
 

 

       

新春パーティー、そして歌で学ぶ中国語講座    事務局 河野通広 

 

３月７日(土)レッスン終了後に恒例の杏の会のパーティーを開催しましたが、皆様のご協力により、そして上

級クラスの近藤さんの司会進行の上手さもあり、楽しい雰囲気の中、終了しました事誠に嬉しく思います。 

そして今回は新しく杏の会の仲間になった宋源クラスの方々の

参加もあり、当会のパーティーとしては初めて 50 人を超える大

人数の参加者となったのも特筆すべきことでありました。又宋

源老師のフラダンス、大原夫妻のソシアルダンス、更には歌唱

力豊かな李博決老師や施老師のカラオケ等の御披露等誠に有難

う有難うございました。会の雰囲気も盛り上がり。参加者の喜

ばれたことでしょう。 

 

 又今回のパーティーは李博決老師の大学院修士課程の卒業と

IBM への入社決定の祝賀会も兼ねております。そしてその趣旨

に相応しい出来事が起こりました。即ち今回の宴席の店側から

提供された景品の”ホテル・アンダーリゾート伊豆高原のペア宿泊券”1 名分を何方が受け取るかを参加者全

員によるジャンケン大会で決めることになったのですが、55 分の 1 の確率で勝ち残ったのは、何と主賓の李博

決老師でした。最も相応しい人に受け取って貰うことになり、びっくりするとともに、嬉しいことでした。“も

実力の中”という言葉がありますが、彼は聡明な上に運も強そうなので 

社会人になっても功績を挙げ出世することでしょう。期待しています。 

  

さてパーティーの翌週に宋源老師から次に様な提案が有りました。 

「楽しく意義あるパーティーのお礼とし、“歌で学ぶ中国語講座”を 

杏の会の皆さんに無償で提供したいと思います。宋源クラスは３月２１ 

日の春分の日が休みで、私（宋源老師）も時間が取れるのでその日の午 

前 10-12 時）と午後（13－15 時）の 2 回このレッスンを実施するのは如 

何でしょうか？』という有難い内容でした。早速実行することにし、具 

体案は既にチラシを配り皆さんにお知らせしましたが、非常に有益なレ 

ッスンになると思うので皆さん万障お繰り合わせのうえご参加ください。 

 

新春パーティーの嬉しい副産物をもう一つご紹介いたしましょう。 

これまで 2 回も連絡帳に投稿して頂いた 姜晋如女史にもパーティー 

事務局：河野通広 

斉藤静香 

 （会計） 
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       2月、3月 の 教 室 予 約 表   （杏の会＆KJCCE））      

月 日 クラス 教 室 時 間 帯  老 師  月 日 クラス 教 室 時 間 帯  老 師 

 

 

3月 

14日 

 

 

 

基礎A ７０２  10時～12時 談元元  

４月 

４日 

 

基礎A ６０３  15時～17時 談元元 

初級A ６０２  10時～12時 李博决 初級A ６０２  14時～16時 黄費小 

中 級 ６０１  10時～12時 盧逸馨 中 級 ７０４  15時～17時 盧逸馨 

新規入門 ６０１  13時～15時 盧逸馨 新規入門 ６０３  13時～15 盧逸馨 

入門A ６０２  13時～15時 李博决 入門Ａ ６０２  13時～1 李博决 

入門Ｃ ７０４ 13時～15時 施穎聡 (談) 入門Ｃ ７０１ 13時～1時 施穎聡 

上 級 ６０１  15時～17時 盧逸馨 上 級 ６０３  15時～17時 盧逸馨 

入門B ６０２ 15時～17時 李博决 入門B ６０２  15時～17時 李博决 

KJCCE ７０４ ９時～13時 宗 源 KJCCE ７０９  15時～17時 宗 源 

 

３月 

21日 

 

 

 

基礎A ７０２  10時～12時 談元元  

 

４月 

1１日 

 

 

 

基礎A ７０３  10時～12時 談元元  

初級A ６０１  10時～12時 李博决 初級A ６０１  10時～12時  

中 級 ６０２  10時～12時 盧逸馨 中 級 ６０２  10時～12時 盧逸馨 

新規入門 ６０２  13時～15時 盧逸馨 新規入門 ６０２  13時～15時 盧逸馨 

入門A ６０１  13時～15時 李博决 入門A ６０１  13時～15時  

 入門Ｃ  ７０い 13時～15時 施穎聡 入門Ｃ ６０３ 13時～15時 施穎聡 

上 級 ６０２  15時～17時 盧逸馨 上 級 ６０２  15時～17時 盧逸馨 

入門B ６０1 15時～17時 李博决 入門B ６０１  15時～17時 李博决 

KJCCE ６０３  ９時～13時 宗 源 KJCCE ６０３  ９時～13時 宗 源 

 

