2017 年度(平成 29 年度)事業報告
（平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月）
１．はじめに
日中関係は昨年 7 月ハンブルグで行われた G20 サミットと 11 月にベトナムダナンで開かれた APEC
期間中に安倍晋三首相と中国習近平国家主席の首脳会談が開かれ、また、中国からの訪日旅行者が
735 万人に達するなど、関係改善が着実に好転しつつあります。
２．日中友好交流都市中学生卓球交歓大会
（公社）日中友好協会、
（公財）日本卓球協会、中国人民対外友好協会、中日友好協会、中国卓球協
会は「日中友好交流都市中学生卓球交歓大会」を 8 月 4 日から 6 日まで、北京市の国家オリンピックセ
ンター体育館で開催した。この大会は 1992 年から 5 年ごとに開催している卓球大会で、日中両国の友
好都市が合同チームを組み対戦する一大友好交流イベントである。今大会は全国から全 67 チーム 321
名（日本側人数。監督、コーチ含む）の参加となった。
明けて 8 月 4 日、国家オリンピックセンター体育館（国家奥林匹克体育中心体育館）では、
（公社）
日中友好協会から丹羽宇一郎会長、中日友好協会から唐家璇会長、中国人民対外友好協会からは李小林
会長、駐中国日本大使館から横井裕大使らが出席の上開幕式が開かれた。開会に先立って李小林会長は
挨拶の中で、1971 年に名古屋で行われた世界卓球大会をきっかけにした、いわゆる「ピンポン外交」に
触れ、
「小球（ピンポン球）が大球（地球）を動かした」と、日中の卓球交流の歴史と意義深さを改め
て強調。続く丹羽宇一郎会長も今大会への日中双方の尽力に謝意を示したのち、参加選手のさらなる成
長、参加都市のさらなる交流に期待を示した。続いて唐家璇会長から力強い開幕宣言がなされ、3 日間
に及ぶ激戦の幕が切って落とされた。
8 月 6 日は午前中に決勝トーナメント第 1 試合と第 2 試合、午後からは決勝戦が開催された。予選リ
ーグを勝ち抜いた 32 チームは、抽選によって 8 チームずつ 4 つのブロックに分かれ、それぞれにトー
ナメントを開催、4 チームの優勝チームを選出した。
３．日中女性フォーラム
「日中女性フォーラム 〜未来志向の日中民間交流〜」が 11 月 4 日、東京・新宿区の日本青年館ホ
テルで開催された。日中国交正常化 45 周年を記念して（公社）日中友好協会が主催し、同全国女性委
員会のメンバーを中心とした実行委員会が主管した。当日は、日本各界の女性活動家のほか、中国の中
華全国婦女連合会（婦女連）や中日友好協会のメンバーで編成された代表団を含む約３６０人が参加
し、女性が輝ける社会のあり方について考えた。
フォーラムは、駐日中国大使館や朝日新聞社などが後援し、株式会社ＮＴＴデータが特別協賛した。
開会に先立ち、主催者を代表して協会の丹羽宇一郎会長があいさつし、「今、世界中のあらゆる分野で
『鉄の天井』
『ガラスの天井』と言われているが、日中の女性の活躍は『青天井』である。今日のフォ
ーラムが起点となり、大きく、天高くなることを期待している」と述べた。
続いて石黒かほる・協会全国女性委員長があいさつに立ち、「日中友好協会全国女性委員会は、
『中国
と良き隣人でありたい』との一心で活動を続けてきた。今日は女性が輝ける社会を考えながら、中国と

