年に帰国するまでの 10 年余り、言葉の面から日中

ビジネスに携わって来ました。 

日中を切り拓く子どもたちの交流 

 最初の中国訪問から40年、言うまでもなく、中国は大

きな変貌をとげました。「改革開放」以降の経済発展は目

覚ましく、2010 年には中国のGDP は日本を追い越し、

今やアメリカに次ぐ世界第 2位の経済大国です。この40

年間で日中間の経済関係は飛躍的に深まり、人的往来も激

増していますが、領土問題や歴史認識など、政治面での対

立に妨げられ、日中関係は大きな

曲がり角にさしかかっています。

こうした中、私は本後援会に関わ

る者としてあらためて「日中両国

の平和で友好的な関係が永く続く

ことを願い、両国の子どもたちに

よる文通活動や中国児童の訪日団

受入などを通じ交流を深める」と

いう本後援会設立趣旨の重要性を

強く感じています。子どもたちの

交流支援は先の長い活動になります。すぐに結果を出すこ

とはできませんが、根気よく努力を続けていけば「点滴岩

を穿つ」という諺にあるように、いつかはその成果を発揮

できることでしょう。子どもたちの若いエネルギーが歴史

問題も領土問題も乗り越えて偏見のない、真の信頼関係を

構築するための日中関係を切り拓いていってくれるもの

と信じています。 

先人たちの熱き想いに 

今回の寄稿にあたり、手元にある本後援会の資料を読み

直してみました。初代理事長川畑文憲氏の本後援会立ち上

げの際のご苦労の数々、また第2代理事長板倉哲郎氏の旅

順時代の貴重な経験をあらためて興味深く読ませていた

だきました。残念ながら両氏ともにすでに鬼籍に入られ、

直接お話を伺うことはできませんが、本後援会の活動がこ

うした先人たちの熱い想いや苦労の上にあることを胸に

刻みつつ、いわゆる「中国ビジネスの3A――焦らず、慌

てず、あきらめず」の精神でこれからの日中両国を担う子

どもたちのますますの交流拡大にエールを送り続けたい

と思います。◆ 
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第 2代理事長 板倉哲郎氏を偲ぶ 
 

板倉哲郎名誉理事長・第 2代理事長は、2017 年 12 月 6 日午前 5時 6分、ご老衰のため都内の

病院で逝去されました。91歳でした。 

 ご夫人のお話によりますと、板倉氏は、かねてより病気ご療養中だったのですが、10月末より再

度入院され、12月6日早朝、帰天されたとのことでした。ご葬儀は近親者のみでキリスト教式でお

送りされたとのことです。 

 板倉哲郎元理事長は2005年６月18日の通常総会で第22代理事長に着任されました。5年後の

2010年12月の臨時総会で理事長を引退され名誉理事長に着任。生涯本後援会の日中交流に支援を

続けてこられました。辛口の知的なウイットに富んだ会話をされるユーモアにあふれたお人柄で、

ダンディで、センスのある大変おしゃれでご立派な理事長でした。 

 2011年4月10日、当時、本後援会榊原淳子専務理事が勤務されていた浜松町のウインズ出版社

の事務所会議室において、本後援会主催会員対象の「ミニ講演会」を開催。第 1回講師として板倉

哲郎名誉理事長に、旅順の思い出を中心としたお話をしていただきました。本後援会は、旅順に関

わる経験を持つ会員が多数だったため、講演中でも参加者の皆様と会話をしながらざっくばらんな

お話をしていただきました。 

以下は事務局でテープ起こしをした原稿を、会員の丹直清氏に依頼し、講演会でのお話しぶりを

なるべく生かすようご配慮いただきながら編集していただいたものです。 

後援会会員一同より心からのご冥福をお祈りし、にこやかなお姿とお声を思い出しながら、以下

に講演要旨を掲載させていただきます。 
 

2011年 4月 10日 板倉哲郎氏 講演要旨
  

私の本籍は愛知県三河ですが親父の転勤

の都合で各地に住みました。生れは長野です。

その後、諏訪、川辺（鹿児島）、鹿児島、浜

松、旅順、盛岡、松江、池田(大阪）、大津、

宝塚、東京、浦安ですが、旅順には他とは異

なった思いがあります。 

1936年（昭和11年）2月、二・二六事件

のあった年の夏休みに父親より先に旅順に

行きました。戦争前夜の時代で日本内地では

食糧難が始まっていましたが、旅順では終戦

まで平和な日々が続いていました。 

1941年（昭和16年）、12月に太平洋戦

争が始まった年ですが、その年の4月に内地

に帰りました。そのため皆さんが苦労された

引揚げの経験はありません。 

旅順から帰った先は岩手県盛岡です。盛岡 
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中学の3年生に二学期から行ったんです。盛

