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“日中友好長崎県青年の船募集"の新聞記事

を読んだのは,た しか 3月 のある日,風邪で休

んでいる床の中だった。長崎県地学会記念行事

として海外行きがささやかれ,外国へ行 ってみ

たいと思い始めた矢先ではあり,こ れを機会に

日本を見直す絶好のチャンスだし,あ わよくば

岩石採集や漢方の勉強も,す ぐれた書にもぶゝれ

られると欲張 った考えを起こし,年齢制限45歳

の文字に今年を逸すると生涯機会がないと大げ

さに考え,早速申し込んだ。応募者が多いと聞

き,あ きらめかけた頃,一般団員内定の連絡を

受けた。

“青年の船"の名に反 し,一般団員361名 中

20歳台 209名 と30歳台87名はまだしも,40歳 台

50名 ,50歳 台15名 で,最高年齢者は58歳だった

ので, “58歳 も青年 ?"と いう見出しで新聞に

のる始末。けれども精神年齢は皆20歳台で,活

動的で感受性が強い。

男子は第 1～ 13班,女子は第14～ 22班 に編成

原  君  栄   (佐 世保市福石中学校 )

され,大体 1班 16名前後の班が結成された。長

崎で 6月 19日 から2泊 3日 の日程で事前研修が

行なわれ,各班毎に研修テーマと,係 りを決定

した。分担 して事前研修する話がまとまり,自

分のテーマに従 って研修するかたわら,中国語

の本を買 うやら,地図を眺めるなど,泥縄式の

勉強をし,ま た体調にも心を配 り, 8月 25目 を

心待ちにした。

昭和52年 8月 25日 (本 )

12:30 長崎集合,人員点呼,シ ョルダー配

布,壮行会

17:00 長崎出港

18:00 夕  食

19:30 班別交歓

21:00班 長 会

いよいよ出発。生まれて初めての外国旅行。

しかも共産圏の中国なのだ。期待に胸をぶゝ くら

ませて船に乗 りこむ。荷物は最少限を心掛けた

が,寒がりの私はセーターやブレザーでボス ト

ンバッグがはち切れそう。

今回の訪中団は久保 (長崎県知事)団長以下

総勢 404名。職業 も年齢もまちまちで,男子第

13班 と女子第22班を除き,各班およそ20,30,

40歳台が同人数に配分されている。

私の班は第15班 で,看護婦 7名 ,薬剤師 2名

の医療班ともいえる16名 の構成である。班長以

下一人一役で,早速各自の仕事を開始する。

船は 1万 トンの中国船 “耀華号 "である。中

国は質素だと聞いていたが,船内は思 った程不

便ではない。15班 は 1室 4名の 2等船室に入 っ

“日中友好長崎県青年の船 "に参加 して
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たが, 2段ベッ ドでロッカーもあれば小ダンス

もある。小ダンスの上には茶器が揃 っており,

冷房 もよくきいて寒いくらいだ。洗濯機は全自

動で,水洗 トイレにシャワーが 5個 も付いてい

る。

荷物をロッカーに入れ,お茶を飲 もうとする

と急須がない。大きな湯呑みと茶が入 った缶の

み。生水は飲めないと聞いているので,余計の

どがかわく。仕方がないか ら茶の葉を湯呑に入

れ,熱湯をそ ゝぐ。茶の葉は浮いたま 一ゝ向に

沈まない。 4人が互いに「まあだ ?」 と蓋を取

り中をのぞく。半分位沈んだので上澄みを飲む。

香水の匂いがし変な味。おまけに茶の葉が日の

囲りに付いてお茶の味とは程遠 く,とても飲め

そうにない。出発 したばかりなのに,緑茶やに

ぎり寿司がしきりに恋 しくなる。「郷に入れば

郷に従え」と,梅千以外何 も持 って来なか った

私にとっては,早 く慣れるより仕方がない。
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夕食は歓迎の為 ビールが出され喜んで飲んだ

