
 
北区日中友好協会定期大会・懇談会を開催 

北区日中友好協会は去る

平成２７年５月３０日（土）、

北とぴあの会議室において

平成２７年度定期大会を開

催しました。提示された議

案「２６年度活動報告及び

決算報告、２７年度活動方

針・行事計画、２７年度予

算案」について審議、全て

承認されました。また今期

は役員の改選期にあたり、

改選役員の承認をいただき

ました。定期大会終了後、

会場を１４階スカイホール

に移し、友好促進懇談会を

開催しました。参加者は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７３名、後楽寮の寮生や北

区内在住の留学生などが招

待されました。開会に先立

ち、壇上には日中友好を願

い日中両国国旗が掲げられ、

日中両国の国歌が会場に流

されました。はじめに主催

者を代表して花川與惣太会

長（北区長）が挨拶に立ち、

友好交流区の西城区との交

流を一層深めていきたいと

語り、来賓の都日中・宇都

宮会長は２０周年を迎えた

協会の南京城壁修復協力事

業を紹介しました。中国大

使館・汪婉参事官（大使夫

人）は、北区の行政、議会、

民間の三位一体となった友

好交流活動を高く評価し、

大使館も民間交流に学んで

いきたいと語られました。

さらに、都議会の大松あき

ら先生からも祝辞が述べら

れ、区議会友好議員連盟の

戸枝大幸会長の乾杯の発声

で懇談に入りました。懇談

会の合間には今年の春節餃

子パーティーと日中友好ス

ポーツ交流のニュース映像

（ＣＣＴＶ大富提供）がス

クリーンに流され、北区日

中友好協会の活動が紹介さ

れました。その後、タイ族

の舞踊を日本の高校生が披

露していましたが、途中、

大きな地震が発生し、留学

生達が床に座り込むほど会

場が騒然としましたが、高

校生は中断することなく踊

りきり、司会者の「地震で

揺れても日中友好は揺るぎ

ません」とのアナウンスに

参加者も落ち着きを取り戻

したようでした。その後も

内モンゴル出身の女性二人

の歌と踊り、日本人のハー

モニカ演奏などがあり、最

後に、日本の「ふるさと」

と中国の「海はふるさと」

を全員で合唱し、楽しく和

やかで、しっかりと友好を

深めた懇談会も、原田隆理

事長の閉会の挨拶で幕を閉

じました。 
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 平成２６年度活動報告と平成２７年度活動計画 
平成２６年度活動報告 

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

年月日 内容 会場 

H26. 4.10 理事会（定期大会、他） 滝野川体育館 

 4.20 日中友好スポーツ交流会（116名参加） 滝野川体育館 

 5.30 定期大会（30名） 北とぴあ 

 5.30 友好促進懇談会（71名） 北とぴあ 

 9.29 理事会（区民まつり、バスハイク、他） 北とぴあ 

10. 3 ミニコンサート（古筝演奏 参加108名） 北とぴあ 

10. 4～5 区民祭りに参加 飛鳥山公園 

10.29 西城区代表団歓迎会 池袋メトロポリタン 

11.23 友好バスハイク(中伊豆方面、三津シーパラダイス他 39名参加) 

H27. 2. 3 春節餃子パーティー（148名参加） 王子小学校 

※ 北京市青少年キャラバンに記念品贈呈(H26.7.15)、 (H27.2.14)。 

※ 西城区文化芸術交流団に記念品贈呈(H26.10.5)。 

※ 他に事務局会議を随時開催。中国語教室（入門、初級）を年２回開催。 

 

平成２７年度活動計画 

昨今の「尖閣問題」の影響により一時ギクシャクしていた日中関係もようやく改善の兆しが見え

始め、本会の示してきた民間交流活動も各方面より高い評価を得てきた。本年は戦後７０周年の節

目の年に当たり、本会も協会設立の精神に基づきアジアの安定と世界平和の実現のため、その意義

を深く認識し、各行事を例年以上に充実した内容のものにする他、日中友好運動の理念を一人でも

多くの区民に伝えるためにも会員の増強に尚一層努めるものとする。従来の訪中団派遣による日本

と中国の交流の絆を基本に据え、なお、その上に一般区民の参加を求める行事、または、中国留学

生、就学生、帰国者のお世話等の協会としての公共性を盛り込む等の行事を企画する。 

 

平成２７年度行事計画 

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

年月日 行事 会場 

H27. 4.19 日中友好スポーツ交流会 滝野川体育館 

 5.30 定期大会 北とぴあ 

 5.30 懇親会 北とぴあ 

9月上旬 講演会またはミニコンサート 未定 

10. 3～ 4 区民祭りに参加 飛鳥山公園 

11月中旬 友好バスハイキング 未定 

H28.2月上旬 旧正月を祝う春節餃子パーティー 王子小学校 

※ 行事の計画、執行に合わせて理事会、実行委員会、事務局会議を随時開催する。 

※ 中国語教室（入門、初級）を年２回、開催する予定。 

※ 西城区訪日団が来区の場合は歓迎宴などを開催。 

※ 青少年キャラバン等で西城区の青少年の訪問がある場合、記念品などを贈呈 
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春節餃子パーティー 王子小学校で今年も盛大に開催 
 