岡中学は海軍の及川古志郎大将海軍、板垣征

四郎軍令部総長（陸軍大将）、財界では郷古

潔三菱重工業社長などの著名人を輩出した

学校ですが、校風はあまり勉強しない、野蛮

そのものの学校でした。盛岡中学在学時代に

上の学校を受験する年頃になり、親父が松江

の師範学校に変わりましたので、私は松江の

旧制高校へ進学した訳です。そこで終戦。 

終戦後、親父が池田（大阪）の師範学校、

現在は教育大学ですか、そこに行きまして、

さらに大津の滋賀大学学芸学部に転じまし

た。当時私は大学に進学していましたが、親

父の転勤に伴い、池田、大津、さらに宝塚へ

と転居した訳です。その後東京へ来まして、

現在は浦安に住んでおります。 

したがって、小学校は鹿児島、浜松、旅順。

中学校は旅順、盛岡。旧制高校は松江。なの

で、いろいろ同窓会が多いわけです。どの土

地も、どの同窓会も懐かしいですが、旅順と

いうと、不思議とまた別の感覚なのです。 

 

親父の想い出 

 若い頃は、教育というものの楽しさがな

かなかわからない。親父が教育に情熱を持

ったのは、親父が多分50歳ぐらいの時だっ

たのではないかと思います。親父の赴任し

た学校の卒業生たちがいろいろお出しにな

っておられる本を見ると、親父の想い出話

が載っているんですね。親父の自慢話をす

るようですが、まるで神様みたいにみなさ

んが慕っていたと書いてくださっている。

家にある本を見てそういうことを知ったわ

けですが、それに比べて自分はなんだ、と

思うわけです。 

 親父は、教育というものが好きで好きでし

ょうがなかった。旅順時代に親父が教育に情

熱を傾け、結果、燃え尽きた、と言えるので

はないかと思います。満州時代は、文部省直

轄、といいますか、逆に言いますと、当時の 

 

全権大使直属の学校でしたが、満州国という

制度が整ってきますと、いろいろ教育の方針

も違ってきたのでしょう。「人は馬上で国を

創る」と言うが、それでは人は育たない、と、

平気で関東軍なんかに口を出した結果、意見

が通らなかったために辞表を出して国に帰

った、というのがうちの親父です。 

 

当時の世界情勢 

 皆さんご存知のとおり、旅順は日清戦争の

下関条約で日本の租借地になったわけです

が、三国干渉の結果清国に返還され、その後

ロシアの租借地となりました。 

 当時、欧米諸国はインドや中国を植民地化

しようとして、東インド会社が鉄道を作って、

鉄道を根拠として次々と拡げていった。また

アヘン戦争でイギリスは香港を領土化した。

上海などは各国が区割りをして、それぞれの

国が租界を作っていった。いまも上海は昔の

租界の名残があるかと思えば、バラックのひ

どい密集した民家がある。上海はそういう意

味で、江原規由さんが万博の日本館の館長で

行っておられたが、私も娘の婿の勤めの関係

で一、二度行ったんですが、上海はどんな街

かと聞かれても言葉に尽くせない街ですね。 

 

旅順時代の住まい 

 次に、私が旅順のどこに住んでいたか、と

いうことですが、最初は高崎町の官舎でした。

これは一般のロシア建築の家でした。ここに

は小学校4年生の時にまる1年住みました。

その次に居たのがホテルみたいな家。関東州

庁のナンバーツーが住んでいたんですけれ

ども、関東州庁が大連に移転しまして、官舎

になったわけなのです。本当にホテルみたい

で、聞くところによると、セミヨノフという

旅順に駐留していたロシア海軍大将が住ん

でいたところを関東州庁が接収したとのこ

とでした。親父は当時教育というものに情熱

を傾けていたため、こういうところに子ども 
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旅順師範付属小学校 第１回卒業式 送辞 
白玉山の表忠塔も春霞に包まれ、大正公園のスケート場にも小波が寄せるようになりました。桜の蕾

は日増しにふくらみ、芝生の草も青い芽を生き生きと出しています。 

この佳き日に 94 名の兄上姉上には付属小学校第１回の卒業生として卒業されたことを心からお祝い

申し上げます。 

かえりみますと、春は元第２小学校の藤棚の下での朝礼、夏はプールの水泳、老虎灘の遠泳、新校舎

への移転、秋は大グランドでの運動会、冬は大正公園のスケートなど楽しい時にも苦しい時にも、とも

に遊び、ともに苦しんだ皆様と、今日お別れせねばなりません。今更のように淋しく思っています。 

卒業生の皆様には第１回生として立派な校風を作ってくださいました。我ら在校生はこの美しい校風

を守りたて、全満州に恥かしからぬ立派な学校になろうと努力する覚悟でいます。 

兄上姉上方には、それぞれの道にしっかりお進みください。そして、時々は学校をお訪ねくださいま

して、ぼくらを励まして下さいますようお願いいたします。 

最後に皆様のご健康とご幸福をお祈りします。 

昭和13年 3月25日 

在校生代表 板倉哲郎 

 