もの 味ゝが全然違 う。ホップが効いておらず,

前日の回あきビールを飲んだ感 じ。それでも本

場の中国料理とあって,食欲は旺盛。夜は修学

旅行の学生よろしくペチャクチャ。寄り合い世

帯なのに,す ぐ心が打ちとけあった。

8月 26日 (金) 船 中

6:30 起 床

7:00 朝のつどい

7:30 朝 食

9:10 研修 (中国事情)

10:20 ″ (中国語会話)

12:00 昼 食

13:40 研修 (レ クリエーション)

15:00 入国手続

16:00 合同研修会

17:00 夕べのつどい

18:30 夕 食
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20:00 団長講話

20:30 映 画

22:40 班長会

さわやかな目覚め。島影一つ見えない。甲板

に出ると, 人影がチラホラ見られる。

5時頃済州島沖を通過 したとのこと。夜中は

短時間だが荒れがひどく眠れなか った,と 同室

の人が話 しておられたが,私は知 らずにぐっす

り眠 っていた。 6時半に起床の音楽がなる。

今日は一日中船の中。 7時の「朝のつどい」

は全員甲板に集まり,ラ ジオ体操をした後,事務

局からの連絡を受ける。

朝食はおかゆ (2分がゆ),ま ん じゅう,ケ

ーキ,コ コア,梅干の形をした漬物で,ご く簡

単。但 し,コ コアは飲み干すと又ついでくれる

ので際限がない。

午前の研修を受ける。中国語会話は難 しく,

短期間ではとても覚えられないので,日 本語で

押 し通す決心をする。だが歌だけは覚えようと

努力するが,音痴の私にはメロディに歌詞がつ

いていかない。

午後から,入国手続書類を作成すると,こ れ

で中国に上陸するのだと,再度心が引き締まる。

夕食後団長の久保勘一知事の講話があった。

狭い所に膝つき合わせ,少々窮屈だが,話がお

もしろく退屈 しない。団長は若い頃を思い出し

てか感無量と言 った話 しぶり。目に涙がキラリ

と光 ったように見えた。その後甲板に出て映写

会。虐待されていた人民が,解放軍の力により

自由と平等を勝ちとり,め でたしめでたしの映

画だったが,同時通訳のすばらしい語学力と,

満月が海面に照 り映える美 しさに見とれ,画面

は上の空だった。

8月 27日 (土 )

6:00 起 床

6:30朝  食

8:00 大連港着,下船

8:40 旅大市革命委員会表敬訪間

9:20 水産公司見学

12:30 水産公司午餐

14:00 甘井子区人民公社見学

19:00 旅大市革命委員会招待会出席

21:50 旅大公司買物

23:30 耀華号帰着

24:00 班長会,船中泊

昨夜寝 る前,時差の関係で 1時間遅 らせたの

で時間を得 した感 じ。

5時頃目が覚め窓を見ると,船が見える。武

装 した男女兵士が,どやどやと船内へ。旅大で

の日程打ち合わせのための乗船と聞いていたの

に,拉致されて日本へ帰れなくなるような不安

をいだく。

8時きっかり大連港に着 く。テレビでおなじ

みの色とりどりの服を着,手に花を持 った小学

生を始め,大勢の歓迎陣で埋められている。

数字を書いた小旗を持った各班の通訳の人々

中国少年少女の歓迎風景 旅大市革命委員会
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もいる。「ホワイン (歓迎),ホ ワイン」の声

