平成２３年４月１日

農産物︑海産物を輸出す

る③孫文と宮崎滔天との

関係を知ってもらう︲の

三つの目的です︒現地の

大手新聞が私のトップセ

ールスを大きく扱ってく

れました︒特に阿蘇を宣

行きました︒①熊本の良

最近︑二度目の香港に

崎滔天もいるんだよ︑と

有名なっていますが︑宮

また︑長崎の梅屋庄吉が

れると期待しています︒

州の発展の大きなチャン

また︑新幹線の開通が九

動に支援してくれました︒

本人が孫文先生の革命活

宮崎滔天など多くの日

伝してくれたので沢山訪

さをアピールし観光面に

意を尽くしました︒

そして谷口功熊本大学長

交友ぶりをパネルで紹介

尾市出身の宮崎滔天との

係についても﹂と語り︑

た︒宮崎滔天との友情関

に来たことを初めて知っ

賀会﹂が二月十六日︵水︶

ご不自由なこともおあり

した︒異郷の地で何かと

趣旨に当会が設立されま

孫文と宮崎滔天の友情を

辛亥革命から百周年︒

やかな雰囲気に包まれて

があり︑会場は終始︑和

て恒例のお楽しみ抽選会

るアトラクション︑そし

と︑日中の文化を紹介す

振り付けをした日本舞踊

にお迎えしました︒

留 学生ら をに ぎや か

た提灯と唐辛子︒

会 場入り 口に 飾ら れ

ます︒

友好のために全面協力し

スです︒総領事館も日中

活かしてもらう②熊本の

の乾杯の音頭で開宴︒

︵荒尾市提供︶したり︑

日中協会員らと友好を深

でしょうが︑本日はゆっ

いました︒

舞︑二胡の演奏︑独特の

くりご歓談ください︒
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留学生らは︑中国帰国

者や留学生が作った餃子

や︑祝宴の料理に舌鼓を

今年は辛亥革命から百

神戸の孫文記念館が制作

めていました︒

打ちながら﹁孫文が熊本

周年︒これを記念して︑

した﹁孫文と宮崎滔天﹂

熊本県日中協会主催の

午後六時半から︑熊本ホ

会場では革命の指導者・

﹁第二十九回熊本春節祝

テルキャッスルで盛大に

のＤＶＤを映写︒
国人留学生・研修生と日
中協会員らが和やかに春
節を祝いました︒
主催者の柏木明会長︑
蒲 島郁夫 県知事 ︑武 樹
民・中華人民共和国駐福
岡総領事の来賓︑前畑淳
治荒尾市長らのあいさつ︑

吟詠・剣舞や上海扇子

孫文と親交の深かった荒

熱気に包まれました。

開かれ︑招待者された中

大勢の参加者で会場は
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映写された宮崎滔天のＤＶＤを見
て、留学生らは「初めて知った」
と驚いていました。

周年事業を計画中です︒

荒尾市では辛亥革命百
進めていきたいと考えて

記念館とも随時︑交流を

今後︑他の五つの孫文

国の方たちです︒熊本県

生がいて︑その半分は中

熊本には七百人の留学

て上海に熊本のオフィス

すでに昨年十一月に孫文
荒尾には資料が沢山あ

を設立準備中です︒これ

や熊本市︑大学が連携し

ことし十月にはシンポジ
るので︑留学生の方々も

を機に熊本と中国︑日本

います︒

ウムを︑そして香港の孫
来ていただき︑理解を深

と中国が仲良しになる事

の生涯の絵画展を実施︑

文記念館に孫文・宮崎滔
めて日中友好の輪を広げ

学生活を送ることができ

熊本工業専門学校留
学生の段冀州さんに
よる︑見事な二胡の
演奏︒
美しい音色にみんな
うっとり ︒

ださい

義な学生生活を送ってく

天が写った記念写真を贈

詩吟・剣舞を披露す
る︑岩下河洲さんと
福住麗祥さん︒

本日はお招きいただき
今日初めて︑孫文さんと

と︑出会った人たちは私

ます︒熊本で体験したこ

社会人の一歩を踏み出し

ありがとうございました︒ ました︒四月から東京で
孫文さんを支援していた

の宝物です︒この宝物を

宮崎滔天の関係を知りま
した︒

思います︒

私は高校卒業後八年間︑ 胸に頑張っていきたいと
熊本で有意義で楽しい留
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を期待しています︒有意
中村花誠社中
ザ・わらべ子供舞踊団
可憐な踊りで来場者を
魅了しました。