を住まわせたら贅沢だと、2階に上がっちゃ

いかんと言っていました。たまに、親父の留

守に友達が来て鬼ごっこをして2階に上が

っていると、そういう時に限って運悪く親父

が戻ってきたりして、私がいつも怒られた、

ということです。 

 親父は、このような立派な家に住むもので

はない、と旅順の師範学校が満州各地で極め

て優秀で、近く校長さんになるような方々の

専攻科があり、そういう方々の寮にする、と

言って、この家も一年足らずで引っ越ししま

した。 

 3番目に住んだ家は常磐町の官舎でした。

親父・母・上の姉・小6の私・弟の5人で、

下の姉は結核で旅順病院に入院していまし

た。結核というと昔は薬がなく、栄養のある

ものを食べさせることしかなく、私が学校か

ら帰ってくると母親が作ったなにかの料理

を毎日のように新市街にある病院に自転車

で運びました。ちょうど家の角には立派な藤

棚がありました。 

 このころは、関東庁ではなく、関東州だけ

を治める関東州庁に格が下がっているんで

すが、その関東州庁は、もとはロシアのホテ 

 

ルだったところで、第2小学校、これがその

まま付属小学校となって、1階の立派なとこ

ろを使わせてもらった。2階が師範学校でし

た。きれいなところだったなあ、というのが 

印象です。 

 当時は戦争して勝てるわけがなかったが、

「坂の上の雲」ではないが、何万という先祖

が血を流してやっと勝ち取った旅順だ、とい

うことで、なんとなく、聖跡というよりも聖

地だ、ということです。私が先ほど言いまし

た、2番目に住んだあの立派な家、あの家の

向こうに小道がありまして、そこの石ころが

鉄分を含んでいたのでしょう、赤色や黄色で

して、子ども心にこれは先祖の血だとか、自

分ながらそう信じていましたね。 

 このホテルの横に、伊勢神宮を奉る場を作

られたんですが関東神宮っていう、ね。それ

よりも背が高い、失礼に当たる、ということ

で、もったいないことに、この立派なホテル

を日本が壊したのです。せっかく、旅順師範

の専攻科の先生たちが住んでいたのですけ

どね。伊勢神宮を奉る場を作ったのでね。地

鎮祭のときには小学校6年生でね。地鎮祭に

出たことをよく覚えています。 
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 2番目にいたところも、旅順政府が壊して

中国式の簡単な家を作ったり、ね。旅順政府

も最近になってロシア建築のものはちゃん

と保存して観光地としておいておこうとし

ているようですね。壊してマンションを作る

のをやめようという政策を出したんで、いま

残っているのは、たぶん、旅順政府が残して

くれるのではないかと思います。旅順にある

立派な建物っていうのは、ロシアですよ。ロ

シアっていうのは、お金持ちだったのでしょ

うね。ロシア時代に、立派なホテル並みのも

のを建てたものです。 

 

皆で立派な国を作ろう  

子ども心に、中国を侵略した、なんて思っ

たこともなかったですね。アジアで立派な国

をつくろうという、いいことを考えた人たち

もいたのだけれど、実際に満州国が出来てみ

ると、トップはみんな日本人がやる。たとえ

ば、なになに省というのは、大臣は中国人が

やるけれども、次官は日本人がやる、官僚制

度だから。実際に満州に住んでいた中国人は

ご苦労なさったかもしれませんが、私たちは

その苦労はまったく知らないし、自分が旅順

に住んでいるのだということを、子ども心に

誇りに思っていたことは事実だと思います。

五族というのは、清国の満人、韓国の朝鮮人、

蒙古、漢民族、日本人。日本が大将になると、

日本の好きなようにやっちゃったんですね。

満州国の国歌の歌詞は、みなで立派な国を作

ろうという歌詞でしたね。 

 

小学校での送辞 

私は小学校5年生のとき、第1回卒業生を

送る送辞を読むことになったわけですが、今

回の講演会の資料を集めていたところ、たま

たま、その送辞の原稿が出てきました。 

いま読み返してみると、その送辞には、旅

順のいいところがいろいろ書いてあるので

すね。白玉山というのは乃木さんと東郷さん

の白玉山ですね。高いところです。表忠塔も

霞がかかり、大正公園というのは、私の家の

横にあったところで、冬は池が凍って、みん

ながスケートをしたのです。サクラの蕾が膨

らんで、青い草が芽をふいているよ、と。藤

棚のあるところが階段になっていて、水を撒

くと凍ってそこでスケートをするようにな

っていました。夏はプールっていうんですが、

これは珍しい50メートルプールでね。海岸

にあって海水プールなのだよ。とても立派で

ね。老虎灘っていうのは、そこで遠泳やるの

ですよ。それからさっきのホテルのような新

校舎。これもおもしろかったね。うちの親父

がね。なんかあるとすぐ満人さんを使って荷

物を運ぶが、それも「いっさい、いかん」と

言ってね。本科の生徒はもちろんだが、付属

の小学生たちも自分のものは自分で運びな

さいっていうことで、みんな頭の上に机を抱

えあげて、そういうことをうちの親父ってい

うのは、教育とはそういうことをするものだ、

というのでね。そう思ったらしいのだけれど。 

 それとうちの親父が好きだったのは、畑を

子どもに耕させるってことでしたね。ここに

いる大倉孝三さんは、朝早く天秤棒担いで畑

に肥えをやってのですよね。そういう大倉さ

んを見て親父が「お前は本当に感心だなぁ」

と言ってね。小学校5年か6年生ごろでした

か。頭をなでられていたよね。それがいまだ

に忘れられない。旅順師範っていうのは満州

の奥地の開拓村に先生になる人たちの養成

所を作ってそこで農業を体験させていまし

たね。この送辞をご覧いただいたのは、いか

に豊かな教育をしていたか、ということをお

伝えしたかったのです。 

 

