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宮城県・南三陸町の保育支援にさらなるご支援を

保育再開支援から保育園再建支援ヘ!
 
NPO法人宋慶齢基金会日中共同プ口ジ、ェクト委員会

代 表理事諏訪きぬ

会報20号でのアピールどおり、� 3.11大震災

を受けて当会は、「中国貧困地区支援を一時

中止して、日本の子どもたちへの支援に立ち上

がる」ことにしました。支援地を故須藤前副

代表の出身地登米市に隣接する南三陸町に決

め、その保育再開の支援に取り組みました O

南三陸町に決めた理由は、住民の避難先の登

米市は、当会員が須藤さんの墓参に訪れてい

た地で、あったこと。そして玉川大学の鈴木牧夫

先生が紹介くださったのが志津川保育所主任

の三浦房江さんであったこと。� 5月時点、で保育

再開がなされていなかったこと、等でした。

害城県「本音郡南三陸時l去害城県北東部怪位

置し、東は太平洋に面し、南は石巻市、西は登

米市に接しています。一瞬に町がなくなったと

報じられたように、町の7-8割が津波に飲み

込まれ、� 30数名の役場職員が亡くなり、人口

約1万8千人のうち約1万人の町民が避難生活

を送る、という惨状でした。

南三陸町には私立幼稚園� 1固と公立保育所� 

5か所がありましたが、幼稚園と� 2保育所が流

失。幼稚園は公立小学校に間借りしつつ、ユ

ニセブの支援を受けて再開の目途がついたよ

うです。保育所のほうは残る3保育所(志津川・

伊里前・名足保育所)で保育を再開し、復興計

画の中で本格的な整備に着手するということで

す。皆さまから緊急支援としてお寄せいただい

た約� 100万円は、先方からの要望のあった品々� 

(孟輪車辛ス.~-::J-，'-}':;。、ー砂場k~"-J-r--)/j:-ιを揃� ι、一ー-
6月10日の保育再開に間に合わせるように、� 6月� 

1日に遊具メーカー“ジャクエツ"の車で運び込

みました。また� 7月19日には上海宋慶齢基金会

からの災害支援金の使途の説明も兼ねて再訪し、

多忙な佐藤仁町長さんとも両談しました。

上海宋慶齢基金会の支援金は多額でもあり、

復興計画� iによる新|表|建設の基金としてプールで

きないか、との打診がきています。その要望に

沿えるよう、今後、努力したいと思います。高台

に新しい町が形成され、保育の拠点が生まれる

日が待たれますコ再j三陸町の保育復興に今後と

もご支援をお願いいたします。
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[第iI:J回� JCC中国講 座 ~年 5月 14 日:

夫� 日本の課題;a塑ft

マ上海で働ぐ日本人女性ゑーら昆えてぐぬの

ず言 講師石川照子さん(大妻女子大学比較文化学部教授)

