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日 、中華 人

熊本 県日 中協会 とアジ ア
理 事長（ 当協会 理事 ・運営

アジア クラブ の鬼 海洋一

な問 題が発 生して いる 。マ

らず 、医療 体制な どに 大き

民共和 国駐 福岡総 領事館 に
「 新型コ ロナウ イル ス感染

委 員）が 中国の友 人から

けた のをき っかけ に、 小野

困っ ている 」との 連絡 を受

スク がどう にも足 らな いで

なに早 く、一 番必要 なも の

康総領 事代 理には 「こ ん

クラブ が１月

マスク ２万 枚を贈 呈しま し

症 の猛威 が止む とこ ろを知

た。

です。 」と喜 んでい ただ き

じて 同月

日から 県内 の医

中協 会とア ジアク ラブ を通

友道 会長と 相談、 熊本 県日

人民中国に載せられた総領事館提供の写真。康暁雷総領事代理（中央右）にマ
スクを手渡す小野友道会長（中央左）と鬼海洋一理事（左から２人目）

車はマスクの箱でいっぱいに

ました 。

こ の内容 は、 ２月１ 日付

けの 熊日や 人民 中国雑 誌社

の人 民中国 ３月 号でも 大き

く取 り上げ られ て反響 を呼

び、 熊本在 住の 中国人 の方

から 事務局 にお 礼の電 話も

いただ きました。

そ の後も さら に４千 枚が

事務 局に寄 せら れ、第 ２弾

として 郵送しました 。

てきたころ 、中国では日

漢での感染 者が落ち着い

られてきま した。中国武

４月には返礼届く

４ 月２日、今度は 中国

駐福岡総領事 館から当協

会に約千枚の マスクが送

本 を心配す る声が上 がり、

駐福岡総領 事館に送られ

て来たもの を、少しずつ

枚入りが

関係団体に 配ってくれた

もの です。

マスクは

パック。大 学や専門学校

に人数に応 じて送るなど

して、留学 生のもとに届

けま した。
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療機 関や企 業など にマ スク
の寄 付を募 ること にな りま
した。
取 り急ぎ 電話な どで 依頼
した ところ 、宇城 総合 病院
から の２千 枚、熊 本機 能病
院か らの４ 千枚を はじ め、
快く 協力し てくだ さる とこ
ろが 相次ぎ 、わず か４ 日で
２万枚に 。
い ち早く 届けた いと 、車
２台 に積込 み、小 野会 長や
鬼海 理事も 一緒に 駐福 岡総
領事 館まで 運んで 、康 暁雷
総領 事代理 に手渡 すこ とが

総領事 館から届いたマス
クの箱
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できまし た。
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新 型コ ロナウ イル スの感
染 拡大で 、例年 開催 の熊本
春 節祝賀 会を急 遽当 協会員
と 関係者 だけの 「日 中春節

