の元首の暗殺事件をテーマにした映画が上映されま
した。オバマ大統領は、アメリカは、
「自由な国だ！」
と言い放ち、上映を後押ししました。
また、今年になって１月には、イスラム教の預言者
ムハマドの風刺画をパリの週刊誌「シャルリエブド社」
が出版し、
「我々は、自由だ。何をやってもいいんだ。」

と堂々とした態度で我流の常識を訴えていました。
また、オランド大統領が国を上げて「言論の自由」を
叫び、テロへと発展していってしまったのは大変残念
なことでした。そして、二人の日本人もテロの犠牲に
なってしまい最悪の事態となりました。
この事件を通してみますと文化というものが、背景
にあるように思います。北朝鮮がどういう国かとか、
テロ集団「イスラム国 IS」という過激派組織はどうい
う集団かということを取り上げる前に、国際間におい
て自国の常識が、文化も歴史も習慣も思想も宗教も価

会長

値観も民族も違う相手に通じるかというと疑問にな

岩間真弓

ります。自分が、常識と思っていたことは、外国を訪

新春のお慶びを申し上げます。会員の皆様におか

れた時に通用するかというとそうではありません。自

れましては、お健やかに穏やで輝かしい年を迎えら

分たちは、自由なのだから何をやってもいいというこ

れたことと存じます。

とにはなりません。裏を返せば、主張していることが

平成２７年の干支は、乙未（きのとひつじ）未年で

全く、テロの過激派組織の言っていることと同じだか

す。羊は、人々の生活を支えるだけでなく、温和な性

らです。「自由」と「勝手」は違います。今回の事件

格から、融和をもたらす平和な印象があります。中国

に関しては、「自由」という名を借りた「勝手」な行

語でも日本語でもおめでたい意味の「吉祥」の文字に

為に過ぎなかったと言えます。そして、歴史を鑑み、

は、羊の文字があります。このめでたい羊にあやかり、

暴力の応酬というのは、避けるべきだと思います。行

今年は、日本と中国に平和で友好な関係がもたらされ

動の暴力や言葉の暴力から、希望や夢など何もいいも

ますようにと願っております。

のは生まれません。恨みだけが残ります。交流云々に
関わらず、国際間では、注意すべき重要な点であると

さて、最近の国際的な事件をみますと、物騒な話題

言えます。

が多く見られます。昨年の１０月にアメリカで北朝鮮
1

日本と中国は、儒教という通じる道徳があります。

い出となりました。そして、この午年に日中国交正常

日本には、応神天皇の頃、中国から孔子の言葉を集め

化４０周年に開催したコンサートからの繋がりで、オ

た論語によって、儒教が伝えられ、今でも儒教の考え

ドゴー先生のご厚意で馬頭琴教室を開講できたこと

方が道徳として生活の中に入っています。孔子は、
“子

もよかったと思います。昨年は、このようにとても充

曰，中庸之为德也，其至矣乎”「中庸は最高の道徳的

実した良い一年になりました。このような多くの活動

価値だ。だが、人々は、長いことそれを忘れている。
」

を進めて行くには、役員はじめ会員のみなさまの支え

と言っています。また、「悪意には理性で、善意には

があってはじめてできるものです。ここに改めまして

善意で」という言葉もあります。私は、私達が国際交

感謝申し上げます。

流をする場合、考え方に偏りがなく、自分のことだけ

結びに、２０１５年も日中友好のため会員同士とも

主張せず、優れた包容力で相手のことも考え交流する

に手を携え、健康で仲よく楽しく民間交流を進めて行

ことが大切だよと言われているように思えて仕方な

くことができますように心よりお祈り申し上げ新年

いのです。
「自分がされて嫌な事は、相手にはしない。」

の挨拶とさせていただきます。

これが、人として大事であること、つまり国際交流の
基本ともいえるべきことだと思います。そして、相手
を理解するために努力しましょうということなので
しょうか。本当に心から世界の人々が幸せに暮らせる
ようにと願ってやみません。

話は変わりまして、昨年の当福島日中文化交流会の
活動を思い起こしますと、会員のみなさんが、生き生
きと楽しく活動されていた様子が思い出されます。会
員数９５名（内中国人会員が３０名程）おります。そ
れぞれ、熱心に勉学に取り組み、世代間を超えて和気
藹々と仲よく活動していただいていることは大変す
ばらしい事と思います。また、昨年は、午年というこ
とで大連市人力資源和社会保障局局長の于建軍さん
のお取り計らいで、会員含めた５人のグループで内モ
ンゴルの赤峰市へ旅して来ました。満天の星を眺め、
馬で草原を駆け抜け、ゲルに泊まって羊を食べ、雄大
な自然を満喫して来たことはとても忘れられない思
2