を聞きながらタラップを降りる。こんなに大歓

迎を受けた経験は初めてなので気持ちが良い。

手を振 りながら歓迎陣の前を通る時,額に汗 し

声を限りに叫びながら踊る子供達の姿に涙があ

ぶゝれると同時に, 6時から出かけたこの子達は

「疲れないのだろうか」,「 この笑顔は本物な

のだろうか」と疑間がわく。

今 日は私は表敬訪間で,班の人達とは別行動。

一番年上で教職にあるという理由で,15班 の班

長に選ばれたのだ。団長始め,報道陣・一般団

員から6名が表敬訪間に参加。表敬訪問者は,

一たん船舶大連分公社に入 り, ジャス ミン茶の

接待を受けたが,こ の時船内での飲み方が間違

いなかった事を知る。団長始め,本部職員・報

道関係者は乗用車 9台に分乗。一般団員は中型

バスヘ。それらが車をつらねて大連革命委員会

へ。お召 じ列車よろしくノンス トップ。途中 3

ケ所あった信号 も無視,人 も全部交通規制 して

ひたす ら走る。皇族にでもなったようで,初め

は少々良い気分だったが,だんだん考えこんで

しまった。表敬訪間はお互いの挨拶交換であっ

けなく終 り,次の訪問地水産公司へ向う。水産

公司では,男 6000名,女 1000名が 3交代で

働いているとの事。 トロール船でとったサバ
,

カレイ,な どをベル トコンベアで運び,洗い,

種類別に女工が選別。ベル トコンベアで運ぶ時

既に異臭が漂い,-17℃の大きな冷凍庫にうず

高 く積まれたサバの山の異臭が今 もって鼻先に

匂 う。このサバは北京を始め各都市に送 り,魚

料理や缶詰に使うと聞いては,我々水産県で生

魚を食べつけている者にとってはどうしてもの

どに通らず,中国にいる間,魚は食べ得なか っ

た。水産公司で見学 した珍 しい物としては, ビ

ニールの粒のようなものを lm位の湯の中を通

すと,糸 になって出てくる事で,こ れをより合

わせて漁網を作 っていた。「この公司に勤める

人の発明で,どこにもまだこんな便利な物は作

られていない」と御自慢だった。

12時半から公司で歓迎の昼食を受けた。次々

に出される御馳走に目を見はると共に,中国人

のす めゝ上手に舌をまく思いだった。「毛首席

に乾杯」,「久保団長に乾杯」,「中日友好に

乾杯」,その度毎に五糧液という60度の酒を飲

み,料理を食べる。「料理は皆様の為に海女が

もぐってとった新 しいのだ。中国人はサシミも

数の子 も食べないが,日本人が好きだから食膳

に出すのだ」とす めゝられ,満腹なのに,つい

口に運んでしまう。酒は60度の割には舌ざわり

が柔 らかく,甘 くて日本人向きでいつの間にか

5杯位飲んでしまった。60度 もの強い酒をなぜ

飲むのか質問をすると, もし魚や肉が腐 ってい

ても腹の中で消毒するのだと言われ,以来出来

るだけ酒を飲むように心がけた。食事時間は 2

時間位とり,ゆ っくり味わうとのこと。

午後か らは人民公社を見学。表面30cm位 だけ

土があり,そ の下は岩石のみの山を開拓 し, リ

ンゴが植えられている。山の斜面はその石が築

いてあるので,遠 くから見ると壮観である。 1

日2交代で 3年かか って切 り開いたそうだ。自

力更生をモットーとし,ブル ドーザーも使わず,

こんな石灰岩の岩山を開拓するのは大変だろう。

夕食は全員歓迎 レセプションでフルコースの

メニュー。

夜 9時50分から11時 まで旅大での買物。我々

の為に開かれた百貨店。限 られた時間に同じ場

所に押 し寄せ,殺気立 って買物をする日本人と

対照的な中国人。でも全員公務員だからこんな

時間外 に も店 を開けてくれるのだろう。 日本

では,こ んな事可能だろうか。

今日は船に泊る。初めて見る中国に興奮気味。

今日 1日 で会った乗用車はたった 3台 だった。

人を運ぶのは トラックだった。それも戦後の木

炭バスなみだ。野菜は荷車や リヤカーで運び,

馬車 も存在 し,丁度日本の戦中から戦後に当る

のかなと,今 日一日の見間を次から次へ思い出
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し,なかなか寝つかれなか った。