旅順中学時代 

 それから小学校から中学校に入ったわけ

ですけれども、旅順の中学というのは、当時

の日本の国としては、アジア、満州でやって

いく人たちの立派な学校を作ろうと思った 
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たんでしょうね。中学にはいったら、先生よ

り先輩が怖くてね。1年生で学校に入るのは

いいけど、街に出るとうろちょろしててね。

先輩が来たらぱっと敬礼しなければならな

いし。殴られるからね。もう外に出るのが怖

くてね。そいう時代でしたよね。 

 ここで言いたかったのはね。明治39年に

は、さきほど言った、第１、第2小学校が出

来ている。それで、明治42年には中学校が

できて、感心したのは、東京都で校長を20

年近くやっていた名校長であった勝浦鞆雄

（ともお）さんでしたかね。その校長を旅順

中学校初代校長に据えた、と。非常に立派な

教育をしようと思ったのでしょう。 

 この学校の特徴は、寄宿舎がありましてね。

私が入ったときの人数の割り当ては、第１小

学校、第2小学校、全満といって、旅順以外

の土地から来た人たち。教育なら旅順で子ど

もを受けさせようと思った人たち、そういう

満州に行った人たちが子どもの教育は旅順

で、と決めたらしいですね。それぞれ人数の

割り当てがあったんです。 

 ぼくらが入ったときには、入学試験的なも

のはなくて、せいぜい面接があったのかなあ。

級長っていうのは、第1小学校から一人、第

2小学校から一人、それから全満から来た人

たちから一人ずつ出るんです。それは小学校

からの推薦かなんかだったんでしょう。とこ

ろが2学期になると本格的に試験があるわ

けです。その成績で決まる。だから、私は、

級長は1学期の2か月でクビ。その次に級長

になったのが、いま旅順中学の同窓会長やっ

ている中尾孝君ですよ。 

 私の担任の先生は、旅順工大の先生も兼ね

た先生で、中学には大学の先生の資格を持っ

た人もおられたのですよ。その先生はロバっ

てあだ名でね。すぐに蹴飛ばす。 

旅順中学も日本の旧制高校に入らなけれ

ばならなくて、毎年一人か二人。それから旅

順にある旅順工科大学。そういうことで私の 

 

担任の先生は怖かったけれども、分厚い本を

買わされてずいぶん勉強させられたり、自分

で試験問題を作って、これをやれというくら

い熱心な先生だったですよ。監督がいないか

ら、先生が問題出して外にいってしまうと、

適当に遊んではいたわけですけれども。 

 それから一番下に書いてある通り、先輩後

輩の序列が厳しい。先生に会うとやれやれ。

先生の前では殴られませんからね。それがう

っかりして、うろうろしているとすぐ殴られ

るんだよ。大倉孝三さんなんか兄さんがいる

からまだよかったんだね。だから、中学1年

のころは外に出るのが嫌でね。 

 

後援会が目指すもの 

 それでいま、日中児童の友好交流後援会も

お手伝いさせていただいたわけですけれど

も、川畑文憲さんが中心となってこの会をつ

くられたわけなのだけれども、いま思えば、

当時、私たちが住んでいたということは、旅

順の中国人にとっては非常に迷惑な話だっ

たんだろうね。よそのやつがやってきて、そ

こに立派な学校をつくったはいいけれど、そ

こで我が物顔に振舞っている。せめてものつ

ぐないに、旅順の小学生たちに日本語を教え

たい。そうしようじ 

ゃないか、ということで、後援会を作ったわ

けですよね。 

 ここに書いてないけれども、自分らが故郷

と想ったところの、土地もなくなる、学校も

なくなる、ということになったら、一度死ぬ

までに旅順に行ってみたい、という気持ちの

人が多かったのですよね。 

だから、ひとつは旅順の子どもたちにちゃ

んとした教育の環境を与えたい、自分の子ど

も時代はすばらしい環境だったではないか、

ということと、ここには書いてありませんけ

れども、やっぱり、ノスタルジア、といいま

すか、死ぬまでに一度行きたい、そのために

はどこかと結んで、という気持ちがあったこ 

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会 
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とは確かでしょう。ということは、川畑さん