平成２７年２月１１日

（祝）、北区日中友好協会

では恒例の春節餃子パー

ティーを王子小学校ラン

チルームで開催し、日中合

わせて１６０人が参加し

ました。餃子の皮と具の仕

込み作業は朝８時半より

家庭科室で始まり、１０時

過ぎには場所をランチル

ームに移して餃子の皮包

みが始まりました。皮包み

では中国の方々が王子小

学校の児童や日本の参加

者に手ほどきしながらの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流となり、約１５００個

の餃子を完成させました。

１２時からのパーティー

では、まず北区日中の花川

與惣太会長（北区長）が新

年の挨拶を述べ、来賓の東

京都日中・永田哲二理事長

及び大松成都議会議員か

らは祝辞が述べられまし

た。友好議員連盟の会長で

北区議会の戸枝大幸議長

が乾杯の発声をおこない、

賑やかにパーティーが始

まりました。テーブルには

熱々の水餃子の他、お寿司、

焼きそば、唐揚げの他、中

国の参加者には懐かしい

油条（揚げパン）が並べら

れ、まるで故郷にいるよう

だと中国人参加者は喜ん

でいました。パーティーの

途中では東京中国歌舞団

の音楽教室に通う生徒さ

ん達による二胡と楊琴の

演奏に合わせて歌手の陽

二連さんが綺麗なソプラ

ノで「ふるさと」を歌うと、

参加者からは大きな拍手

が送られました。パーティ

ーの後半ではビンゴゲー

ムが始まり、景品には腕時

計、暖房機などの豪華な景

品が並べられた他、抽選を

併用し、旅行カバンや５千

円のギフトカードもあり、

参加者は司会者が読み上

げる数字に一喜一憂、上が

りの人が出る度に大きな

歓声が上がりました。また、

残ったギフトカード争奪

の参加者全員によるジャ

ンケン大会も行われ、会場

は大いに盛り上がりまし

た。一息ついたところで日

本人のハーモニカ、留学生

のサックス演奏もあり、笑

顔の絶えない終始和やか

なパーティーも名残を惜

しみつつ、原田隆理事長の

挨拶で閉会しました。なお、

翌日にＣＣＴＶ大富のニ

ュース番組「日本新聞」で

当日の模様が放送されま

した。 

 

スポーツ交流 爽やかに汗を流す 
平成２７年４月１９日

（日）、北区の滝野川体育

館で東京都日中友好協会

と北区日中友好協会の主

催による「日中友好スポー

ツ交流会」が開催されまし

た。（後援東京都北区） 

会場には、留学生や子ども

連れの家族、日本側は中学

生や高校生、大学生の若者

なども集まり、大人から子

どもまでの約９０人が友

好の汗を流しました。会場

には日中両国の国旗が掲

げられ、スポーツ交流にふ

さわしい「友誼（友好）第

一、比賽（勝敗）第二」

のスローガンも掲げられ、
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会場内ではたくさんの笑

顔が見られました。交流会

に先立って開会式が行わ

れ、日中両国の国歌の演奏

の後、主催者を代表して東

京都日中友好協会の宇都

宮徳一郎会長より開会の

挨拶がありました。また、

北区役所総務課・小宮山課

長の挨拶、日中友好会館留

学生事業部の夏瑛部長よ

りも挨拶がありました。

「北区の歌」に合わせて体

を動かす「北区さくら体

操」で準備体操を行い、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待ちに待ったスポーツ交

流が開始されました。体育

館は３つのスペースに分

けられ、参加者はバレーボ

ール、バドミントン、卓球

をそれぞれ自由に、そして

存分に楽しんだようでし

た。昼食をはさんで午後に

入っても楽しそうな笑い

声は絶えず、参加者一堂が

友好の汗を流して交流を

深めた１日となりました。

飛び入りで参加した日本

人の大学生グループもは

じめて顔を合わせた中国

人の若者とのスポーツを

通じた交流に「とても楽し

かった、また来年も参加し

たい」と語り、最後は日中

の若者が一緒になって体

育館の清掃をする微笑ま

しい光景も見られ、今年の

スポーツ交流も成功裏の

内に終了しました。 

            

中国語講座 入門コースと初級コースを開催 
春季中国語講座は北区役所との協力のもと４月に開講、１０回の講座を終え６月に終講しまし

た。今秋も同様の講座を予定しております。入門、初級いずれのコースも９月開講を予定してい

ます。詳細については８月の北区ニュースでお知らせいたします。 

北区日中ミニコンサート 日中友好バスハイク 
９月または１０月にミニコンサートを予定しております。詳細は決定しておりませんが、皆様

に十分お楽しみいただけるような企画を検討しております。今年も北区役所のご協力をいただき、

北区ニュースで広く区民の方にもお知らせする予定です。詳細が決定しましたら、会員の皆様に

は別途ご案内する予定です。 
また、毎年好評の日中友好バスハイクについても日程及び行き先について検討中です。今年も

より満足度の高いバスハイクを検討中です。各位へのお知らせは１０月になります。なお、会員

各位よりご提案ご要望がある場合は理事会または事務局へご連絡いただければ幸いに思います。 

会費納入と新規会員紹介のお願い 
定期大会が無事終了いたしました。新たな方針のもと昨年度以上の充実した活動を続けてま

いります。ついては、今年度もあらためて会費納入のお願いを申し上げます。会員の皆様には

別途、会費納入の依頼文書を同封させていただきましたので、よろしくお願いいたします。問

い合わせ等がありましたら、事務局にご連絡ください。 
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