1

の友好関係をさらに発展させるステップにしましょう」と呼びかけた。
来賓を代表してあいさつした王秀雲・中日友好協会副会長は「フォーラムを通じて中日間の女性交流
のあり方を模索し、共通理解を深めてほしい」と期待を寄せた。 フォーラムではまず基調講演が行わ
れ、野田聖子総務大臣（兼女性活躍担当大臣）が「未来を拓く女性活躍」と題して、汪婉・駐日中国大
使夫人（友好交流部参事官） が「
『女性力』を１００％発揮しよう」と題して、それぞれの視点で女性
の社会進出などについて講じた。野田総務相は 30 年におよぶ政治家としてのキャリアの中で、女性と
いう立場で感じた困難だったことや、今年４月に女性の国会議員のみで訪中団を組んで北京を訪れたこ
となどについて、時にユーモアを交えながら話した。一方、汪婉大使夫人は、中国社会における女性の
社会進出の現状や、公務で日本各地を訪れて感じたことなどを紹介した。いずれの講演も、参加者の多
くがメモを取るなど熱心に聞き入った。
その後は、交流事業や報道の分野などで活躍する日中双方５人のパネリストによるシンポジウムが行
われ、女性の活躍とその重要性、役割に対するニーズ、女性の社会進出のために求められる具体策など
について日中民間交流を切り口に話し合われた。
４．何香凝芸術名作展
日中国交正常化 45 周年を記念して（公社）日中友好協会と何香凝美術館（中国・深圳市）が共催し
た「何香凝芸術名作展」
（協力：女子美術大学）が、９月６日から 15 日まで東京・上野の森美術館で開
かれた。
10 日間で延べ３５５３人が来場し、中国女性活動家と画家の二足のわらじで活躍した何香凝の生涯に
理解を深めた。外壁に大きな告知広告が設置された上野の森美術館の会場には、１階と２階に分けて何
香凝の絵画 40 点とその生涯をたどる写真 12 枚が展示された。孫文の片腕とされた夫の廖仲愷と来日
し、女子美術学校（現女子美術大学）で学んだ何香凝について興味をもつ人は多く、日帰りツアーを組
んで訪れた地方協会もあった。
開催前日の５日午後には開幕式が開かれ、丹羽宇一郎・協会会長、郭燕・駐日中国大使館公使、許玉
明国務院僑務弁公室宣伝局局長、任克雷・何香凝美術館館長、福下雄二・女子美術大学理事長らが出席
しテープカットなどを行った。
丹羽会長はあいさつで「日中交流に大きく貢献した何香凝先生の業績を知ってもらうことは大変意義
深い。この機会にぜひ日中交流の歴史に思いをはせながら鑑賞してほしい」と呼びかけた。一方、郭燕
公使は「彼女の芸術創作は中日両国人民の友好的感情と中日文化の交流・融合を体現している」と述べ
た。
当日は酒井哲夫・橋本逸男両副会長、岡﨑温理事長、西堀正司専務理事ら協会役員・会員の多くが出
席した。
５．日中友好卓球大会
（公社）日中友好協会、
（一社）東京華僑総会、
（一社）東京華助中心が日中国交正常化 45 周年を記
念して共同で開催した「日中友好卓球大会」が 10 月７日、東京・江東区の有明スポーツセンターで開
催された。在日華僑・華人を中心とした日中両国の卓球愛好家が３人１組でチームを作って参加、88 チ
ーム総勢２６４人が試合を通じて友好の汗を流した。
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大会は、男女・年齢を問わない３人一組の混合チームで競い、試合は 11 本先取の３ゲームマッチ。
４チーム総当たりの予選リーグを戦い、その後はそれぞれの順位ごとのトーナメント戦を行って順位を
決めた。審判は東京都卓球連盟のスタッフが務めた。
大会準備は実行委員会が組織し、岡﨑温・協会理事長、林斯福・東京華僑総会会長、顔安・全日本華
僑華人連合会会長の３人が実行委員長を務めた。
88 チームの頂点に立ったのは、高校時代の卓球部仲間で結成された男性 20 代の「横浜中華街チー
ム」
。３カ月前に一度集まって練習を行っただけだったが、仲の良さからか、ダブルスでも息はバッチ
リだったという。閉会式の表彰式では、45 周年記念にちなんだ「45 歳賞」や「申し込みが１ 番だった
賞」などユニークな賞が景品と共に贈られた。協賛企業の全日空からは中国旅行往復ペアチケットが提
供され、参加者全員が対象の抽選会も行われた。
当日、中心となって大会の進行役を担った元卓球世界王者で実行委員の木村興治・日本卓球協会名誉
副会長は、
「45 年前の国交正常化の影で卓球は大きな役割を果たした。今日、45 周年を祝う記念すべき
卓球大会を東京で開催できたことは大変にすばらしいことだ」と述べた。
