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四十にして惑わず 
理事 肖 輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 孔子の論語では「子曰：吾，十有五，而志于學、

三十而立，四十而不惑、五十而知天命，六十而耳順、

七十而從心所欲，不踰矩」と論じられています。中

国では15歳を「志学」、30歳を「而立」、40歳を

「不惑」、50歳を「知命」、60歳を「耳順」、70

歳を「従心」と呼びます。 

 わたしは４０歳半ばで一つのことに「四十而不惑」

を感じています。「四十而不惑」は日本語に言い換

えると「四十にして惑わず」になります。「惑わず」

は漢文「不惑」の日本語読みで、「迷いのないこと」

という意味で使われます。わたしにとって何が迷い

のないことでしょうか。それは一生、日中友好の架

け橋になることです。 

わたしは大連生まれ育ちです。大連は日本との絆

が強い町で、街並みや生活習慣や言葉に日本の跡が

たくさん残っています。その影響を受けたわたしは、

日本に関心を持ち、地元の大連外国語大学に進学し、

日本語を専攻にしました。大学在学期間中は蜜月的

な関係と喩えられた日中友好関係に恵まれ、富山県

と北九州市の奨学金を受けたり、洋上大学の日中友

好交流事業に参加したり、留学生としての日本人お

じいさんおばあさんに世話になったりして真の友好

関係を体験していました。 

大学卒業後、JETRO日本貿易振興会（現：独立

行政法人日本貿易振興機構）大連事務所に入所し、

初代の江原規由所長（現：日中児童の友好交流後援

会理事長、ITI研究主幹）のもとで日中経済貿易交流

の仕事をしていました。その後、早稲田大学修士課

程に留学し卒業後はそのまま都内に滞在し、日本の

法律事務所に就職。日中法律関係の仕事に携わりま

した。仕事の傍ら初めて「特定非営利活動法人日中

児童の友好交流後援会」の文通翻訳ボランティアに

協力させていただきましたが、そのときはまだ日中

友好事業に一生力を捧げることになるとは思いませ

んでした。 

2003年に

中国に帰国

し、母校の大

連外国語大

学に日本語

教員として

採用され、日

本語教育の

研究を始めました。その間、江原理事長の誘いで理

事として「日中児童の友好交流後援会」の大連の中

小学校との交流事業に正式に携わるようになりまし

た。しかし、領土問題などで、中日関係が長期間に

わたりギクシャクし、訪日事業や文通事業が妨げら

れ、児童交流事業のやり甲斐を疑った時期もありま

した。 

2016年に旅順九三小学校の訪日団に同行し、目黒

区立鷹番小学校での交流事業の盛況に感動させられ、

文通事業の翻訳に協力してくれた大連外語大学の院

生たちの情熱と成長に感心し、日中児童の交流こそ

が人間同士としての真の交流ではないかと考え直し

ました。 

 2018年12月に公表された内閣府の世論調査によ

ると 

① 国との関係が「良好だと思う」が前回の14.9％

から18.3％に増加していること 

② 年齢別にみると「良好だと思う」とする者の割合

18歳から29歳で増加しているということです。 

その要因の一つは2012年以降日中両国が青少年

の交流事業に力を入れてきた、ということも影響し

ていると思われます。そういう意味で「日中児童の

友好交流後援会」が長年続けている交流事業はどん

なに素晴らしいことでしょうか。 

四十にして惑わず。これから一生、日中児童友好

交流のために微力を捧げたいと思います。◆ 
 

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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2018年度の文通参加者数 
 

目黒区立鷹番小４年74名、5年71名合計145名 

港区立御田小 4年64名、5年60名合計124名 

港区立高輪台小４年82名 

旅順九三小４年4年74名、5年71名合計145名 

普蘭店区駅前小４年64名、5年60名 合計124名 

大連市中山区実験小４年82名         合計702名 

 

2018年度 文通交流 
 

 今年度の文通交流活動への参加校は日中それぞれ 3 校ずつ

の参加でした。東京都目黒区立鷹番小学校と大連市旅順九三

小学校、東京都港区立御田小学校と大連市普蘭店区駅前小学

校、そして東京都港区立高輪台小学校と大連市中山区実験小

学校の６校で、2回の往復が無事終了しました。 

3回目の文通がありました！ 
 特筆すべきこととして、目黒区立鷹番小学校の小学 5 年生

は旅順九三小学の 6 年生（9 月から新学年のため同じ年齢同

士ですが、現在は１学年上になります）との 3 回目の交流が

実現したことです。双方とも71名の児童たちは、旅順九三小

からの訪日団が 1 月末の来日だったこともあり、交流が大変

活発となり、どうしても3回目の手紙を書きたい、との希望が寄せられました。旅順九三小の訪日団の来日後すぐに3

回目の手紙が寄せられたため、鷹番小学校に3回目の手紙を書く余裕があるかどうか打診をしたところ、鷹番小学校で

も中国との交流への希望が大変盛り上がっていたため、すぐに返信がきました。そのため3回の交流が実現してこの5

年生の年代の子どもたちは2年間で5回の文通交流をしたことになりました。よい思い出がたくさん生まれた文通交流

でした。詳細は「フレンドニュース#38」を併せてご参照ください。 

 