トを使い山頂まで登りました。
登った先に回遊する道路が整備され観光用オープ
ンバスが走っていて山頂の遊園地みたいに感じま
した。ここには花
崗岩が聳え立ち、
奇岩が多くあり
来るものを感動
させていました。
奇岩の前で

山元隆雄

３日目

福島日中交流会が“内モンゴルへ馬に乗りに行こ
う！”という企画をし、岩間真弓会長を団長に川島

朝からバス（我々５人の為にチャーターしたワンボ

かずお

ックスカーです。運転手と通訳とで７人で移動）で

と も こ

さち え

一雄様、加藤登茂子様、山口祥 枝様と山元隆雄の 5

３時間移動し“蒙古文化城”に到着。草原の中にぽ

名で行く事に成りました。それぞれ成田空港に集合

つんと立つジンギスハン、ジンギスカンを祀る博物

し、まずは大連に降り立ちました。２日目はロシア

館、記念品の販売店。奥には野外ステージが有り、

人街など大連観光をした後、大連人力資源和社会保

馬頭琴の演奏とフォーミーの歌舞のショー、馬の曲

障局局長の于建軍様のご好意で歓迎会を催して頂

乗り見物を楽しみました。
ジンギスハン

き于建軍様のご友人の旅行社の方もご一緒し、訪中
昨日ま

初日から大いに盛り上がりました。

では普

赤峰の空港着
3 日目はいよいよ

通のホ

目的のモンゴル自

テル生

治区へ移動です。大

活でし

連から飛行機で 1

たが今

時間赤峰市に到着

日と明

です。到着してまず

日は草

感じたのは大連に

原の中

比べて空気がきれ

でゲル（大きいテント状のモンゴルの移動式住居）

いだという事でし

での寝泊まりと成りました。夜は満天の星空を見上

た。街中はビルが立ち並び市内という感じですが 5

げキャンプ気分で過ごしました。風呂のバスタブは

分もすると街を外れ広大な山や、牧草地（特別に整

無くシャワーがふろ代わりです。

雄大な山

備されているとこ
宿泊したゲル

ろは極く僅か）荒
野かな？車で走る
事２時間、世界地

私たちの感覚で

質公園と称される

は旅行に行くと

“青山”に到着。

温泉旅館に泊ま

昼食後歩きとリフ

って豪華な料理
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をめいっぱい食べ、温泉にゆっくりつかるのを思い