がよく言っていました。 

 本当の友好というものは、かっこの中に書

いてありますが、上品に言いますと、偏向教

育を受ける前の児童同士。私たちは最大の偏

向教育を受けた時代ですがね。いまの中国は、

そういっちゃ悪いですが、偏向教育ですよね。

いい教育もあるのでしょうけれども、一方で

は悪い教育を受けざるを得ない場合もある。

そういうものが始まる前の、あまり立派な物

心がつく前の、逆に言うと、教育を受けない

無垢の子ども同士が人間としてつきあえば、

かならずそこになんらかのものが湧いてく

るだろう。これを大事にしよう。従って、こ

の後援会が初めから狙っているのは、児童な

のですよね。 

 世の中には、児童にカネをやってもしょう

がない。高校生から上だったら奨学金も出す

よ、という団体や人々が多い。この会の、川

畑さんが作られた団体を引き継いだ私とし

ては、お金がないからどっかに頼りたいでし

ょう。でもそういう能力がなかったので、こ

ういう具合になってしまったんですけれど

も。高校生や大学生相手の活動なら、いろい

ろな団体が寄付をしてくれるのですが、児童

だとどこも誰も出してくれないのですよ。 

 それでせめて願っていることは、後援会に

活動に関わった児童。毎年5人ぐらいずつは

旅順の小学校から訪日団を連れて来て、日本

の小学校で一日か二日授業を受けさせる。そ

れで、ホームステイをして日本の家庭生活を

する。それが90名ほどになっている。それ

から坂本千代子さん、岩崎壽美子さんが一生 

 

懸命やっていただいた文通活動。これはここ

何年間で５千通を超えているんですね。文通

やっても、それが終ってから個人で文通を続

けてやっていくようでなくてはね。上げ膳据

え膳でやっているようじゃしょうがない、と

いったら、坂本さんに白い目でにらまれたん

だけど。ワッハッハ。いずれにせよ、5千通

の手紙が往復しているということです。 

 そろそろ初めのころに訪日団として来日

した連中が社会人になっているころでしょ

う。旅順は優秀な子どもたちを送ってくれて

いるんで、頭はいいし、美人の子どもも多い。

そろそろ社会人になって活躍している子を、

江原さんがＫＤＤＩに助成金を申請して78

万円の予算を獲得し、再来日をさせています。

彼らが来ましたら、またみなさんでお会いし

たいと思います。この後援会が支援した子ど

もたちに期待しているって言っては悪いけ

れども、日本のホームステイしたお母さんに

また会いたい、と言ってもらえればうれしい

でしょう。 

 

桜花園に寄せて 

 きょうは、私の旅順時代の先生である遠藤

節子先生が93歳というご高齢にもかかわら

ず、遠いところを駆けつけてくださいました。

この「桜花園に寄せて」という詩を遠藤先生

に詠んでいただき、2010年の本後援会創立

20周年記念として、旅順の203高地の桜花

園の中に石碑に刻み建ててきました。 

 旅順と言えばいろいろな同窓会がありま

すが、このような活動をしている会はこの後

援会だけではないでしょうか。◆

 

 

 

ご逝去を悼む多くの方々から 

追悼メッセージが寄せられました 

次ページに掲載させていただきます。 

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会 
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追 悼  