深めてい きたい」と挨 拶。

期だ からこ そ、友 好を 一層

大塚峰 徳宗家 と宇藤 映晃 総

送りま した。 吟道吟 王流 の

状況に ある中 国にエ ール を

懇親会 」に 変え、 ２月５ 日、 国 政府教 育部か ら中 華人民

人が参 加し て開か れまし た。 学 生の集 団行動 自粛 の要請

来 賓祝辞 では康 暁雷 中国

師範に よる書 道吟の 後に は、

共 和国駐 福岡総 領事 館へ留

が 入り、 当協会 と総 領事館

駐福 岡総領 事が「 マス クの

康暁雷 総領事 が飛び 入り で

熊本ホ テルキ ャッス ルに

が 協議。 今年は 止む 無しと

支援に感謝する。本当に困っ

開催 準備 中の１ 月に、 中

の 結論に 達し、 留学 生の招

書を書 くパフ ォーマ ンス が

友 道会長 が「急 な変 更にも

の オープ ニング の後 、小野

市副 市長の 祝辞が あり 、崇

総括 審議員 と多野 春光 熊本

続 いて、 藤井一 恵熊 本県

に戦い ましょ う」と の閉 会

ウイル ス。日 本も中 国も 共

「人類 の共通 の敵は コロ ナ

最後 に小 山和 作理 事 の

あり、 会場は 大盛り 上が り。

関 わらず 、多く の方 にご参

城大 学の中 山峰男 学長 の音

と述べら れました。

加 いただ き、格 別の 感謝を

の辞で幕を閉じ ました。

頭で乾杯 しました。

名刺交換する参加者ら

吟道吟 王流に よる 書道吟

たと きに真 の友が わか る」

多 野春 光 熊 本
市副市長

申 し上げ る。こ のよ うな時

開 宴後は 多くの 皆様 がス
テー ジでス ピーチ 、大 変な

乾杯の 音頭をとる崇城
大 学 の 中山 峰 男 学 長
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藤井一恵熊本県
総括審議員
待 を断念しまし た。

祝賀会のた めに準備 し
ていた「春 聯」を飾 り
つけ た 懇 親 会場

主催 者挨拶を する
小野友道会長
康暁雷中華人民共和国
駐福岡総領事代理
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松野信 夫熊本
県日中 友好協
会会長

林康治熊本華
僑華人総会名
誉会長

浅田敏彦荒尾市日
中友好促進会議会
長（荒尾市長）

岩下 栄一 県議
会議員

てくれ た「 山川異 域・風 月

康暁 雷総 領事代 理が書 い

右から鬼海洋一理事、 小野
友道会長、康暁雷総領 事代
理 、 小山 和 作 理 事

マ ンスとなりま した。

いえる詩で、最高のパフォー

間 の日中 友好親 善の 証とも

反 響を呼 んだそ うで す。民

の ＳＮＳ で広が り、 大きく

同天」 は、 今から 千三百 年

に 書かれ ていた こと が中国

支 援物資 の箱に 貼ら れた紙

の ある団 体が中 国に 贈った

な がって いる」 の意 。日本

異 なって も同じ 空の 下でつ

い た詩の 一説で 、「 地域が

に 贈った 袈裟に 刺繍 されて

程 前に日 本の皇 族が 唐の僧

参加者全員 早期収束を 願う
漢 詩 を 書く 康 暁 雷総 領 事
代理と大塚峰徳宗家（右）、
宇 藤 映 晃総 師 範 （ 中央 ）

吉丸良治熊本国際
観光コンベンショ
ン協会代表理事

立派な文字の今年の春聯

林康治 、熊 本華僑 華人 総

会、医 療法人 社団寿 量会 、

福祉 法人慈 永会 、杉武 男、

高野 瑞代、 野田 たけし 事務

所、 武藤宏 一朗 、有限 会社

七城 観光バ ス、 東海大 学、

未来 税務会 計事 務所、 山本

株式会 社エン タープ ライ ズ

、 池満淵 、
Co., Ltd.

会議員 連盟、 株式会 社あ ん

城大学 、日中 友好熊 本県 議

垣秀 夫、荒 尾市 、株式 会社

ス株 式会社 、熊 本大学 、中

熊本 県国際 課、 熊本医 療ガ

ズ暖、 未来税務 会計事務 所、

株 式会社 エン タープ ライ

伸裕、 松本崇希

暖、柏 木明、 河野文 夫、 倉

秀拓 、松永 豊美 、ＪＡ 熊本

創価学 会熊本 平和会 館、 崇

岳町漁 協、熊 本朝日 放送 株

中央 会、大 代純 市、熊 本県

しん

式会社 、熊本 学園大 学、 熊

一般財 団法人 熊本県 青年 会

会社 エム・ ディ ・エン ジニ

北里 綜合法 律事 務所、 株式

本 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 、 中国残 留孤児等 対策協議 会、

館、熊 本産業 文化振 興株 式

アリン グ、松崎幸子

（ 順不同）

会社、 株式会 社熊本 放送 、

小山和 作、佐 藤義興 、社 会

春 聯の 文 字を を書 い て
く れた 丸 野真 愛さ ん ～
熊 本市 立 必由 館高 校 三
年 生 （ 当時 ）

協賛品 、賛助 金への
ご協力、誠にありがと
うござい ました。
協賛品につきまして
は、一部を次年度用に
保管し、あとは参加予
定であった留学生の皆
様にお配りしました。
賛助金は、マスク贈
呈のための費用や諸経
費などに充てさせてい
ただきま した。
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黄大衛九州ルー
テ ル大学 宗教
センター長