６．協会の組織運営
（１）今年度は、定時総会 1 回、理事会 3 回（定例理事会 3 回）
、業務執行理事会 3 回を開催した。
第 8 回定時総会（6 月 15 日開催）は 2016 年度事業報告と収支決算報告を承認した。
第 28 回定例理事会（1 月 18 日開催）は 2018 年事業計画と収支予算を承認した。
（２）2017 年度末現在、42 の都道府県日中友好協会（以下県協会と略す）が入会している。休会は徳
島県１県、未入会は群馬県、宮崎県の 2 県。未組織は島根県、長崎県の 2 県である。
（３）青年委員会等及び女性委員会等のある県協会は次のとおり。
青年委員会等：北海道、宮城県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、京都府、
大阪府、和歌山県、岡山県（11 県協会）
女性委員会等：北海道、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、山梨県、長野県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
和歌山県、岡山県、熊本県、大分県（20 県協会）
（４）日中友好秋季セミナー
（公社） 日中友好協会は 11 月 18・19 日、静岡県伊豆市のラフォーレ修善寺で第４回日中友好セ
ミナーを駐日中国大使館と合同で開催し、最近の日中情勢や活動状況などについて意見を交わした。
当日は、橋本逸男副会長ら協会役員および各地の会員ら 38 人と、程永華大使、汪婉・倪健・景春
海の参事官３人をはじめとする駐日中国大使館員 24 人が参加。さらに、中日友好協会の程海波副秘
書長、張孝萍友好交流部部長、鄭李旦政治交流部副部長の３人が中国から参加した。
夜は懇親会が催され、川勝平太知事ら静岡県庁関係者並びに菊地豊伊豆市長が来賓として出席を
した。 セミナーは中国大使館が後援し、静岡県日中友好協会が協力。大使館各部門の若手外交官が
多く参加した。
（５）
（公社） 日中友好協会全国青年委員会再建総会
（公社） 日中友好協会全国青年委員会の再建総会が 11 月 18 日、静岡県伊豆市のラフォーレ修善
寺で開催された。同再建準備委員会のメンバーおよび協会役員らが出席した。
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冒頭、協会組織委員会副委員長の小野寺喜一郎常務理事が再建の経緯を報告し、
「10 月の定例理事
会で青年委員会の再建が正式に承認されたが、その際に私から理事に対し、青年みずからの自由な発
想と行動で日中友好活動を盛り上げていくことをどうか認めてあげてほしい。寛大な心で受け止め
てほしいとお願いし了承を得ている」と述べた。
その後は、再建準備委員長を務めてきた東京都日中友好協会青年委員長の永野剛氏が議長に選出
され、議事では主に「概おおむね 40 歳代までを青年とする」ことや、
「国内外の青年団体との相互交
流を行う」ことなどを盛り込んだ会則などについて話し合った。役員選任では、東京都日中友好協会
前青年委員長の伊藤洋平氏が委員長に、永野剛氏が事務局長に選出された。副委員長については後
日、東京都および地方の青年委員会から複数名を選ぶことを決めた。
今後は、大学生訪中団の参加経験者や留学生ＯＢなどを取り込んだ事業などを中心に、青年層の会
員拡大を目指していく。
７．青少年交流
（１）第８回宋慶齢国際青少年交流キャンプ
中国宋慶齢基金会（北京市） が主催する「第８回宋慶齢国際青少年交流サマーキャンプ」が７月
16 日から 23 日まで行われ、日本を含む世界 15 カ国の青年が北京に集結した。日本の窓口を協会が
担い、国際基督教大学高等学校（東京・小金井市）の生徒 10 人を派遣した。
イベントでは 「イン・チャイナ・ビー・フレンズ」のスローガンの下、グループ分けされた世界
各国の学生がアイスブレイク、中国文化体験、仮面パーティーなどの活動を通して交流した。
（２）日中友好大学生訪中団
2017 日中友好大学生訪中団友好協会分団
期間 8 月 27 日～9 月 2 日、訪問都市 北京、成都、上海
人数 107 名（大学生 99 名、団役員事務局 8 名）
受入 北京市人民対外友好協会
※北京（北京大学）および成都（西南交通大学）にて中国の大学生と交流。
８．文化、教育、学術などの諸分野の交流とミッションの派遣・受入等
（１）訪中団等の派遣
7 月 16 日～23 日