8月 28日 (日 )

6:00起 床

6:30朝 食

8:00 西商区実験小学校見学      |
12:00 昼 食

13:30 緑山地下商店街見学

15:00 記念植樹 (星海公園)      .
16:30 中山広場地下道見学

18:00 夕 食

19:00 旅大市革命委員会文芸晩会

22:00 大連港出帆

旅大訪間 2日 目。午前中は小学校訪問。生徒

数は私の勤務校と同 じ1500名。職員数は 2倍。

毛路線に従い,知育・徳育・ 体育の指導に重点 !

を置き,日課は

7:30～ 11:30 授 業

11:30～ 13:30 昼 食

13:30～ 15:30 授 業

15:30～ 17:00 クラブ活動

となっており,小学校 5年,中学校 5年の計10

年が義務教育で,その後の2年間は農村で労働に

従事 し,自分の希望する道へ進む。その時全員

希望がかなえられるのではなく,適当と認めら

れた者のみ,進学可能で,不適当なら更に 1年 ,

又 1年 と労働がのびる。通訳の中には, 2年労

働 した後北京大学に進んだ人も, 5年後に進ん

だ人 もいるという。選考基準は,(1)健康である

こと,(2)労働をよくすること,(3)毛路線を実行

する人となっている。

今は夏休みなので,ク ラ籾 を多乳 絵画・

無線・電信・器楽演奏・球技・体操などである。

中でも卓球はすばらしい。だヽ学 4年生と5年生

で,練習を始めて 2～ 3年 だという事だが, 4

年生が片足をあげ,飛び上 ってスマッシュを打

てば, 5年生はどんな球でも全部打ち返す。な

ぜこんなに上手なのかと質問 しても,「毛首席

の指示に従 って練習するからです」との返事 し

か返 ってこない。

午後は地下商店街見学。地下壕から続いてお

り,他国が攻めて来た時,こ の地下に入 り, 4

年間は地下生活可能の食糧を貯蔵,地下道の各

所に学校や幼稚園・病院があり,郵便局まであ

るのに驚 く。地下道は全長 2万余 mあ り,面積

は 3万 m2。 これらはすべて地上の勤務の人達の

奉仕によって堀 ったもので,百貨店の下の地下

道は百貨店の人々が堀 ったと標示がしてあり,

ここでも自力更生が見 られた。

夕食後の文芸晩会は日本の昔のサーカスを見

る思いがし,空中で行われる子供達の危険な演

技に,胸が苦 しくなる程興奮 した。中には女の

人が長いはしごを肩にのせ,そ の上に 2人の男

の子がのり演技する姿を見,女子 もたくましい

と感心。通訳の言によれば, これも男女平等だ

からとの事だらた。この文芸晩会に出演の子供

達は,14～ 17歳 で,小学校にも行かないで日夜

練習に励むとの事。そういえば実験小学校のク

ラブ活動 も希望で入るというより,好きな者,上

手な者を入れますという事だったし,15班 の通

訳 も英語教師は英語のみ,日 本語学校の生徒は

日本語だけしか話せなか った。一人一芸に秀で

るような英才教育が行われているようだ。

8月 29日 (月 )

6:30 起 床

7:00 朝のつどい

7:30朝 食

9:10 班別研修

10:30 昼 食

12:30 塘浩港着岸,下船

13:45 塘浩駅発

16:45 北京着

19:30 歓迎 レセプション

23:00 合同研修会

昨夜10時大連港を出発,塘浩港へ向う。天津

新港の予定が昨年の震災の為変更され,天津付

近はその傷跡の為写真撮影 も禁止。旅大から北
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京まで行 くのに,丸一日か ゝる勘定で,そ の広

