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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２８年５月２８日（土）、
北とぴあの会議室において
平成２８年度定期大会を開
催しました。開催に先立ち、
４月に逝去されました原田
前理事長に哀悼の意を表し
黙祷を捧げました。その後、
議長に選出された戸枝副会
長の議事進行のもと、提示
された議案「２７年度活動
報告及び決算報告、２８年
度活動方針・行事計画、２
８年度予算案」について審
議、全て承認されました。
また、逝去された原田前理
事長の後任に戸枝副会長が
全会一致で選任されました。
定期大会終了後、会場を１
５階ペガサスホールに移し、

友好促進懇談会を開催しま
した。参加者は５７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、日中友
好を願い両国国旗が掲げら
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、一層の友好交流を進
めていきたいと語り、来賓
の都日中・須藤理事長から
中国国歌を作曲した聶耳と
日本の関係、亡くなった藤
沢海岸で聶耳の追悼を行っ
た報告を兼ねたご挨拶をい
ただきました。さらに中国
大使館、邵宏偉一等書記官
よりご挨拶をいただき、都

議会議員の大松あきら氏の
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、宮廷舞踊を高校生の竹
内万喜子さんが披露し、会
員の島崎忠さんによるハー
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、戸枝大幸
新理事長の閉会の挨拶で幕
を閉じました。
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平成２７年度活動報告と平成２８年度活動計画
平成２７年度活動報告
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）
年月日
内容
会場
H27. 4.19
日中友好スポーツ交流会（90 名参加）
滝野川体育館
4.30
理事会（定期大会、他）
北とぴあ 806 号室
5.30
定期大会（30 名）
北とぴあ 802 号室
5.30
友好交流促進懇談会（73 名）
北とぴあペガサスホール
10. 3～4
区民まつりに参加(国際ふれあい広場)
飛鳥山公園
11. 8
友好バスハイク(日光方面、足利フラワーパーク他 44 名参加)
12.18
理事会（春節会、スポーツ交流、他）
北とぴあ 806 号室
H28. 2. 7
春節餃子パーティー（224 名参加）
王子小学校ランチルーム
※春季、秋季に入門及び初級の中国語教室をそれぞれ連続１０回開催。
※上記以外に各行事毎に実行委員会、事務局会議、準備会を随時開催。
平成２８年度活動計画
昨年度、訪日した中国人は５５０万人を超え、中国人の対日意識は改善の方向に進んでいるもの
とみられる。一方、日本人の対中意識は依然として芳しいものではないが、日中の関係改善を望む
声は多い。こうした中、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。昨年は
戦後７０周年を一区切りとした年であったが、本会は協会設立の精神に基づき、日中友好がアジア
の安定と世界平和の実現に向かうことを深く認識しつつ、各行事を例年以上に充実した内容のもの
とする。また、日中友好運動を一人でも多くの人々に理解していただく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２８年度行事計画
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）
年月日
行事
会場
H28. 4.17
日中友好スポーツ交流会
滝野川体育館
5.28
定期大会
北とぴあ
5.28
友好交流促進懇談会
北とぴあペガサスホール
9 月上旬
講演会またはミニコンサート
未定
10. 1～ 2 区民まつりに参加
飛鳥山公園
11 月中旬
友好バスハイキング
未定
H29.2 月上旬
旧正月を祝う春節餃子パーティー
王子小学校
※北区在住、在勤、在学者向けに入門、初級の中国語講座を各１クラスにつき連続１０回開催
（４月～６月、１０月～１２月の年２回）
※青少年キャラバンで西城区高校生が訪日の際は、記念品などを贈呈
※西城区訪日団が来区の際は歓迎宴を開催
※各行事の計画、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

３．北区日中会報 平成２８年７月１日 第４２号

春節餃子パーティー ２２４名が参加 交流の輪広がる
２０１６年２月７日、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、参加者は日中合
わせて２２４人になりま
した。当日は朝８時半から
餃子の皮と具の仕込み作
業が家庭科室で始まりま
した。１０時半過ぎにはラ
ンチルームで餃子の皮包
みとなり、中国人が日本人
に手ほどきする光景がみ
られ、楽しい交流となり、
約２５００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、続い
て東京都日中・須藤誠理事
長他、来賓から祝辞が述べ
られました。友好議員連盟
の戸枝大幸会長の乾杯の
発声で、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。途中で

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」を歌うと大きな拍手
が送られました。また日本
の女子高生が創作舞踊の
孔雀の舞を披露し、来場者
から注目を浴びていまし
た。パーティーの後半には
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５千円の商品券
も用意されました。参加者

は司会者が読み上げる数
字に一喜一憂し、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。
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、皆川副会長の
挨拶でお開きとなりまし
た。なお、翌日の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 友好の汗を流す
２０１６年４月１７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。(東京都北区が共催)
会場には、中国の留学生や
子ども連れの家族、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、１１２名の方々が
友好の汗を流しました。会
場には日中両国の国旗が
飾られた他、「友誼（友好）
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第一、比賽（勝敗）第二」
のスローガンも掲げられ、
スポーツ交流にふさわし
い雰囲気にたくさんの笑
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、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
部長より来賓挨拶があり
ました。続いて準備体操と
して「北区の歌」に合わ
せて体を動かす「北区さく
ら体操」で体をほぐしまし
た。体育館は３つのスペー
スに分けられ、バレーボー
ル、バドミントン、卓球、
そして中国生まれのニュ
ースポーツである太極柔
力球の場所が設けられて

中国語講座

おり、参加者はそれぞれ自
由に、そして存分に楽しん
でいました。また北京オリ
ンピック卓球女子の近藤
欽司監督がお見えになり、
参加者とのラリー練習と
記念写真に気軽に応じら
れていました。この日の模

様は翌日の CCTV 大富のニ
ュース番組で放送されま
した。なお、１４日に発生
した熊本地震の救援募金
箱が受付に設置され、約 2
万５千円が集まり、日本赤
十字社に送金されました。

入門コースと初級コースを開催

春季中国語講座(協力北区役所)は４月に開講、１０回の講座を終え６月に終講しました。今秋
も同様に９月開講を予定しております。詳しくは８月の北区ニュースでお知らせいたします。

西城区市民文化交流団が来日
北京市西城区市民文化交流団一行２１名が７月１８日に来日します。当日は北区・北区日中友
好協会共催により、北とぴあのつつじホールで、舞踊、京劇、武術、太極拳等の公演を開催する
予定です。開始時刻は１８時からとなります。詳しくは７月１日付の北区ニュースで案内されま
す。会員で参加ご希望の方は丸山事務所に（３９１１－２３８１）ご連絡ください。

日中友好バスハイク
また、恒例の日中友好バスハイクについても検討中です。各位へのお知らせは１０月になりま
す。
なお、
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し新たな方針のもと充実した活動を続けてまいります。ついては、平成
２８年度の会費納入のお願いをさせて頂きます。会員の皆様には別紙の「会費納入のお願い」
を同封しましたので、よろしくお願いいたします。また、随時、新規会員を募集しております
ので、是非、知人、友人をご紹介下さい。