2018年度 訪日団 
 

外務省「2019年日中青少年交流推進年事業」として認定されました 
 2018年度の旅順九三小学からの訪日団受入は、

2019年1月末の受入となりました。すでに第23回目

を迎え、日中双方とも派遣・受入に対し、いままでの

経験を振り返り今後の方針を考えていただく年とした

結果、年度末の実施となりました。新たな気持ちで、

日本と中国の交流を各学校で検討していただいた結果、

大きな成果を挙げ、双方ともに大きな感動を経験した

事業となりました。 

ちょうど2019年を外務省

が「日中青少年交流推進年」と定めたため、外務省の事業として認定

のロゴマークの使用も許可され、喜びが重なった今年度の受入事業と

なりました。 

 

≪2018年度旅順九三小学第23次訪日団受入日程≫ 
1月21日（月）来日 （ＡＮＡ便5時15分成田空港到着 

１月22日（火）目黒区立鷹番小歓迎会（体育館にて） 

        10時30分から体育館にて歓迎会 

        15時30分ごろからホストファミリーのお迎え 

        夕食：副校長と張先生の歓迎会 

1月23日（水）8時30分登校 

       10時30分鷹番小下校後つくばエクスプレスに 

乗って「つくば宇宙センター」へ 

       15時「つくば宇宙センター」で見学ツアー参加 

          終了後ＹＨに再チェックイン 

1月24日（木）8時ＹＨ出発 

         9時新宿高速バスにて富士5合目と河口湖へ 

18時ごろＹＨ帰着 

1月25日（金）8時ディズニーランドへ 

1月26日〈土）6時チェックアウト後、成田空港へ 

       10時10分発ＡＮＡ大連便にて帰国 

外務省からの認定書 
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コラム：肖輝先生の現代大連事情 
 

中国の少子化と人材争奪戦 
 
中国政府は2015年の 11月に 1979年から実施して

きた「一人っ子政策」を廃止すると発表しました。 

一人っ子政策廃止の目的は？ 
その狙いは労働人口の減少に歯止めをかけ、高齢者

を養うための若い世代の負担を軽減させる、ということ

です。 

しかし、「ベビーブーム到来」という専門家の予測に反

し、2018年の新生児は対前年比で 100万～200万

人減少し、少子高齢化が急速に進行しているという報告

がありました。人口の減少による経済の減速が危惧され

ているのです。 

人材争奪戦か？ 
 こうした背景に、去年から今年にかけ、中国の地方都

市における人材争奪戦が中国全土で繰り広げられるよう

になっできました。これまでは、ハイレベルな人材は「北上

広深（北京、上海、広州、深セン）」に一極集中していまし

たが、杭州、南京、武漢、成都、西安、長沙といった地方

都市をはじめとして、新卒者を誘致するための政策が

次々と打ち出されていきました。 

実は税収と不動産の販売が目的か 
 これらの地方都市は着実に成長を続け、さらなる経済

発展にとって優良人材の確保こそが優先課題だと意識し

始め、人材争奪戦に参戦しているようですが、「人材を重

視しているようで、実は税収と不動産の販売が目的」とい

う声もあるのです。 

2018 年の不動産統計データによると、これらの地方

都市の不動産価格はいずれも他の地方都市より大幅上

昇したのは確かです。今、大連市もこの戦いに参戦してい

ますが、あまり注目されていないようです。 

東北地域の春はまだ先が遠いのかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度会費・寄付納入報告 
次の皆様にご納入、ご寄付をいただきました。皆様のご支援、ご厚志に心より感謝申し上げます。  (敬称略) 

