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暑くなってきましたが、みなさん、いかがお過ごしでしょうか。 

 香川県内でも、コロナの感染状態が落ち着いてきたことはうれしい限りですが、今度は

水不足が心配される状況になってきました。 

子どもの頃は、21世紀になったら科学技術の発達で、様々な問題が解決できるものだと

考えていましたが、現実はそう上手くはいきません。 

あらためて、人間を取り巻く環境に思いを巡らせるとともに、様々な場面で、「共生」と

いう言葉の意味を考える毎日です。 

 さて、先月４日には、今年度の総会を無事に開催することができました。 

 これもひとえにみなさんのおかげだと考え、あらためて感謝する次第です。 

今年度は、社会情勢を斟酌しながらではありますが、少しずつでも活動を増やしていき

たいと考えていますので、ぜひともみなさんの御協力をお願い申し上げます。 

 最後になりますが、季節の変わり目、どうかお身体御自愛ください。 
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        今回は、総会にもご参加くださいました。 

一般社団法人香川県日中友好協会 

760-0066 高松市福岡町４丁目１０番８号 

 今年も、香川県からの委託を受けて、帰国

者日本語教室を年間１２回開催いたします。

皆さんご高齢となり、健康面での心配はある

ものの、日々お元気で暮らしておられます。 

 話はいつも、中国での暮らし、帰国後も続

いた困難にいきつきます。 



 

理事会報告  ５月１１日(水)14時半から 

                

６月４日開催の総会について話し合いました。 

コロナ感染状況を見ながら、懇親会も実施する

ことに決定しました。 

 

 

総会報告  ６月 4日(土)１１時からマリンパレスさぬきにおいて開催 

  
三宅前事務局長への黙祷 
浜田恵造香川県知事からのメッセージ紹介 
 
議決権のある総社員数 ６７名 
出席社員数      １５名 
委任状        ３７名 
 上記のとおり定足数に足る出席があったので、定刻に議事に入りました。 
  

議事進行 １号議案～５号議案のすべてが承認されました。 

     ６号議案 役員選任について、承認されました。 

 

上記のとおり、満場一致をもって承認され、終了しました。 

その後、懇親会に移りました。 

 

懇親会には、ご来賓として、高知県日中友好協会より、会長 岡林俊司様、理事、安岡土佐

夫様、竹内昭卿様のご参加もありました。岡林会長のコロナワクチンの副作用についてのお

話は、身をもっての体験であり、静かに聞き入りました。安岡様は、現在勉強中の中国語で

挨拶をされました。竹内様も感謝の言葉をお話し下さいました。 

 余興では、松岡理事によるピアノ演奏、歌、また、穴吹理事率いるグループによ

るギター、二胡、尺八演奏、漢字講座など楽しさ満載で、非常に楽しい時間を過ご

すことが出来ました。全員参加での合唱もありました。

 

 



 

                   内海 美貴子  
 
 
今回は、失礼ながら私、事務局を務めている内海の物語です。
(決してどなたかの原稿が間に合わなかったからではありま
せん ) 
二年目の事務局長として、不慣れながらも一生懸命務めて

おります。 
 
年４回発行の『空の道』読んで頂けていますか。少しでも、

会員の皆様とのつながりが持てればと始めた会報ですが、いかがでしょうか。 
  
香川県日中友好協会にかかわってから早１４年。 中国の留学生のホームステイの受け入

れから始まった、中国との関りが現在も続いています。 
 帰国者(中国残留孤児といわれる、満州からの帰国者)に対する日本語教室は、当協会の長
年の継続事業として、看護師としての知識も生かしつつ、健康教室なども行っています。 

   
高松市日中友好協会、四国華僑華人連合会からのお

誘いで参加するようになった、大連市中日友好協会主
催の、毎年のウオーキング大会への参加は、色々な
方々との出会いがあり、楽しみな行事ですが、コロナ
でなんとも寂しい状況です。 

 
中国語に関しては、準 4 級に合格しましたが、お恥

ずかしい限りで以降の勉強ができていません。ただ、
中国語朗読暗唱２０１５年１０月第２位、高松市日中
友好協会主催中国語スピーチ大会２０１７年１２月
優秀賞を頂くなど、輝かしい？結果はあるんですよ。  
他に、ボランティアとして『日本語まんのう』を主

催し、外国人への日本語教室を行っています。 中国人の方も熱心に通ってくださり、中国
との縁を感じます。 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員紹介 
中国との出会い   

筆者 

２００８年高校２年生の留学生 

看護師として？毎日朝のごみ拾

い、草抜きにいそしんでおりま

す。ご安心ください。ちゃんと

看護の仕事もこなしておりま

す。 

 事務局長になったからには、何としてもこの協会の

認知度を上げ、誰もが入りたくなるような協会にした

いという熱い思いでやっております。ほぼ空回り状態

です(笑)皆様のお知恵を、お金を‼お借りして、頑張

っていきます。どうぞ宜しくお願い致します。 



 エンジェル RGカガワ日中         

                    