大さに驚 く。その驚きは塘浩から汽車に乗 って

北京へ向う途中で更に大きくなる。

行けども行けども山はなく,一面のコーリャ

ン, トウモロコシ,ひまわりの花畑である。

話に聞いてはいたが,隣の家の話 し声が聞え

る日本と大違い。鉄道の幅も広 く,列車の座席

は片方が 3人がけ,片方が 2人がけ出来る。

北京駅はとても大きく,ホ ームまでバスが入

って来ており,階段を昇 り降りしなくて良い。

テレビでおなじみの天安門広場を通り宿舎へ

直行。北京での日程は,こ のバスの中で知 らさ

れた。この時,待望の病院見学が最終日にあり,

今夜の歓迎 レセプションに,そ の病院の婦長が

見える事を知 った。

レセプションにはその婦長が見えられて,次

々に運ばれる料理はまず班長に取 り,順に隣の

人の皿へ分けてくれた。

ホテルの部屋は,入 国が 1つ で, シングル 1

つ,応接間,ツ インの部屋と続いている。血液

型 A型は疲れをいやすのにひとりぼ っちになら

ねばだめだそうだが,A型 の私は久 し振 りに,

ひとりになり,生きかえった思いがした。

8月 30日 (火 )

6:00 起 床

7:00朝 食

7:40 天安門見学

8:30 故宮見学

12:00 昼 食

14:00 四季青公社訪問

18:30 夕 食

21:00 座談会

22:30 班長会

北京の夜は明けた。寒さの心配ばかりして来

たのに,暑 くて寝苦 しか った位。

今日から北京見学。集合時間に 5分遅れたと

の事で天安門見学は中止。チ トー大統領訪間と

かち合 ったのだ。その分故宮見学の時間を延長

するとの連絡を受けたが,少々がっかり。

故宮は明・清 2代の皇居で,現在では博物館

になっており,中国の人々は故宮と万里長城見

物が生涯の夢だそうだ。この故宮の中には,歴

史博物館・青銅器館などがあり,専門家が 1ケ

月毎日通 っても全部見終 らなか った位,多 くの

物が展示 してあるそうだ。故宮の石段はすべて

大理石で出来ており,保和殿の雲竜彫石は重さ

200′ 余という大きなもので,皇帝のシンボル

竜と皇后のシンボル鳳凰が彫 られている。所々

私達が歩 く所に化石 らしい物が見 られ,持 って

帰れるものならと残念だった。展示品の中には,

ヒスイ・ メノウ・ コハク等の宝石,金銀,風化

した奇岩,水 青し色とりどりの名も知らぬ石。真

珠とサンゴで作 られた服まであり,40kgの 重さ

だと記されていた。紫檀やうるし塗の建物の説

明などは上の空で,ゆ っくり見たいこれらは「玉

です」の一言でさっさと通過。団体でなか った

らこの前で 1日 中見 とれていただろう。

四季青公社では,農家の見学ができた。中卒

も大卒 も初任給34円 で能率9勤務年数により昇

給。訪問 した家庭は,主人と娘9息子の 3人が

働いており「月収130円。中流の家庭です。部

屋は 6部屋。時計もミシンも自動車 もあります」

という主婦の説明だったが, 1部屋というのは

1坪大。間仕切 もなく細長い土間。隅にわずか

に板張りがあるのみ。押入れもタンスもなく,

まして電気製品は見当らない。陽がくれたら一

体何をするのだろう。それでも「毛首席のお蔭

で幸せです。自由です」と,涙 ながらに話 して

くれた。

座談会は婦人問題について。男女平等なので,

すべての人々は働かなければいけない。働いて

いない者は病人のみ。その為の託児所が完備さ

れ,家事 も早 く帰 ったものが行なうのだそうだ。

平等や自由についてのつっこんだ質問を行なう

と,必ず答えは「毛首席のお蔭で」とか,「四

人組追放の結果」という言葉で核心にふれるこ
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とはできなか った。