講堂 上海は、世界最多の10万 暮らしの女性との格差が出現し継続している。

可人を超す在留日本人を抱え 上海は、めざましく発展する中国最大の経済都市� 

/Zる都市であり、多くの日本人 であり消費都市である� c 上海在住の日本人の業種
司女性たちも在住し働いてい� 

や職種は多様化し、県人会や同窓会などのネットワ
z る。上海で働く日本人女性

たちから見えてくるものに
ークができ、「上海で働く日本人女性の会J(会員 

ついて、ジェンダー視点か
300人)などの団体も活動している。

上海で働く日本人女性へのアンケート� (2010年1月� 
らの中国、上海、そして日

-3月実施・有効回答数33)では、製造、貿易・商
本、日本社会を考察する。

社、コンサルティングその他18業種で働き、滞在年

ジェンダーとは、社会的・文化的に規定される性別 数は5年以上が46%を占めている。彼女たちにと

概念であり、常に変化する可能性を内包している。 って上海で、の経験は大きく、働く手ごたえと同時に

日本では、明治維新から敗戦まで「家」制度や法 日本の長時間労働や年功序列、男女不平等などを

において女性と男性の明確な区別が存在し、男性 感じている。また、仕事の保証や異文化理解の難

優位社会で、あった。敗戦後、「家」制度は廃止され、 しさ、自分の将来等についても課題としている。

女性は労働運動や平和運動に参加し、女性のライフ 上海が日本女性たちをヲ!き寄せる要因は、エネル

サイクルも大きく変化した。しかし、多様な職業に ギーやパワーがあり、能力を活かせるチャンス、

ついているが正規・非正規雇用の賃金など女性問 国際性に加えて、長時間労働などの時間的制約の

の格差や、性別役割分業意識が根強いため出産育 ないジェンダー的開放感だといえる。他方、日本

児で仕事を辞める� M字型雇用は変わらず、職業継 が女性たちを押し出している要因は、長時間労働

続への支援ーなど、女性労働をめぐる諸問題は解決さ や性別役割分業意識で、ある。少子高齢化という社

れていない。� 会構造の中で、雇用などに女性の活用が課題とな

1840年代以前の中国では活躍する女性もいたが、 っているが、日本の社会では活用できていない。

儒学思想が強く女性の行動に対する抑圧や差別が 上海で働く日本人の課題として、中国・日本の背

存在した。中華人民共和国成立後の計画経済時代、 負っている歴史や文化を知り、同じ「人間」として

「半辺天J(女性は天の半分を支える)の政策により の敬意をもって対する姿勢が大切である。� I二項

女性を生産労働の現場へ動員し、男性と女性の同化 対立」思想を乗り越え、多様な価値観・意識にもと

が図られた。� 1970年代からの市場経済時代は、競争 づく多様な生き方の選択が可能な社会の構築が求

原理が重視され女子大生の就職難、中年女性のリス められている。男性、女性、そしてすべての人々

トラなど女性労働が脅かされ、男性と女性の同化か が自分らしく生き生きと生きられる社会への模索

ら異化へと変化が生じている。また、能力主義の結 と 努 力 が 必 要 で あ る ( 文 責 井 上 陸子)

果、管理職の女性が活躍する 一方、出稼ぎや年金

..・・・・
L第~回IQ['中国講座 |予告
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中国人の日本観-戴季聞の日本観を踏まえて-
講師:張玉捧さん(東京大学非常勤講師第3回「山口一郎」記念賞受賞)


日時:2012年� 5月1，2日(土)午後� 2時~ 場所:未定 参加費:500円
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;第rnJ回 [[ICI中国講座 
  