植木延壽 

謹んで板倉哲郎氏の御霊に心から哀悼の意を捧げます。   

昨年 11 月初め、彼から入院したと病室からの電話がありました。明るく元気な声だったので、スケジュールが

立て込んでいたこともあり、一段落してお見舞いにと思っていました。それが後で思えば一生の不覚でした。その

後お宅に様子を伺う電話を何度かしましたがお留守で、胸騒ぎしてかけた電話がお別れの日になるとは思いもよら

ず、愕然として言葉を失いました。彼から何か言いたいことがあったのではと後悔の念に駆られています。 

我々仲間の中心的存在だったかけがえのない友を失い、まことに痛恨の極みです。 

彼とは旅順中学校で共に学んだ仲間です。父上の仕事の関係で彼の旅順在住期間は6年間（小学校4年から中学3

年）でした。私は満州国四平市の四平小学校から旅順中学校への進学（昭和 14）なので，旅順での交流は 3 年間

です。従って彼との親密なお付き合いは終戦後になります。 

旅順中学校は終戦とともに閉校になりました。戦後昭和30年（1955年）有志の尽力により同窓会（桜桂会）が

親睦の場として復活しました。 

一方我々同級生は昭和38年（1963年）8月、32期会を結成し、毎年12月5日に参集して親睦をはかって参り

ました。12 月 5 日は日露戦争で壮絶な戦闘の末、爾霊山を陥落した記念すべき日であり、戦前は毎年在校生全員

が爾霊山往復マラソンをした日です。 

この意義ある忘れがたい日に開催する32期会は毎年欠かさず継続してきました。第一回は恩師を含め約40名で

あった参加者は年とともに減り、会場は旅順高等女学校卒業生が新橋で経営するこじんまりした店「たつ子」に変

わり、参加者も最後の頃は旅順高女の諸姉が加わっても数名になり、最後は 2～3 名になりました。彼が体調を崩

して幕を引くまでの約 70 年間、よくぞ続いたものです。これも初代会長渡辺洋氏と後を継いだ板倉氏の功績であ

り、彼がひと声かければ参集する人柄と旅順への思慕がなさしめたものでしょう。 

その他旅順の小学校の卒業生を主体にした「さんざし会」のほか、日中児童友好交流後援会など、彼が代表とし

て尽くしてきた会は数多くあります。その原動力は緑豊かな山、海、アカシヤなどの美しい自然環境の中で育まれ

たおおらかな性格に加え、心のふるさと「旅順」を愛し、また日中の懸け橋として役に立ちたいという心情が根底

にあったのでしょう。これは川畑初代会長とも相通ずるものがあるように思います。   

彼と共に飲みかわし、談笑した旅行や会合での写真を眺めながら、尽きぬ思い出に浸っています。それにしても

多くの写真の会員がすでに鬼籍に入っている現実に、寂寥感一入です。茲に仲間の中心的支柱であった板倉君を失

い、残された32期の仲間は数名なった今、落胆と哀惜の念を深くしている次第です。 

板倉哲郎君よ、安らかに眠り給え。                            合掌 

 平成30年３月  

安らかにお眠りください 

 安田照夫 

誠に拙文ではありますが、真心を込めて板倉兄に捧げます。 

 かつての満州での北鮮に近い地方の田舎の小学校出身の小生は、板倉兄とは、旅順中学校に同期生として入学し

た後、知り合ったのですが、その頃から優秀な生徒だなと感じておりました。クラスも異なり、卒業後も小生は医

学の道へと進学したので、終戦により引揚げ後、三十二期会の集まりで再会できたのですが、同期生で作った「さ

んざし会」の会長として以後、彼は小生達の面倒を見て呉れました。 

 板倉兄は千葉、小生は埼玉と住む場所も違い、毎年日露戦争当時、二〇三高地陥落記念日の十二月五日に、新橋

で集まったときとか、年一回の旅行会でお会いできるだけでしたが、その都度、色々とお世話になったものでした。 

 小生達も年を取り、卒壽を迎える今日、中学入学時二百有余人居た同期生達も会う度に少なくなって行き、今で

は連絡出来る同期生も一握り程しか残っておりません。 

 誠に心淋しく思っておりましたが、植木兄からの電話で板倉兄の弔報を聞かされた時、耳を疑いました。 

 そして、とても悲しく、淋しい気持ちになりました。 

 今でもあの懐かしい顔と声が、はっきりと思い出されます。 

 板倉兄、今迄本当に色々とお世話になり、感謝しております。 

 板倉兄、長い間御苦労様でした。 

 そしてどうぞ安らかにお眠りください。                          合掌 
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失ってしまった尊敬する人 

 呉 超 
 

板倉哲郎理事長が昨年の 12 月に天国へ行かれたと

知り、驚いています。 

2005 年に、旅順で開催された後援会の活動で初め

てお目にかかって以来、12年も経ちました。日本に留

学した時、週末に板倉理事長と奥様をご自宅に訪問

し、三人でお抹茶をいただきながらお話させていただ

いたことを昨日のように思い出します 

後援会は過去26年間に渡り、200名近くの小学生

を日本へ招聘して文化交流を展開しており、日中の若

い世代の友好の架け橋となっています。日中児童の友

好交流後援会の事業について、板倉理事長がお心を込

めて数年間もお力を捧げているお姿を見た私は、とて

も感動しました。天国へ行かれたことにより日中児童

の友好交流事業は大きな損失を被り、私はご尊敬申し

上げている大切な友人を失いました。（訪日団2期生） 

この場をおかりして個人として哀悼の意を表し、心

からご冥福をお祈り申し上げます。 

  

 

 