8月 31日 (水 )

6:30起 床

7:00 朝 食

7:30 万里長城見学

12:00 定陵着,昼食

12:50 定陵見学

15:15 友誼商店買物

19:00 夕 食

22:00 班長会

今日は万里長城見学。同級生に万里長城に魅

せられたお父さんに万里 (マ サ ト)と 名付けら

れたと命名の由来を聞いて以来,関心を持 って

いた長城。延々と山へ向って車は走る。北京市

から北西75km。 山が間近かに迫 ったと思 うと八

達嶺着。こゝは長城の一地点,海抜800m。 高

さ6.6m,幅 5.5m,全長 12700華里 (6000

蜘1)の長壁は延々と続き,「子々孫々」という

言葉をしきりに使 うので気の長い話と思 ってい

たが,こ の長城を見ているうち,何 となくわか

るような気がしてきた。

長城はすべて石で出来ており,長崎の石畳の

大規模なものを想像すれば良い。当時これだけ

多くの巨石をどんなにして運んだのだろうか。

そう言えば故宮の雲竜彫石は,道に水を流 し

て凍 らせ,滑べらせて運んだとの説明だった。

長城の斜面は急で九重山の胸つき坂と同 じ位。

そのうえ木 も草 もないのだから冬はどんなにし

て歩 くのだろうといらぬ心配までする。所々が

砦のようになっている。長城の石は風化 して岩

質はわからないが,下の石は花自岩 らしい。初

めて岩石と対面 しハンマーでた ヽきたい所だが,

草 1本石ころ 1個勝手に取 ってはいけないと言

われている。万里長城は雨が降ると霧がか ゝり,

視界がきかないのだが今日も晴天,中国全土が

見えると言いたい位遠 くまで見える。

出発以来雨は 1滴 も降らず,乾燥続きでのど

が痛 く汗ばむ。日陰で涼を取る人達の多い中で

可能な限り多く歩き,ま わりの景色を頭に納め

た。

午後から13陵見学。明の皇帝,永楽帝以後13

人の皇帝の墓が点在。森の中に赤い屋根が少 し

のぞく。このうち,神宗皇帝の墓の定陵だけが

発堀され,見学可能。

定陵への道の両側は象やライオン,釈迦等が

並んでおり,墓を守 っているように見える。

定陵の地下宮殿は,前・ 中・ 後の三殿, 5つ

の部屋からなっている。金銀・ 宝石の類がたく

さん出て来, 2人 の女性と共に一番奥まった部

屋に棺がおかれていた。こ のゝ扉 も床 も化石 ら

しい物が多く見 られた。扉は白く,床は赤黒 く,

いずれも玉だと言われたが,床はイタリーの大

理石に似ていた。

今日の北京での買物は,旅大と違い外人なれ

して応待が手早か った。 ヒスイ・硯・薬品に殺

到する。象牙の箸を買 う時, 2 cmも長さが違 う

ので,同 じ長さのをくれと言 ったが,「同じ長

さだ」と言い張 って,と うとうかえてくれなか

つた。

そういえば,靴も帽子 もサイズは 2種か 3種

で,後は体を合わせて下さいと言 った感 じ。 こ

れも大陸性国民のせいか。

9月 1日 (木 )