た。いよいよこの旅行のテーマである“馬に乗りに

浮かべますが雲泥の差が有ります。ここ内モンゴル

行こう”の実践です。

ではキャンプ気分に成り良い思い出に成りました。

ラクダと頬ずり
良く飼いならさ

奇岩にキッス

れた馬にまたが

３か所の草原を渡り歩

り、五匹と五人

きモンゴル族の生活体

で牧草地を闊歩、

験をしましたが、我々が

闊歩 1 時間余り

旅行できるのはせいぜ

の散歩で、騎乗

い７月から９月迄です。

した高い位置か

位置的には北京より北

らの眺めは格別

へ 300 キロに位置し冬

でした。また別

には零下３０度以上に

の砂丘（砂山かな？）ではラクダに乗って“月

もなるとの事。今では現

の砂漠の・・・”気分でラクダに乗って山に登って

地の人も冬は都会で過

来ました。

ごし、春になると放牧の為に草原に戻ってくる生活

砂山で元気いっぱい

をしているそうです。草原から草原への道路は北海

楽しい内モン

道の直線道路のように一直線で道路の周りには何

ゴルでの思い

もなく、ただそのスケールは北海道の数倍も大きい

出を胸に大連

ものでした。ときどき道路を横切る羊の群れや、牛

に戻り今度は

の侵入で自動車の走行を妨げることもしばしばで

都会での御馳

す。歩行者、いや歩行動物優先の世界です。

走にあずかり
ました。

５人の侍

当会長の岩間
飲物の習慣

会長が懇意にされている、大連市外国専門局党委書

で日本との

記局長 于建軍様の計らいで送別会の昼食会を催

違いはビー

して下さいました。美味しい御馳走がずらりと並び

ルを基本的

お酒まで頂きました。中でも“ふかひれスープ”と

に冷蔵庫で

昨日まで北朝鮮への出張で特産松茸をたくさんお

冷やさずに

土産に持って帰って頂いたのをこれでもかと云う

飲む事でし

程頂き、その量は日本で食べている２０年分位頂き

た。私はホ

まし。又その席には于さんの友人で京劇のスーパー

テルに付く

スターが同席さ

前にガイドさんに冷たいビールを用意しておくよ

れてその場で歌

うに頼みました。そうでないと冷えたビールにあり

を 2 曲歌って頂

つけなかったのです。またレストランで水を待って

きその迫力は特

いても持ってきてくれません、仕方なくお願いする

別なものでした。

とやかんに入ったお湯が出てきました。冷えた飲み

于

物がほしい時は自販機でミネラルウオーター、コー

局長と岩間会長

ラ、ジュースなどを購入しなければなりませんでし
4

京劇を終えて特別撮影
京劇を見たかっ
たと話ししたと
ころちょうど午

矢部良子

後から舞台が有
るという事で切

平成２６年

符の手配までし

９月７日（日）

て頂き、劇場で

中央学習セン

3 時間にわたる

ター和室で恒

公演を見る事が出しました。

例の中秋節交

私には劇中の中国語は聞き取れませんでしたが、ス

流会が行われ

ーパー字幕が設置されていたので半分ぐらいは舞

ました。参加者

台と字幕を見ながら観劇しました。3 年間の勉強で

は、５０名程で

字幕は少し理解できました。

会場はいっぱいになりました。
横浜中華街より岩間会長お取り寄せの月餅やオ
ードブルをいただきながら楽しいひとときを過ご
しました。
第一部は、フルー
トの演奏と歌の鑑賞
をしました。歌は、
高田吉子さん作詞作
曲の万葉の歌と野口
英世の母シカの手紙
をアカペラで聴かせ
てくださいました。

歓迎して頂いた方々と御馳走

金管楽器の澄んだ音
と人間の身体から発せられる心に浸しる声に日常

以上のように非常にバラエティに富んだ旅行でし

の疲れた心が癒されました。

た。
沢山な思い出と、経験を積ませていただきました。

第二部は、会員の特技

そんな中で日本人と中国人が仲良く食事をしたり、

披露で歌や張萍さん

話し合ったり出来た事はお互いを理解し、結果的に

率いる踊り等で盛り

は日中の友好的なお付き合いにつながっていくも

上がりました。〇×ク

のと思うと大変良かった旅行でした。

イズや花架拳、馬頭琴
教室の初演奏等々。
渡辺永治さんが丹
誠込めて栽培された
哈密瓜（ハミグア）は、很好看、好极了!（見た目が
良く、とても良かったです。）ありがとうございま
した。楽しい時間は、たちまち過ぎました。
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丁

偉

ります。交流会では、

今天，是一个特殊的日子。受到福岛市中日友好

中国人と日本人が

交流会会长的邀请，参加了中秋节交流会。作为第一

一緒に伝統的な月

个在异国他乡度过的中秋节，首先意义非凡。

交

餅や、甘くておいし

流会上，中国人和日本人一起品尝着传统的月饼以及

いウリまでもいた

香甜的蜜 瓜。大家相聚一起，喝茶聊天，正如在中

だきました。皆さん

国一样，大家团团圆圆、颇有氛围。

と共に集い、お茶を
飲み語り合い、まる
で中国にいるかの
ように、一家団らんし、大変雰囲気がありました。
そのうえ交流会では楽器家と音楽家を招いて、私た
ちのために素晴らしいプログラムを演じて下さい
ました。音楽家は日本の曲と中国の曲を演奏しまし
た。よく知った中国のメロディーを聴いていると、
たちまち“節句になれば故郷の家族が懐かしくなる”
感覚におちいります。音楽家は伝統的な日本の歌を
歌い、私たちに伝統的な日本の芸術を味あわせてく
れました。また中国人と日本人が一緒に輪唱したこ