浅野夏子 東みどり 石井昭子 板倉アキ 井上良夫 岩崎寿美子 

植木延壽 江原規由 江原孔江 大上孝夫 大川信男 梶田幸雄 

金刺基廣 神崎龍志 黄程陽 呉湘秋 坂本千代子 佐藤忠幸 

佐藤由巳子 篠倉芳晴 肖 輝 白尾幸子 鈴木春雄 鈴木道子 

鈴木芳子 荘口博雄 関 康男 竹内 玲 丹 直清 富樫史生 

中溝陽子 成川育代 西田 栄 濱淵雅子 東 日出男 松岡幸雄 

丸田康子 森 豊吉 米山アイ子 和田綾子 2018年度総額 81,900円 

公益財団法人平和中島財団から2019年度助成決定！ 
 平和中島財団様にはすでに 10 年以上のご助成をいただいており、そのおかげで今年度の文通交流も

訪日団受入も無事に終了することができました。 

 来年度のご助成決定通知をいただいた際には、信じられない思いでしばし呆然としました。平和中島

財団様の主な助成対象は国際的なテーマの研究者で、奨学金や留学生との青年交流事業です。本後援会

の活動は本来のご助成対象ではない、とのことは十分承知しております。それが、来年度も助成最高額

の 50 万円のご助成決定とのことのご連絡を頂戴し、改めて平和中島財団様からの応援の声を聞かせて

いただき、背中をドンと押していただいた想いです。 

かつての吉田松陰の塾のような、小粒でもキラリと光る、世界的視野を持つグローバルな人材育成を

目標に、財団様のご期待に添える活動をしていきたいと思っています。 

公益財団法人平和中島財団様への心からの感謝を込めて、会員の皆様へご報告申し上げます。 財団からの決定通知 
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松山バレエ団「ジゼル」を鑑賞して      姜駿 
このたび日中児童友好交流後援会のお招きで、幸いにも森下洋子先生と刑部星矢先生主演のバレエ『ジゼル』全

幕を観賞することができました。私はバレエに関して門外漢であり、バレエ芸術のすばらしいところを完全には把

握することができないかもしれませんが、美しい物は常に人々の共鳴するところとなります。美しいメロディーを

聴き、素晴らしいパフォーマンスを観ることは、ストーリーと音楽を全く知らないとしても、魂が感じ取り悦ぶも

のがあります。これこそ芸術の魅力のなせる業かもしれません。 

また、同じように森下さんと刑部さん両名の芸術家が主演するものであっても、異なる楽曲で異なる舞踏表現を

すると、観客に『くるみ割り』とは全く別の雰囲気と気持ちを感じさせるものです。『ジゼル』のストーリーの中で

は、少女の軽やかで浮き浮きした踊り方によって青春と愛情のすばらしさを表現しましたし、ゴーストのおどろお

どろしたパフォーマンスは、仏教の「八苦」のうちの「死」、「愛別離苦」、「求不得苦」に相応し、光と影、生と死

というテーマを十分に表しています。一方、『くるみ割り』の中では、美しくきらびやかな踊りを通して夢の王国の

不思議と華やかさを描くことにより、あどけなく温かいクリスマス・スト―リーを演じられました。 

日本語の中の「八方美人」は中国語の「八面玲瓏」と似ていますが、もともとは完全無欠な人を指し、後には物

事を行うのにそつがなく、臨機応変な人を指すようになりました。この言葉のポジティブな意味を以て松山バレエ

団のバレリーナたち、特に森下洋子女史を称賛し心から称えさせていただきたいと思います。これからも変わらな

い輝きと芸術の青春を保ち、素晴らしい踊りで異なる舞台人物を「活かし」続け、人々にバレエの美、芸術の美を

さらに感じさせていただきたいと願っております。ご招待いただき、本当に有難うございました。 
 

編集後記  
平成最後の年となりいよいよ

4月1日に新年号が発表されるそ

うです。本後援会は27年目を迎

えていますが、時代とともに文通

と訪日団受入の両活動も変化を

してきています。子どもたちの交

流ではありますが子どもたちを

囲む大人たちの交流でもあるこ

とを改めて認識した 2018 年度

の活動でした。（月季） 

 

松山バレエ団に感謝 
この数年、会員であり NHK ご勤務の大梧

美代子ディレクターのお口添えをいただき、

松山バレエ団様から中国の留学生や日中交流

に尽力している関係者の皆様に、と、公演鑑

賞のチケットをご寄付いただいています。 

2018年度は、2018年11月23日（金）の

「2018 クリスマス公演 くるみ割り人形」

（出演：松下洋子・刑部星矢）と 2019 年 3

月10日（日）の「ジゼル」にそれぞれ30名、

20名の合計50名をご招待いただきました。 

ご招待者は、公益社団法人日中友好会館留

学生事業部部長の夏瑛氏に、主として留学生た

ちを対象として募集していただきご参加いた

だきました。毎回、鑑賞後はすばらしい感想

文を送ってくださり、松山バレエ団様にご報

告させていただいています。 

「ジゼル」の感想文のなかから、姜駿さん（早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程）の感想文（仮訳）

を掲載させていただきます。 

2019年度通常総会のお知らせ 
2019年度通常総会は、5月 16日（木）の午後６時から 7時開催の予定です。4 月

中旬ごろにご案内を送付します。多数の会員の皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 
： 
 
 

 

 

 

「ジゼル」鑑賞の中国留学生たち(2019年3月10日（日）) 
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