描百年
講師 夫保田文次さん� 

(日本女子大学名誉教授)� 

1911年10月10日、湖北省武漢市で起こった清

朝政府軍(新軍)の革命反乱は全国に波及、� 

1912年1月1日、南京に中華民国臨時政府が成立

し、中国同盟会総理孫文が臨時大総統に就任し

た。清朝は衰世凱を内閣総理大臣に任じて対抗

したが、� 2月、衰は革命派と妥協して宣統帝薄儀

を退位吉ぜ五万:マづ青朝一li~減方売っ顎支写ぽ財

難のため、衰と妥協し、衰を臨時大総統に選出せ

ざるを得なかったが、主権在民を定めた臨時約

法を制定しアジアで最初の共和国家が誕生した。

旧暦辛亥(かのとい)の年に起こったので辛亥革

命と言われる。哀世凱は次第に独裁権力を強め

たので、孫文らは1913年第二革命を起こしたが失

敗、日本へ亡命した。衰は� 1915年末皇帝に即位

したが、南方に反乱がおこり、� 1916年帝政を撤回、

間もなく急死したので、中華民国・臨時約法・国

会が復活、孫文も帰国した。その後も衰の系統

の軍闘が北京政府を支配したので、孫文らは南

方を根拠に革命を続けた。孫文の中国国民党は� 

1924年に中国共産党と提携、革命運動の発展を� 

2011年11月5日l

目指したが、係文は� 1925年「革命未だ尚成功せ

ず」との遺書を残して病死した。その後も国民

党と共産党との内戦、日本軍の侵略があり、� 

1949年に中華人民共和国が成立、国民党は台湾

で政権を維持した。

武漢の新軍兵士は革命派の影響を受けたもの

が多かったが、蜂起計画の発覚、指揮予定者の

逃亡・処刑、弾薬支給の停止などの悪条件をも

のともせずに決起した。工兵大隊がまず弾薬庫

を占領、城門を聞き、弾薬を決起部隊に支給し

て蜂起を成功させた之とは、 下士官� 7 兵士の輩 一一

命への情熱の強さを物語っている。

百年後の現在、孫文が提起した「民族主義」

の内、清朝打倒は成功し、人民共和国以降、欧

米と対等な国際的地位を獲得したという成果を

挙げた。しかし、国内での少数民族地区に深刻

な問題が生じている。� I民権主義」では人民主

権の共和国にはなったが、実際上は共産党の一

党独裁が続いていて、孫文が目指した「憲政」

は実現していない。台湾では憲政は制度化され

ている。� I民生主義」のうち、 「地権平均」の

土地改革は毛沢東によって農民への土地配分が

行われたが、後に人民公社化などを経て国有化

され、土地私有は認められていない。台湾では
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有償方式で土地改革が行われた。� I節制資本」

による国家主導の工業化は「改革開放Jによる

資導入等マ大き古成果を収め、 一今や規模の面一一一ー

では世界第2位の工業国となった。台湾でも先

端産業などが大いに発展した。孫文は福祉国家

の建設を目指したが、全国統-的な社会保障制

度は不備で、経済格差の拡大が矛盾を増大させ

ている。社会主義・民生主義の理想、が調和のと

れた「和諮社会」の実現に機能することが求め

られる。

中国の改革開放経済の成果が著しいことが、

係文や辛亥革命の理想、に合致していることが認

識され、係文・ 辛亥革命に対する評価が高まっ

たことが、 百周年の特徴である� c 成果とともに、
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その問題点の解決も、孫文・ 辛亥革命の歴史的

検証を踏まえてなされるべきであろ う� d
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半亥革命100周年の記念