 

３月 

2８日 

 

 

 

基礎A ６０３  10時～12時 談元元 (施)  

 

４月 

18日 

 

 

 

基礎A ６０３  10時～12時 談元元 

初級A ７０５  10時～12時 李博决 初級A ６０２  10時～12時 李博决 

中 級 6０２  10時～12時 盧逸馨 中 級 ６０１  10時～12時 盧逸馨  

新規入門 6０２  13時～15時 盧逸馨 新規入門 ６０１  13時～1時 盧逸馨 

入門A ７０５  13時～15時 李博決 入門A ６０２  13時～1時 李博决 

 入門Ｃ ７０４  13時～15時 施穎聡 入門Ｃ ７０１  13時～1時 施穎聡 

上 級 6０2  15時～17時 盧逸馨 上 級 ６０１  15時～17 盧逸馨  

入門B ７０５  15時～17時 李博决 入門B ６０２  15時～1時 李博决   

KJCCE ７０１  ９時～13時 宗 源 KJCCE ７０１  ９時～1時 宗 源 

 

 

４月 

４日 

 

右 

欄 

と 

同じ 

基礎A ６０３  10時～12時 談元元  

 

４月 

2５日 

 

 

 

基礎A ６０３  10時～12時 談元元 

初級A ６０１  10時～12時 施穎聡 初級A ６０２  10時～12時 李博决 

中 級 ６０２  10時～12時 盧逸馨 中 級 ７０３  10時～12時 盧逸馨 

新規入門 ６０２  13時～15時 施穎聡 新規入門 ７０３  13時～15時 盧逸馨 

入門A ６０１  13時～15時 盧逸馨 入門A ６０２  13時～15時 李博决 

入門Ｃ ７０１  13時～15時  施穎聡 入門Ｃ ７０２  13時～15時 施穎聡 

上 級 ６０２  15時～17時 盧逸馨 上 級 ７０３  15時～17時 盧逸馨 

入門B ６０１  15時～17時 施穎聡 入門B ６０２  15時～17時 李博决 

KJCCE ７０１  ９時～13時 宗 源 KIJCCE ７０２  ９時～13時 宗 源 

      ♪   ♪   ♪   ♪    
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に参加して頂きましたが、

杏の会にも良い印象を持

たれたようなので、中国

語の指導もお願いできな

いかと打診したところ、

自分は現在のところ仕事

が忙しいし子供が受験期

なので時間が取れない。

従って昔からの親友(李

を紹介したいということ

なので、清華大学水力機

械学科卒業後、九州工大で 1年間研修後、北京や日本でエンジニア―

として、翻訳や通訳として、或いは中国語や日本語の講師を経験され、

現在は御嬢さんが北大の学生なので比較的時間が取れるようになった

ということでした。早速、姜女史と一緒に県民センターに来て頂きま

した。下の写真の様に聡明で優しそうな方だったので今後お世話にな

りたいと思いますが、先ずは 4 月 7 日に開講を予定している新規入門クラスを担当して頂こうと思っておりま

す。しかし最近は日中関係の悪化の影響で応募者が少ないので、皆さんの友人知人で中国語を始めたいという

方がいらっしゃれば勧誘して下さい 

 

     大連の丹下同学(OB)からの春節の御挨拶 

杏の会の皆様へ 

中国の春節に際し、新年のご挨拶を申し上げます。昨年は、何かとお世話になり誠にありがとうございました。 

また、ご無沙汰いたしておりますが本年も、どうぞ宜しくお願い申し上げます。老体(今年 66 才)ではござい

ますが、何かご要望が有れば、いくばくかの経験で対処させていただきますので何なりとご連絡下さい。 

ＰＳ．  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

中国では、2/19(木)、旧正月（春節）を迎えました。我社は、2/18(水)～2/24(火)まで７連休です。私達夫婦

は、寒いのでできるだけどこにも出かけず、家でテレビを見ながら過ごしています。2/17(火)夜は、NHKＢＳ

放送で、高倉健主演の日中共作映画「単騎、千里を走る」を見ました。題材を「三国志」からとった現代映画

で、父子の情愛と中国雲南省の景色がすごく印象に残る映画でした。高倉健さんは、中国で最もよく知られた

日本人俳優だそうです。 

 