追悼のことば 

大上孝夫 
 

 今は亡き板倉哲郎様の御霊に、謹んで哀悼の意を捧げます。 

 貴方は昭和 38～39 年頃、日本で一番最初の原子力発電所を福井県敦賀市に建設する為、初代の発電所長と

して、日本原子力発電ＫＫより派遣され、赴任しました。 

 当時、私は敦賀市にある東洋紡敦賀工場の従業員として勤務しており、戦後、貴方とはじめて再会しました。 

 今の日本の世の風潮は、原子力発電は否定的な考えが強い様ですが、国家百年のエネルギー政策を考えると、

私は必要だと信じております。 

 時は流れ、貴方は仕事を離れた後、「日中児童の友好交流後援会（旅順児童教育後援会）」を発足させた初代

の会長・理事長である川畑文憲氏がお辞めになった後を引き受け、二代目の理事長として永く後援会の為に貢

献されました。 

 旅順、大連にも行き、関連の学校、更には行政機関にも訪問し、挨拶されたり、大いに活躍された後、現理

事・事務局長の江原孔江氏に引継がれました。 

 又、この間、旅順中学校、旅順高等女学校の同じ32回生が作り上げた親睦組織「さんざし会」の三代目の会

長として、小旅行、懇親会等の企画、立案、実行とやって下さいました。 

 いろいろなところに旅行し、楽しかったものです。 

 近年貴方はガンに冒され、一旦治ったものの、再発し、遂に帰らぬ人となりました。 

 痛恨の極みであります。 

 残された奥様、お子様をはじめとするご一族の方々の、お悲しみを思う時、おなぐさめする言葉もございま

せん。 

 私は貴方の一生は原子力発電と共に生き、豊かなお人柄で、多くの人々の為に献身されたすばらしいもので

あったと敬服し、貴方というクラスメートを持った事を生涯の誇りに思っております。 

 どうか安らかにお眠り下さい。 

 平成30年3月1日 
 

板倉哲郎先輩のご逝去を悼む 

丹 直清 
 

板倉哲郎先輩の訃報に接し悲しみに堪えません。 

 旅順の各校同窓会も、会員年齢の高齢化に伴い、

終末を迎えているのが現状です。旅順第二・師範附

属小学校同窓会「霊玉会」も例外ではありません。

板倉先輩は「霊玉会」の最後の会長として、お勤め

下さいました。 

 板倉先輩は原子力研究の権威であり、日本原子力

発電の最高顧問まで勤められた方でもありました。 

 また後年は「日中児童の友好交流後援会」の第２

代理事長としても活躍されました。 

 「霊玉会」が終幕を迎えた後にも、同会の旧役員

を中心としたメンバーで「旅順を語る会」を毎年行

っていますが、その会にも必ず 

出席され懇談の輪に加わって下さいました。 

 今はただ板倉哲郎先輩のご冥福をお祈りするほ

かはありません。 
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呉超さんのアルバムから ～板倉哲郎氏との想い出～ 

 
 2007年日本留学時代  板倉家で             訪日団受入のお手伝い 

 
 

 

2017年度文通活動報告 

2017年度は日本側4校と中国側4校との間で1792通が

往復しました。 

参加者校と参加者数は、日本側は、目黒区立鷹番小学校144

名、港区立御田小学校131名、港区立高輪台小学校101名、

江戸川区立上一色南小学校 72 名でした。中国側の文通交流

校は旅順九三小学校、普蘭店区皮口駅前小学校、大連市実験

小学校、大連市中山区実験小学校でした。参加者数は例年通

り、日本側の文通希望者数に応じた人数に調整していただい

ています。港区立南山小学校は文科省の英語教育重点校にな

り超多忙のため参加できなくなりました。また、中学の文通

交流は日中双方の参加校のご都合で一区切りとしました。 

小学生たちの文通交流は、1人で2名に手紙を書く子もい

れば、途中から参加したり、転校等の理由で突然手紙が途絶

える子もいますが、その都度、各学校の担当の先生方がきめ

細かな対応をしてくださっています。日中双方の各学校の先

生方は、日々の日常の仕事に加え、本後援会の手紙往復のお

世話をしており、現場の先生方のボランティア的な協力が不

可欠な活動です。 

2018 年度の文通参加者数調査アンケートへの回答状況は

大変順調で、すでに2018年度の文通が始まっています。 
 

2017年度会費納入状況 
 2016年度も会員の皆様からたくさんのご支援金をお預かりしました。本後援会の諸活動は会員の皆様からの寄付で実施で

きています。長年にわたり継続したあたたかなご支援に、心から感謝申し上げます。本当に有難うございます！ 

 

2017年度会費・寄付納入状況 (敬称略) 2018年3月15日現在  合計1,224,065円 

東みどり 3,000  板倉哲郎 10,000  今川禮子 5,000  岩崎壽美子 70,065  植木延壽 13,000  

江原規由 200,000  江原孔江 180,000  黄程陽 5,000  大上孝夫 3,000  大原由美子 3,000  

奥野竜太郎 10,000  梶田幸雄 5,000  神崎龍志 30,000  片木精治 3,000  金刺基廣 5,000  

川畑マリ 103,000  神楽千砂 3,000  北村愛子 3,000  小林智恵子 13,000  小林 守 13,000  

呉湘秋 5,000  佐藤忠幸 5,000  榊原淳子 118,000  坂本千代子 53,000  篠倉芳晴 10,000  

白尾幸子 3,000  鈴木春雄 8,000  鈴村季久 5,000  鈴木道子 3,000  鈴木芳子 5,000  

関 康男 5,000  薗部千賀子 100,000  田辺龍郎 53,000  丹 直清 15,000  竹内 玲 5,000  

高祖年男 5,000  富樫史生 6,000  中澤京子 28,000  成川育代 10,000  西田 栄 3,000  

東日出男 5,000  松岡幸雄 5,000  松原典雄 5,000  宮川眞澄 5,000  宮原 誠 3,000  

村田康代 5,000  村田邦久 5,000  森 豊吉 6,000  米山アイ子 50,000  渡辺厚子 10,000  

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会 

朋友会だより： 北京在住の呉超さんから弔文とともに送られてきたなつかしい写真です。    
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朋友会メンバー趙洋洋さんの来日 
 