而且交流会上还邀请到了乐器家和音乐家为我

とで、深い郷愁の念が更につのりました。総じて言

们表演了精彩的节目。乐器家演奏了日本歌曲和中国

うと、この度の交流会は、異郷に身を置く私を決し

歌曲。听着熟悉的中国旋律，顿时一种每逢佳节倍思

て孤独な気持にさせなかったばかりか、この積極的

亲的感觉。音乐家演唱了传统的日本歌曲，使我们领

に中国語を学んでいる日本人の大家族に、よりいっ

略了传统的日本艺术。还有中国人和日本人一起的歌

そう溶け込みたいと思いました。今後もこのような

曲轮唱，更加烘托出浓浓的思乡之情。总之，这次交

活動に引き続き参加していきたいです。

流会并没有让身在他乡的我感觉到孤独，反而更加想

（安斎紀子訳）

融入这一群积极学习汉语的日本人大家庭。希望以后
还能继续参加这样的活动。

馮家男
中秋节始于唐朝
初年，盛行于宋
今日は特

朝，至明清时，

別な一日で

已与元旦齐名，

す。福島市

成为中国的主要

中日友好交

节日之一。像日

流会会長に

本的盂兰盆节一

お招きいた

样全家团聚的节

だき、中秋

日来说，中国的

節交流会に

全家团圆的节日

参加しまし

主要是中秋节和春节（正月至元宵节），今年远在异

た。異国の

国他乡本不能与家人团圆，但是能够参加福岛中日文

地で過ごす初めての中秋節として非常に意義があ

化交流会的中秋节活动真的非常开心。大家一起吃月
6

饼，欣赏音乐，一起唱歌，其乐融融。今天还吃到了
瓜子！瓜子在日本非常罕见啊。
（笑）
中秋節は唐の
初年に始まり、
宋代に流行し、
明清に至り元
旦と並び称さ
れ、中国の主
要な節句の一
つとなりまし
た。日本のお
盆のような一
家団欒の節句という点からいうと、中国の一家団欒
の主な節句は中秋節と春節（正月から小正月まで）
です。今年は遠く異郷にいるため、もともと家族と
団欒ができなかったのですが、福島中日文化交流会
の中秋節の活動に参加することができ、本当に楽し
かったです。皆さんと一緒に月餅を食べ、音楽を鑑
賞し、共に歌い、いかにも和やかでありました。今

岩間真弓

日はまた瓜を食べることができました！瓜は日本
ではとても珍しいんですよ。
（笑）

平成２６年１０月４日（土）福島中央学習センタ
（安斎紀子訳）

ー主催の中央地区文化祭の芸能発表に参加しまし
た。
当福島日中文化交流会では、毎年公会堂のステージ
で寸劇を披露したりしていますが、今年は李白の
「山中問答」を柳澤美佐子さんの詩吟と中国語会話
教室で唐詩を学んでいる様子を表現してみました。
ホワイトボードには、役員で書道家の渡部千佳子さ
んの迫力ある毛筆が輝いていました。そして、柳澤
美佐子さんの詩吟は、お腹から声を出し堂々として
すばらしい発表でした。また、中国語では、中級の
李淑薇先生が朗読していただいたのですが、感情こ
め抑揚をつけ詠んでいただき改めて中国語の美し
さを感じました。会場の人たちは、李白の「山中問
答」を通し、日本語と中国語のステージを楽しんで
いただいた様子でした。
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岩間真弓
平成２６年１１

余興としては、柳沢美佐子さんの日本舞踊や山元

月２日（日）福島

隆雄さんの奥さんが、ハワイのフラダンスの衣装を

市郊外の民家佐

つけて踊ってくださいました。また、河北大学から

久間邸で恒例の

来ている福島大学の丁偉さんが、中国で流行ってい

芋煮会を開催し

る歌を披露してくださいました。クイズをしたり、

ました。25 名の

中国のお祝いの時に踊る「秧歌」を張萍さんに教え

方々が参加しま

ていただいて全員で踊り楽しい秋の日を過ごしま

した。秋晴れのいい天気に恵まれ、屋外と屋内手分

した。

けして作りました。福島の地方で食べられる豚肉、
大根、人参、ゴボウ、白菜、きのこ、サトイモ、こ
んにゃく、豆腐、長
ネギ、を入れ、味噌、
醤油、お酒、みりん、
だし、七味、塩で味
付けた芋煮を作りま
した。福島大学の留
学生たちは、初めて
食べる日本の福島の芋煮に「おいしい！」と言って
おかわりをしていました。また、この日一人一品持
ち寄りでしたので、中国の「茶蛋」や炒め物、鶏の
脚「もみじ」もテーブルに出て、中国の味も楽しめ
ました。
因みに
私は、お
赤飯を
ふかし
て持っ
ていき
ました。
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岩間真弓

平成２６年１２月２３日１１：００～福島市の中
華レストラン珍満で忘年会を開きました。一年の活
動納めということでおいしい中華料理を食べ、大場
秀樹さん差し入れの中国酒をいただき、楽しく過ご
しました。