話は変わりますが、私達夫婦は、中国大連市で４回目の春節を迎えました。春節は、中国の沢山の文化を見た

り体験することができて勉強になるし楽しいです。それと同時に、大連に来た当初に比べ年々その盛大さが縮

小したり、実施方法が変っていくのを見て少し寂しい気がしたり、変化の躍動を実際に肌で感じられることが

嬉しかったりします。 

 

例えば、例年、艶やかに装飾される春節用の中国風イルミネーションは、今年は市街地に少しあるだけで、我

社の周辺には全く無くなりました。来た年(１回目の春節の時)は、やり過ぎと感じていたのですが、無くなれ

ば無くなったで寂しい気がします。各家庭の入口・ドア・玄関などに貼る春連(日本の門松や玄関飾り的なもの)

は、我家の周りをザーッと見ても減っており、春節の花火や爆竹も昨年の半分位に急減したように感じます。

春節に花火や爆竹を鳴らす風習のいわれは、家に“鬼（年鬼）”が入ってこないようにするためです。 

 

中国でも、日本のお年玉に相当する“紅包”という風習があります。最近では、インターネットであげたり銀

連カードからあげたりする方法もあります。友達間では、春節やお年玉に限らずインターネット決済を活用し

た“電子紅包”がとても流行っています。私も、タクシー代金支払に使える電子紅包をもらったことがありま

す。帰省の切符もインターネット購入ができるようになりました。だから以前のように何日も前から並んで買

う必要がなくなり帰省の風物詩がひとつ消えつつあります。中国の春節には、地方によっても違いますが、沢

山の風習や行いがあります。 

その一部を私が実際に見たこの４年間の変化という視点からご紹介させていただきました。 

 

最後に、除夕(旧暦の大晦日：今年の場合は 2/18)の「年夜飯」についてです。 

「年夜飯」は、日本では「年越し料理」に相当する中国の風習で、、以前は、自宅で家族全員で作って食べる

料理だったそうですが、今は、レストランで食べる家庭が増えたそうです。ですから、予約がとても取り難い

そうです。 

レストランで食べることが、裕福であるという一種のステータスシンボルのようになってしまったと言ってい

ました。レストランでの値段は、下 2 桁が 88 元のように縁起のいい数字になっているそうです。 

 

 

それぞれの料理のいわれも、知り得たことを紹介してみましょう  ① 魚を使ういわれは、年年有余（年々魚）

＝稼いだお金を全て使わずに余らす「余(yu)」と「魚(yu)」の発音が中国語では同じであることから、毎年豊か

になるの意味があるのだそうです。 ②鶏のいわれは、鶏(JI)は、吉祥の「吉（JI）」と発音が同じでめでたい

兆しの意味があるのだそうです。③青菜（セロリ芹）と大根（青首大根）の煮物は年菜と言います。青菜は、

長年菜と言い、長寿への願いが込められています。セロリは、「芹菜(QinCai)」で、中国の漢字の「勤(Qin)」

の発音と同じなので、勤勉誠実の意味があるそうです。大根は別名、菜頭(CaiTou)と言い、それが幸運を意味

する采頭(CaiTou)と同じ発音で幸運を導くという意味があるのだそうです 

。 

餃子(水餃子)のいわれは、餃子の形が、元宝と言う昔のお金の形と似ているので、お金に見立てた餃子を食べ

ることによってお金に困らないようにという意味がこめられてるのだそうです。春節にも餃子を食べて、「招

財進宝」と言って、お金が入って来ることを祈願するのだそうです。当日、妻が食べた餃子には、コインが入

っていました。その餃子を食べた人は、今年１年間お金に困らないそうです。そうなるといいのですが・・・。 

長々と書いてしまいましたが、春節の雰囲気が少しでも伝われば幸いです。 それでは、失礼いたします。 

                                            

丹下 明（たんげ あきら） 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  

  《歌で学ぶ中国語》特別講   会費無料  

           講師：宋源老師  

 

日時：  2015 年３月 2１日 (土) 春分の日  

 

時間帯： 午前の部 10 時―12 時 

     午後の部 13 時―15 時 

     

曲目： 

午前の部   午後の部 

1． 千言万語  １小城故事 

2． 甜蜜蜜   2 月亮代表我的心 

3． 再見我的愛人  3 夜来香 

4． 津軽海峡冬景色  4 我和你 

5． つぐない  5 小村之恋 

6． 垈上行   6 我只在乎你 

 

 

     宋源老師のフラダンス 

 

    李 煒 老師 