1996年 5月 30日～6月 6 日まで第 4次

旅順九三小学訪日団の団員として小学 6 年

生の時に来日した趙洋洋さんが夫の孔憲翔

さんとともに春節明けの2018年2月末から

3月にかけて1週間ほど休暇で来日しました。 

洋洋さんは2010年に本後援会主催KDDI

助成事業で招待して来日して以来 7 年半ぶ

りの来日だったそうです。当時、初代理事長

川畑文憲氏の妹様の佐久間和子さんのお宅

でホームステイをさせていただいたのです

が、以来 22年、佐久間家との交流が途絶え

たことはなく、今回も佐久間様のお宅に泊ま

られたそうです。 

洋洋さんの夫の孔さんは初来日とのこと

で佐久間様のお宅でお得意の料理の腕を振

るったそうです。 

また、2 月 28 日は江原理事長夫妻を訪ね

てくださり、築地のイタリアンレストランで

ランチをご一緒しました。 

趙洋洋さんは、天津在住。中国のメディア

関係の仕事をしており、夫の孔さんは天津市

役所の公務員とのことです。大変仲のよいご

夫妻でお二人の笑顔がとても素敵でした。食

後は隅田川のリバーテラスを 4 人で散歩し、

その後、洋洋さんご夫妻は地下鉄を利用し明

治神宮に観光に出かけていきました。 

訪日団で来日した子どもたちの人数は

2017年度で128名になりましたが、いまだ

に後援会関係者と交流が続いているのは趙

洋洋さんだけです。ホストファミリーだった

佐久間和子様とのきめ細かな心の交流はす

ばらしい人と人との交流となっています。 

 

 

 

 

 

 

佐久間家にて                 江原夫妻と 

 

コラム：会員だより 
 創設当時から会員である植木延壽氏は、東急東横線開通 90 周年記念

歳時「九十際の書展」(2018年2月20日（火）～28日（水）於：Bunkamura 

Box Gallery))に書を出展されました。 

会場には出展者全員の紹介ビデオが上映されており、植木氏の部分の

み、許可を得て撮影したものを本後援会ブログに掲載しています。お元

気な植木氏の動画も併せてご高覧ください。 
 

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会 
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編集後記 

 前号に引き続き悲しい訃報のお知ら

せとなりました。しかし小学生のとき

に訪日団で来日した呉超さんからは板

倉哲郎名誉理事長へ追悼メッセ―ジが

寄せられ趙洋洋さんは春節明けにご夫

妻で来日しかつてのホストファミリー

宅にホームステイしました。ささやか

な小さな交流を大切に積み重ねて行く

その先には、日中友好の大輪の花が咲

くことを祈りながら活動を続けていき

たいと思います。(漣) 

 

国際理解教育資料 
 

「中国のママはつらいよ?！2018」の発行 

 2016年度末に、日中両国の文通交流参加校や、参加している子どもたちのた

めに、中国の子どもたちの学校や日常生活の様子がわかる資料として、「中国の

子ってどんな暮らししてるの？2017」という冊子を作成しました。この冊子を

作成してわかったことは、中国の子育て世代の人々、特に母親たちの苦労がた

いへんに多いことでした。 

そこで、今年度は「中国のママはつらいよ？！2018」という冊子を作成して

みました。2018年は、日中平和友好条約締結40周年記念年にあたることもあ

り、本後援会としても記念事業として、また、中国の人々の生活を知る国際理

解教育資料として作成してみました。執筆は本後援会の在大連住在の劉瑛顧問

に日本語での執筆と写真提供を依頼し、本文校正・追加説明・編集等は本後援

会江原孔江理事が行いました。 

 編集中の2018年3月8日に元駐日本国中国大使館商務部公使呂克倹ご夫妻

が来日され数年ぶりで再会した際、本年2月に生まれたばかりのお孫さん（男）

の写真を見せていただきました。中国では生まれたたばかりの赤ちゃんは木綿

の布にぐるぐる巻きにしてママのお腹に居た環境を保つことにより心の安心感

を持たせながら育てます。日本とは少し違う習慣なので、本書の赤ちゃんの写

真を表紙に掲載させていただくことにし、呂ご夫妻と著者の劉瑛顧問の同意を

得ました、

 

2017年度フレンドニュースNo.37の発行 
 毎年 1 回年度末に発行しているフレンドニュースは、一年間の文通活動の総

まとめです。以前は文通参加校に各１ページずつ自由に記事を書いていただい

たこともありました。また、中国の文通参加者の子ども達にわかるように中国

語でも表記し、両言語でのニューズレターとして作成していた時期もありまし

た。現在は、日本語のみで発行しています。今年度の特集記事は、翻訳協力者

の代表として黄程陽氏に、今年の手紙を翻訳した感想をお聞きしました。また、

大きく変わってきた中国の子ども達からの手紙の内容について、初めて登場し

たスタイルや長文の手紙等、特色ある手紙の例を挙げながら詳細に解説してい

ます。 

 

2018年度通常総会開催予定 
 例年5月第４木曜日に開催している通常総会は、2018年度は5月24

日（木）の夕方午後6時から開催する予定で目下文書等を準備中です。

終了後は近くの築地の寿司店で懇談会の予定です。夕方になりますが

たくさんの会員の方々のご出席をお待ちしています。 

 

公益財団法人平和中島財団に感謝 
 2018年度活動への助成決定通知が届いたのは3月9日でした。来年

度の文通と訪日団受入活動の実費経費の三分の一ほどにあたる 50 万

円の助成をいただくことができました。2018年は日中平和友好条約締

結40周年の記念年でもあり、充実した内容ある活動をしたいと思いま

す。平和中島財団の長年のご支援に心から感謝申し上げます。 

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会 