喜田純鈴
す み れ

選手 イタリアワールドカップ結果 W杯ペサロ大会        

個人総合 15位 種目別 フープ６位 種目別ボール５位 

    ボールは、今期一番だといっても良いほど動きに無駄がなく伸 

    びやかな演技を披露した。フープは、応援を味方につけ、力強 

い演技を披露した。難度の精度も良く、会場からも歓声がわいた。 

 また、ミスをミスに見せないカバーはさすがであった。 

    リボン演技では、最後にミスが出たものの温かい歓声がわき、 

    海外でも認めてもらえる選手になったことを実感できる一幕と 

    なった。 

喜田未来乃
み ら の

選手 WCCポルチマン大会 総合１２位 

               練習にも表情にも余裕が出てきたように感じる。ミスをしな

いメンタルには今後の成長に期待しないわけにはいかないだろ

う。※(公財)日本体操協会 新体操強化本部長 村田由香里 報告より引用 

 

 

    

           正 

今、大変な戦争が起こっています。 

そこで気になるのは、プーチン大統領は、「これは正義の戦いである！」と言っている。

では、正義とは、何か？これを、漢字的に、「正」を見てみると、よくわかる。 

「正」は、「一」と「止」である。「一」は、国や地域の境界線。「止」は、足あとである。

それは、軍隊(歩兵)を意味する。つまり、「正」は、軍隊が、隣の国に攻め、侵入する。そし

て、勝利すると、「正義の戦い」と、声高らかに宣言するのである。「政」は、「正」に「攵」

(のぶん)。「攵」は、「打つ、叩く」の意味がある。故に、「政」は、戦争に勝って土地を取り

上げ、税金を取り上げ、政(まつりごと)をする意味になる。 

なお、「攻」「改」「放」「敏」「敗」「教」など、「攵」は積極的な

アクションがみられるつくりである。 

 

漢字が出来た３５００年前と、現代とは、全く変わらないのは、

戦争の本質が変わらないからである。 

学さんの漢字よもやま話 

左から、未来乃選手 

劉先生、純鈴選手 

写真は、劉先生から

送って頂きました。

 



 

 

空の道クイズ 

 

前回の答え ３月２日は、中国残留孤児の日です。 

  

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                               時事通信社ホームページより 

 

 

 

  

子供心に覚えているのは、テレビで地味な服を着た人たちが、出迎

えた人たちと抱き合って泣きながら喜んでいる、という光景です。 

それがどんな意味なのか、全く分かりませんでした。図らずもかか

わるようになった方たちが、まさにその中国残留孤児の方々だったの

です。 

2019年に上映した、山本慈昭『望郷の鐘』満蒙開拓団の落日は、中

国残留孤児とは、という疑問に答えてくれる映画です。また、同名の

本(作 和田 登)もあります。 

 もっと知りたいと思う方は、中国帰国者支援センターのホームペー

ジをご覧ください。 

知りたい情報が山ほどあります。帰国者ご本人の聞き書き集もぜひご覧ください。 

 

問題 今年は、 何月に、日中国交正常化 何周年を迎えますか。 

   簡単すぎて、申し訳ありません。でも、さてさて、いかがでしょうか。 

これをきっかけに、少し、過去の出来事を振り返り、考える機会になればいいですね。 

 

 

正解者の中から抽選で！10名の方に

『油屋まんのう』より、まんのうひま

わりオイルをプレゼントいたします。 

どしどしホームページまで。 

1981 年（昭和 56 年）のこの日、中国残留日本人孤児 47 名が、肉親探しのために、厚生

省の招待で初めて公式に来日した。このうち 29 名の身元が判明した。 

第二次世界大戦末期、現在の中国東北地方（旧満州地区）には開拓団など約 150 万人の日

本人が居住していたが、ソ連軍侵攻と関東軍の撤退によって満州における日本の支配権と、

それに基づく社会秩序は崩壊した。敗戦の混乱の中、帰国の途中で肉親が死亡、または行方

不明となり、中国に残留を余儀なくされた子供たちが数万人に上るとされる。 

日本政府はその子供たちのうち、両親が日本人であって、日ソ開戦が直接の原因で両親が死

亡、もしくは生き別れとなり、当時 12 歳以下の者を中国残留孤児と定義している。2016

年（平成 28 年）12 月 31 日現在、訪日調査などを行った孤児 2,818 名のうち 1,284 名の

身元が判明している。              雑学ネタ帳より 引用 

 



 

４月２８日 中四国ブロック会議参加   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１４日 岡山県日中友好協会２０２２年度定期大会出席 

満蒙開拓平和祈念館 館長 寺沢秀文様講演   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動報告です 