6:30 起 床

7:00 朝 食

8:00 児童病院訪問長万 里 城
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11:00 北京駅

16:00 塘浩港着

17:00 夕べのつどい

19:30 班別研修

今日は最後の日。早 く起きて散歩。朝の冷気

は心地よく,あちこちで朝の体操が行なわれて

いるのを珍 しく見る。

体操は大曲剣 と言い,貪J法の一種とか。素手

や貪Jを持ち,すばやく手を動か したり,足をけ

あげたり。年齢により速さが違い,若い人程 ,

早 く行なうのだそうだ。このスピー ドと力で人

を殺すこともでき,護身術として良いとの事だ

った。

児童病院見学。我が医療班にとっては待望の

参観場所であり,最後の場でもある。念願の針

麻酔による手術 も見 られると勇んで出発。日本

でも児童病院が出来つ ゝあるが,小児の総合病

院で,小児科・耳鼻科・眼科と何でもある。24

時間開院で,入院室 もある。精神科はないとの

事だったが「神経根」は多いとの話。「神経根」

という病気がよくわからず質問 したが,神経性

の病気で日本語にないので説明はできないとの

返事。私には,ス トレスによる神経症と思えた。

はり治療は日本のはり灸と殆ど同 じで,は り麻

酔も,西洋医薬と一緒に使 うとの事で,い ささ

かがっかりした。でも子供の開腹手術で出血が

殆ど見 られなか ったので,手術の腕は賞賛に値

すると我が看護婦達の言だった。

病院ではまだ色々と質問や見学をしたか った

が,時間の都合で急いで北京駅へ行かねばなら

ず残念だった。

汽車を降りて船に戻 り,こ れで見学も終 った

のかと思 うと, ほっとすると共に,急に力が抜

ける様な感 じがした。

9月 2日 (金 )

6:30起 床

7:00 朝のつどい

7:30朝  食

9:10研 修

12:30昼
も
食

13:30 船内病院訪問

15:50 入国手続書類作成

16:30 写真撮影

17:00 夕べのつどい

17:30 お別れパーティー

19:30 自由交歓

終日船中。旅大,北京訪間では気疲れだった

が,今日は気を使わなくて良いのでほっとする。

研修テーマの「医療 と福祉」のまとめさえ終れ

ばすべて終了。だけど研修係の一人は,最初か

ら一人別行動を取 り続けて来たが,心配 した通

り, もう一人の研修係に押 しつけて,知 らん顔。

協力するように頼んだら,「私は町内でいやと

いう程,司会 も世話 もしていますから若い人が

しなさい」と捨てぜリバゝ。それ以来船室から出

て来ず,食事 もとらなかった。

9月 3日 (土 )

6:30 起 床

7:00 朝のつどい

8:30朝 食

9:00 上陸準備

10:00 解団式

11:00 入国手続き

11:30昼 食

12:00 長崎港着岸

13:00 上 陸

班の横顔,印象 レポー ト,研修テーマ,行動

日誌,訪中日誌,参観感想など多くのレポー ト

提出の為,若い人達 8人は夜明けまでか ゝって

作成。

早々に上陸準備を終 った人もいるが,大部分

は荷造 りもせずに,別れを惜 しんだり,写真撮

影に忙 しい。中国に永住 したいと通訳と話 しこ

む人。さまざまな思いを胸に秘め上陸。下船 し

ても, しばし話に花が咲き,写真交換会を約 し

て別れた。
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終わりに

地学と全然関係なく,自 由行動も殆どなかっ

た10日 間の旅だったが,現在ではまだ自由に訪

中不可能だし,内部の情報も伝わらず,なぞの

部分も多い。10日 間のしかもごく一部の飾られ

た部分しか見ていないかも知れないが,学ぶ
―
点

も多いと思ったし,日 本人の浪費に満ちた最近

の生活について反省をすべきと思い,出来る限

り,詳細に書いた。日常物価は安く,ぜいたく

品は高価。牛乳も中味だけは14銭 (日 本円で21

円),瓶 ごと買えば49銭 (150円 )。

小使い10万 円を絵葉書を買 った時,置き忘れ

た班員がいたが,そ っくり手元に返 って来たし,

梅千の種をテーブルにのせたまゝにしておいた

ら,き れいに洗 っておいてあったり。また,化

粧をした人は一人も見なからたし,私達は美 し

いから化粧 しないのだと言う。

とにかく色々な面で考えさせられる旅であっ

たし,ま た機会があれば,再度訪中 したいと思
.

う。

(昭和52年 10月 23日受理)
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