岩間真弓
一昨年、
当福島日中文
化交流会では、
日中国交４０
周年の記念事
業としてコン
携帯の You

Tube

からダウンロードしたカラ

サートを開催

オケで中国の歌や日本の歌で盛り上がりお腹を抱

いたしました。

えて笑いました。今年もいい活動ができたなぁと思

その時、出演していただいた馬頭琴奏者のオトゴー

いました。１６人が参加しました。

バートルさんが、楽器も作れるので一緒に馬頭琴を
弾きませんかと声を掛けてくださいました。そのご
縁で昨年４月から馬頭琴教室を会の活動として、開
催することになりました。
オトゴー先生は、大変器用な方で、馬頭琴の演
奏家でもあり、また、馬頭琴の楽器を自分の手で作
ることができます。ご存知のように馬頭琴の楽器の
頭には、馬の頭の彫り物があります。オトゴー先生
の作った馬頭
琴の馬の顔は、
優しさの感じ
られる馬もあ
れば、強さを感
じられる馬も
あります。また、
楽器の音色も
9

チェロのような重厚な奥行きのあるきれいな響き
がします。オトゴー先生の作った馬頭琴は、楽器一
つひとつの響きが違い楽器の色もその人の好みで
作っていただきました。みんな、とても気に入って
使っています。馬頭琴は、馬の尻尾で作った弓とナ
イロンで作った２つの束の弦を弾いて音を鳴らし
ますが、左手の指で弦を抑え、右手で弓を弾くのは、
なかなかうまくいかず難しくていい音が出ません。
ギーコギーコたまにキーキー音がして、セロ弾きの
ゴーシュにでもなったような気がして、時々自分で
弾いていて笑ってしまいたくなる時があります。ド
レミファの音が出て、みんなと音を合わせ音楽にな
った感じがした時は、私達なかなかやるじゃないか
と自分を持ち上げたりもします。
今、何曲か挑戦し、みんなの前でも弾いてみた

いという夢も持ちはじめました。また、グループ名
も「７匹の子羊と狼」という名前も付けましたので
これから、みんなの前で弾ける機会が増えるとうれ
しいです。
それから、オトゴー先生が都合によりアメリカに
行くことになってしまい、オトゴー先生の奥様のオ
ユンエルデネさん（コンサートの時に揚琴を演奏し
た）のお兄様のノモンダライさんが馬頭琴を教えて
くださることになりました。
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お知らせ

◎第８５回中国語検定試験開催

日時：平成２７年３月２２日（日）

会員の皆さま

場所：福島テルサ
いつも福島日中文化交流会へのご支持とご協力感

内容：準 4 級・4 級・3 級・2 級・準 1 級

謝申し上げます。

「当面の行事のお知らせ」

平成２７年度の会費及び各種会費納入のお願い

1 花架拳教室
日時：毎月第２日曜日（都合により変更もある）
場所：福島市中央学習センター
内容：護身術である花架拳を演舞する
費用：1 年分 ９,６00 円（800 円×入会月から）
講師：日本花架拳学会 飯田加寿子

下記へよろしくお願いいたします。
会費納入について
（1）

郵便局振込みの場合（お近くの郵便局で）
02220-7-105525 福島日中文化交流会

（2）

銀行振り込みの場合

2 健康マージャン教室
日時：毎月第２日曜日（都合により変更もある）
場所：福島市中央学習センター
費用：1 年分 6,000 円（500 円×入会月から）
内容：吸わない・飲まない・賭けない健康なマージャン

振 込 先：普通預金 東邦銀行保原支店
口座番号：733649
名 義 人：福島日中文化交流会
会長 岩間真弓
住

所：〒960-0613

3 日本語教室
日時：毎週木曜日 16：00～18：00
場所：福島市中央学習センター
費用：500 円×月

伊達市保原町字内町 21-5
（3）

会費について
法人会員 10,000 円

個人会員

3,000 円

中国人会員 1,000 円

講師募集！
内容：中国人に日本語を教える
＊講師料はお支払いできません。教科書各自負担。

中国語会話教室からお知らせ
◎ 中国語会話教室第４６期募集開始！
日時：平成２７年４月～平成２７年９月

你好!

場所：福島市中央学習センター

最近忙吗?

内容： 中国語
入門
講師：岩間真弓
毎週月曜日午後６時 00 分～７時 00 分
初級
講師：岩間真弓
『福島日中文化交流会ホームページ』
http://www.rizhongwenhua.com/

毎週月曜日午後７時１５分～８時４５分
中級 清水学習センター分館
講師：李淑薇
毎週火曜日午後６時 30 分～８時 30 分

≪編集後記≫
今回は、春節に合わせ発行することにしました。
記事をいろいろな人に載せてもらえばよかったな
と思います。みなさん、記事何かあったらお寄せ下
さいね。
（編集担当）

費用：
※一クラス分の授業料で 3 クラス受講可能
※各クラス授業日は都合により変更する場合あり。
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