斉藤隆士熊本ホ
テルキャッスル
相談役

吟道吟王流の皆さんによる書道吟。書道吟とは、
日本の伝統芸能である詩吟と中国から伝わる書を
同時進行で織りなすものです

「和睦会（ホームーかい）」
を開催して います。
今年 は新 型コロ ナウイ ル

日 本語は 元々中 国か ら由

寿司、 文化、 鉛筆、 雑誌 、

て いると か、た まに 近所を

家で中 国の衛 星放 送を見

西 洋の言 葉を日 本人 が翻

漢字が使 用されていま す。

日本 で作ら れた多 くの 和製

とこ ろが、 中国語 の中 には

資本、投資、企 業

文学、 美術、 社会、 法律 、

方針、 申請、 経済、 健康 、

来し たと考 えられ てい ます。 市場、 広告、 国際、 政治 、

散 歩する だけ、 とい った方

世

ちなみ に「 中華人 民共 和

世紀末 から

中国 語の中 に根付 いた とい

国」は 中華だ けが元 々の 中

訳し て、

活動を 休止 中。ず っと皆 さ

和睦会 は、６ 月か ら、状

われ ていま す。通 常の 会話

スの影 響で 、２月 後半以 降、 が 多い中 、いろ いろ な活動

策 協議会 （中対 協） では、
んと会 えな いでい るので 、

況 を見て 少しず つ活 動を再

紀初 期にか けて中 国に 入り、

高 齢中国 帰国者 の引 きこも
自粛生 活を どのよ うに過 ご

国語で 、「人 民」と 「共 和

を 頑張った人た ちも。

り 防止対 策とし て、 毎週木

％

です。

が逆 輸入中 国語だ そう です。 国」は 逆輸入 中国語 だそ う
い くつか ご紹介 しま す。
電話 、旅行 、科学 、銀 行、

「冠」がコロナを意味し、
病毒がウイルスです

尋ねてみま した。

日常 会話はとても 上手な庄
山紘 宇さん。さら に日本語
の 勉 強 を頑 張 り ま した

支 援し て いま す。

を 通じて 中国 帰国者 を

て おり、 これ らの活 動

協 から業 務委 託を受 け

熊 本県日 中協 会は中 対

家の前で ジョギン グする
庄山 好 子 さん

で用 いられ る中国 語の

李淑芳さんは得意 の手芸
で、マスクや巾着 を手作
りして、親戚や友 人にプ
レゼント

開 していく予定 です。
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してい るの か、電 話など で

熊 本県 中国残 留孤 児等対

張淑青さんは孫の世話で大忙
し。油条（中国式揚げパン）
をたくさん手作りしました。
写真は孫の秦隆靖ちゃん

曜 日に日本 語交流 サロン
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編集後記

新 型コロナウ イルス 禍

がやっと 沈静化の兆し を
みせ始め ている。そん な

中、 感染拡 大は世 界の人 々
に、耐え 忍ぶための簡 単

な食生活 スタイルを与 え
たよう に思える。

日 本では最近 、小麦 粉
やホット ケーキの素、 お

好み焼き 粉などが品薄 に

なってい る。外出自粛 が
続き、で きるだけ我が 家

で食事を すませる家が 増
えてきた ため。菓子や パ

ン作り の関連品も同 様。
と ころで感染 源と疑 わ

れてた中 国でも、食文 化
に変化が 。外出自粛緩 和

でレスト ランでは、回 転

テーブル に盛られた料 理
に取りば しが用意され 、

それぞれ つまんでいた 永
い伝統に 変化も。共働 き

が多い家 庭では、自炊 が
急増、食 材のデリバリ ー

が一躍人 気に。市場に 馴
染みがな い人たちも買 い

出しに といった具合 。
今 回のウイル ス禍は 大

いに嫌わ れた半面、人 々

に困った 時の食生活習 慣
を見直さ せるいい機会 に

照彦

)

なっ たとい えるで しょ う。
（機関 紙編集委員会

・小串
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