行事の一環として、 宮崎家所

蔵の中同革命関係史料の相

当部分を収録した丈献が見

事な美術装Tを凝らして、中国

宋慶齢基金会研究センターから刊

行され、中国の大学、図書館等に贈呈された� c

発刊式は、� 10月8日紀念宋慶齢国啄名誉主席故居

(宋慶齢故居)の、宋慶齢の座像が正面に配置された

ホールで開催された。治天の孫宮崎蕗事女史、曾孫

宮崎黄石氏夫妻を中心に、劉徳有元文化部副部長、

序文執筆の章開沈教授・久保田文次教授、尚明軒教

授、王暁秋教授等々関係者が一堂に会した。続いて

座談会も行われた。

私が北京の宋慶齢故居を初めて訪ねたのは、宋慶

齢さんが亡くなられて2年後の夏、� 1983年8月である。

前年末中国宋慶齢基金会第一回理事会が開催された

ばかりで、同基金会の事務所は、故居の中にあり、

案内して下さった胡今明氏から最初の宋慶齢基金会

のリーフを頂き、その後お会いした呉全衡副主席から、

日本で宋慶齢基金会を発起して、中国の3憶の少年

児童の育成に協力してほしいと要請された。ついで

北戴河に宋慶齢女史の友人1.エプシュタイン氏を訪

ね、馬海徳博士、ルイーアレイ氏、パスー博士とも初

めてお会いしたのである� O

このたびは、夫とともに武漢、上海の行事にもお招� 

JCC活動日誌� 2011年5月14日.....2012前月�  14日� 

2011年� 

5月� 14日第18回JCC中国講座「現代日本の課題上
海で働く日本人女性から見えてくるもの」講師:
石川照子さん
第82回事務局会議� 

5月17日 東日本大震災宮城県南三陸町支援プロジェク
卜、「中間報告� 1Jを作成・送付� 

5月25日 久保田博子理事、� NHKBSプレミアム「シリ
ーズ中国に君臨した女たち」第3回「宋慶齢"獅
子"と呼ばれた女」に出演� 

5月28日 東日本大震災宮城県南三陸町支援プロジェク
ト、「中間報告� 2Jを作成・送付� 

5月29-31日「宋慶齢及其時代」国際シンポジウムに参
加(石川照子、川崎高志、久保田文次、久保
田博子、渋谷文雄、沈潔)� 

北京の秋天のもと…宋慶齢故居での4日間
 
-f宮崎活天家蔵:来自日本的革命文献j発刊式に招かれて-

きmいたが、私は独り北京に引まり、逝去後� 301ドのう� K
慶齢女史を偲びたいと思った� c 故府で、私を迎えて下

さったのは、誠実な好占年� 45月Ijさんを主とする平均

年齢30政代の4人の研究室メンバーだった。米!変齢さ

んの寝室、書斎、客'辛…を何年かぶりに迦った� O ベッ

ドの脇にあった英文タイプライターが隣の書斎のテー

ブルの上に位置を変えていることに気が付いたc 私

は、当初、ベッドの脇にある英文タイプライターを見て、

彼女は、英語で考え、先ず英語で表現する方だ…と

考えた。いまでも、そのことは、宋慶齢さんを理解

する上で、私には大切なことである。� 

1924年12月31日末慶齢さんは、南北の統一、国民

会議の実現を目指す孫文に同行して、初めて北京を

訪問した。その時すでに重篤の痛に冒されていた孫

文を看病しつつ過ごしたのが、鉄獅子胡同であり、協

和病院で、あった。この北京入りの前々日、宋慶齢さん

は、天津から宮崎龍介氏(宮崎治天の長男/泊天は

前年に死去)に� 11月の神戸訪問に際して大変お世話

になったと礼状を書き、それに対して龍介氏は、孫

文の病状を気遣う温かい書状を書き送っている。

今回、この歴史的な場所一宋慶齢が孫文との最後

の時間を過ごした場所に何理良女史(故黄華主席夫

人)がご案内下さった。軽快な足取りで旧跡を巡り説

明してくださ った何理良さんは、� 86歳。宋慶齢さんを

知る方々の優しさ、たくましさを痛感した。美しくも懐

かしい北京の5泊� 6日だった。 (久保田博子)

川保育所に保育用具・遊具130万円分を寄付� 
6月26日 第� 83回事務局会議� 
7月� 17日� JCC理事会・臨時総会開催� 
7月� 19日� JCC代表団、南三陸町支援プロジェクトで現

地訪問、佐麗仁町長等と会見� 
8月� 5日 南三陸町支援プロジェクト中間報告を� HPに

掲載� 

9月� 17日 第� 84回事務局会議� 
9月27-29日北京中国宋慶齢基金会第6期理事会出席

(井岡今日子) 

10月� 7-12日辛亥革命百周年記念行事出席(久保田文
次、久保田博子)� 

10月15日 第� 85回事務局会議� 
1 1月� 5日 第19回JCC中国講座「辛亥革命百周年に考

える」講師� :久保田文次さん� 
1 1月20日 第� 86回事務局会議� 
12月� 11日 第� 87回事務局会議� 

iIt奇・11期理事会に出席(J4日 上海宋慶齢基金会第� 30月5 12月� 12日 上海中国福利会教育視察団来日(季紅星団長)、

久保田博子・渋谷)。席上上海宋慶齢基金会よ 青山こどもの城見学訪問� 

り東日本大震災に対して� 200万元の義揖金寄 12月� 13日 間訪日団一行八王子訪問、歓迎昼食会� 

付が表明された。� 2012年� 

6月� 1日� JCC東日本大震災緊急支援、南三陸町田志津 1月� 14日 「為了明天」第21号発行

「為了明天JNo.21 1 発行容� NPO法人宋慶齢基金会日中共同プロジェクト委員会代表理事諏訪きぬ� |郵便娠替� 00170-2・152423 
2012年1月14日発行 |干� 192・0904東京都八王子市子安町� 1-43-6-206 TEL/FAX042-646-4210 1三菱東京UFJ銀行八王子支庖(普通)4731623 
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