 寺沢様の第一印象は、非常に穏やかな方だということで

した。しかし、満蒙開拓のことを語り始めると、とにかく、

熱い、という感じです。調べに調べつくして、いったいど

うやって、調べているんだろう、と不思議になるほどでし

た。行動力も半端なく、実際に現場に行って調べつくして

おられます。 

 香川県の満蒙開拓団の送出数が、全国で１５位とかなり

上位だったことをご存じでしょうか。一般開拓団５５０６

人、青少年義勇軍２３７９人、昭和１４年と最も早い時期

に渡満したのが、樺林栗熊開拓団だったそうです。 

 以前、綾歌町の朝市で買った、『香取村の飲むヨーグル

ト』ですが、何の過去も知らずに飲んでいました。 

 『香取村』については、また次回、寺沢様の資料からご

紹介させていただきます。 

(公社)日中友好協会(会長 丹羽宇一郎)の、中国地

区、四国地区ブロック会議でした。 

①各県協会からの現状報告 

②(公社)日中友好協会活動報告ならびに、第１４回

定期総会に向けて：6 月 21 日日中友好会館(東京都

文京区) 

③中国四国ブロック代表理事選出 

④交流会の開催について 

  会員の高齢化、会員勧誘の難しさ、厳しい財政

状況など、どこの協会も同じような問題を抱えなが

ら、知恵を出し合って奮闘していることが感じられ

ました。 

各協会との連携も図りながら、日日交流もしてい

きましょう、という共通認識で黙食の懇親会へと移

動しました。 



中国語を学んでみたいあなたにお勧めの本です。 

引き続きのご案内です。 

音声も確認できますので、初心者の方から既に学んでいる方にも便利な本で

す。 

定価 1200円のところ、会員様には 500円でご提供します。(前回より安くなっ

ています。) 

数に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。残り、いよいよ  

１０冊となりました。早いもの勝ちです 

ホームページまたは０８０－２９９０－５９１７(事務局 内海)まで。 

 

 

 

２０２２年度 会費納入のお礼 

 皆様、会費の納入本当にありがとうございました。 

皆様お一人お一人の会費で、当協会が存続、活動ができております。 

今後も日中友好に向けての、地道な活動を続けていくために、有効に使わせていただきます。 

  

皆様にご参加頂けるようなイベント

を、企画中です。こんなことはどう？な

どの、企画案もお待ちしております。 

  

 

 

２０２２年度 総会参加 お礼 

2022 年度の総会には、お忙しい中ご参加いただきまして、ありがとうございました。

積極的なご意見を頂戴できました。 

また、当日のご参加はかなわなかった方も、委任状の形でご参加頂き感謝申し上げます。 

また、久々の懇親会では、高知県日中友好協会から会長岡林様、理事安岡様、竹内様にも 

お越しいただき、和やかな雰囲気の中、会話も弾み(アクリル板越しではありましたが) 

初めての参加の方も含めて、よい懇親の場となりました。 

 

 

 

講演会 ご案内 

 少し先の話ですが、是非ご予定に入れてください。 

目からうろこ、「漢字の成り立ちはおもしろい」 

講師：白川静東洋文字研究所 久保 裕之氏 

日時：10 月 23 日(日)10 時～11 時半 

場所：まんのう町かりん会館（神野１６８－７） 



 

 

 

 あなたの趣味は何でしょうか。料理、写真、映画、旅行、スポーツなどなど、 

好きな料理、得意な料理、思い出多い旅行、とっておきの写真、お気に入りの本、 

中国に関する事はもちろん、お一人お一人に、思い入れがあることがおありかと思います。 

 そんなことを、この空の道に投稿していただけませんか。 

文字数はご自由に、できる限り原文のまま掲載したいと思います。写真も数枚入れてく 

ださい。 

 この空の道をもっともっと、内容深い、読み応えのあるものにしたいと思っています。 

是非、ご協力ください。 

 投稿あて先     soutomoko10245@gmail.com 

           760-0066 高松市福岡町４丁目１０番８号 郵送でも。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御
社
の
広
告
、
個
人
の
方
か
ら
の 

お
知
ら
せ
な
ど
掲
載
し
ま
せ
ん
か 

 法人会員の皆様、御社のチラシ、その他会社概要など、知ってほしいこ

とを広告欄で掲載しませんか。 

 個人会員の方、ご自分がなさっている講座、教室などのお知らせを掲

載しませんか。 

 『空の道』発行部数は、なんと！１００部！程度ですが、会員同士をつ

なげるきっかけにできればいいなと考えました。広告料は？そんな固い

ことは申しません。無料です。是非、ご利用ください。 

ご連絡をお待ちしております。 

 

    CC BY  

とにかく一度お試しください。

おいしさがわかるはずです。 

自信を持ってお勧めします     

 会員価格です。詳しくは      

油屋まんのう 

080-2990-5917 まで 

投稿募集 

https://www.sanko.ac.jp/tokyo-child/news/life/archives/2016/ao_3.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 2022 年度役員 

役職名 氏 名 

代表理事(会長) 山本 悟史 

理事(副会長) 穴吹 学 

理事(事務局長) 内海 美貴子 

理事 泉 清章 

理事 高山 拓海 

理事 松岡 里佳 

理事 三好 康夫 

理事 梶 正治 

理事 山下 恵三 

監事 大西 繁治 

顧問 小国 宏 

顧問 玉木 雄一郎 

 