呈︑交流が始まりました︒ ていただきたい︒

会場内に掲示されたパ
ネルに見入る参加者。
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金虎跳出福運在

玉兎躍進喜気生
二千五百個の 餃子作り
は数日前から準備︒
当日も朝から 包みに大
車輪でした︒

中国では慶事の際に、赤い紙に縁起
のよい句を書いて 、門柱や入り口の
左右に貼ります。特に春節（正月）の
ものを春聯（しゅんれん）と呼びます。

大変でした︒うれしい

土産振り分 け作業も

品が豊富に集まり︑お

今年は例年 より協賛

兎年は飛躍の年
金の虎が飛び出したが福運は続き
玉の兎が跳ねこんで喜色が生じてくる
悲鳴です︒

城大学︑高木健次︑竹内

津政雄︑北里敏明︑熊本

小山美代子︑柏木明︑河

知剛︑宇城市︑岡村透︑

下俊一︑上岡龍一︑上坂

木祐一朗︑池田和貴︑岩

熊牧場︑阿蘇製薬㈱︑荒

アイ・ウッド㈱︑㈱阿蘇

三︑松本崇希︑真鍋嘉人︑

佳代子︑益田忠︑松野憲

ングス︑深川敬一︑細川

し︑㈱ヒライホールディ

議会議員連盟︑野田たけ

野義孝︑日中友好熊本県

精六︑㈲中野工務店︑永

学園︑富田薬品㈱︑中尾

義雄︑㈱暖︑張晶︑鎮西

朝日放送㈱︑熊本華僑総

三角海運㈱︑森川健康堂

㈱︑㈲柳井商店

荒尾市︑荒木ひとみ︑㈱

アローゼ︑岩下栄一︑大

代純市︑唐津邦利︑㈱九

電工︑九州ルーテル学院

大学︑㈱近代経営研究所︑

熊本機能病院︑熊本学園

大学︑熊本県観光連盟︑

熊本工業専門学校︑熊本

酸素㈱︑熊本保健科学大

学︑小串照彦︑佐藤征紀

郎︑佐藤征紀︑ＪＡ熊本

院︑古閑三博︑國米聰太

スル︑栗谷利夫︑高野病

学︑㈱熊本ホテルキャッ

放送㈱︑熊本保健科学大

県小林寺拳法連盟︑熊本

会︑熊本学園大学︑熊本

健康堂㈱

プシコーラ販売㈱︑森川

ボトリング㈱︑南九州ペ

水︑南九州コカ・コーラ

油㈱︑㈱ヒライ︑三浦一

夫︑野田たけし︑濱田醤

暖︑富田薬品㈱︑中垣秀

崇城大学︑田代利吉︑㈱

全日本空輸㈱︑創価学会︑

重光産業㈱︑㈱秀拓︑

中央会︑潮谷義子︑熊本

︵敬称略︶
機能病院︑創価学会︑崇
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兎年飛躍
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司会の西村直子さん︒

くじを引く青柳理 事と

留学生と和やかに歓談する会員ら。

舞踊の出演者とパチリ︒

幸運を射止めた留学生たち。

柏木会長から賞品を手渡さ れ、「今年も
縁起がいい」とニコニコ顔。
餃子実演コーナー。
留学生らが会場で次々茹で上げ、参加者
は春節ならではの餃子に大喜び。

今回の紙 面は春節祝賀

会オンリーになりました︒

優美に上海扇子舞を

と宮崎兄 弟資料館 などの

う 節 目に当たり︑荒 尾 市

特に辛亥革 命百周 年 とい

踊る郭麗影さんら︒

ご協 力 で︑貴重 な資 料 を

ご提供いただきました︒

孫文を支えた宮崎滔天

の偉 大 な革 命 への功 績 を

留学生らが認識 を新たに

し︑今 後 の日 中 友 好 に大

きく役 立 ててもら えるも

のと確信しております︒

先 日 ︑柏木 会長 と青 木

事 務 局 長 との三 人 で︑御

礼に荒尾 市へ行 ってまいり

ました︒

照彦︶

︵機関紙編集委員会

小串
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孫文・滔天資料展示の応援に駆けつ
けて いただいた、宮崎兄弟資料館の
安田館長と荒尾市役所の松岡さん。