第 8 回宋慶齢国際青少年交流キャンプ参加訪中

11 名

8 月 4 日～6 日

日中友好交流都市中学生卓球交歓大会

321 名

8 月 27 日～9 月 2 日

2017 日中友好大学生訪中団友好協会分団

107 名

9 月 7 日～9 日

中日国交正常化４５周年記念レセプション

3名

3 月 7 日～11 日

第 35 回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会優勝者

3名

計5 団
（２）訪日団等の受入
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445 名

11 月 3 日～5 日

日中女性フォーラム

12 名
計1団

（３）中国の関係機関との交流
４月１０日

＊大連東軟信息学院国際教育学部一行来訪

５月３０日

＊楊潔篪国務委員歓迎会夕食会

６月５日

＊何香凝美術館、女子美術大学との打ち合わせ（～６日）

６月１０日

＊袁敏道中日友好協会秘書長一行来訪

７月１３日

＊２０１７年北京市青少年キャラバン訪日団歓迎会

７月３１日

＊中日青年交流中心一行来訪

８月２日

＊何香凝美術館一行来訪

９月７日

＊「JENESYS2017」２０１７年度中国高校生訪日団第１陣歓迎会

９月１２日

＊「日中植林・植樹国際連帯事業」中国大学生友好交流訪日団第１陣
（地方間交流）歓迎会

１０月１７日

＊「日中植林・植樹国際連帯事業」中国大学生友好交流訪日団第２陣
（地方間交流）歓迎会

１０月２６日

＊「日中植林・植樹国際連帯事業」中国大学生友好交流訪日団第２陣
（５つの協力分野）歓迎会

１１月８日

＊「JENESYS2017」２０１７年度中国高校生訪日団第２陣歓迎会

１１月１９日

＊「日中植林・植樹国際連帯事業」中国大学生友好交流訪日団第３陣
（スポーツ）歓迎会

１１月２４日

＊中国共産党第十九回全国代表大会説明会

１１月２９日

＊「日中植林・植樹国際連帯事業」中国大学生友好交流訪日団第２陣
（５つの協力分野）歓迎会

１２月６日

＊「JENESYS2017」２０１７年度中国高校生訪日団第３陣歓迎会

１２月７日

＊「日中植林・植樹国際連帯事業」中華全国青年連合会代表団
（５つの協力分野）歓迎会

１月２２日

＊中国全人代陳竺副委員長一行との懇談夕食会

１月２４日

＊大連市中日友好協会于建軍会長一行来訪

１月２９日

＊「JENESYS2.0」２０１７年度中国青年代表団、
第２２回中国教育関係者代表団歓迎会

３月６日

＊程海波中日友好協会副秘書長一行来訪
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12 名

（４）在日中国機関との交流
４月７日

＊大使館友好交流部との打ち合わせ

４月２５日

＊大使館友好交流部との打ち合わせ

７月２６日

＊程永華在日中国大使との懇談

７月２７日

＊「２０１７チャイナフェスティバル」事業発表会

８月１８日

＊２０１７年度中国政府奨学金生壮行会

９月２８日

＊中華人民共和国成立６８周年及び中日国交正常化４５周年
祝賀レセプション

１０月２１日

＊「チャイナフェスティバル２０１７」開幕式

１１月１０日

＊「チャイナフェスティバル２０１７」お疲れ様会

１１月２２日

＊錦秋交流の夕べ

１２月８日

＊２０１７年中国留学経験者の集い

１２月１２日

＊中国大使館友好交流部汪婉参事官訪問

１月１６日

＊中国大使館友好交流部汪婉参事官訪問

１月２６日

＊２０１８迎春会（賀詞交歓会）及び中日平和友好条約締結４０周年
記念イベント

１月２８日

＊日本吉林商会【中日経済フォーラム】
、日本吉林同郷会設立２０周年
記念祝賀会

２月２日

＊２０１８年中日教育交流新年会

２月８日

＊２０１８年中国大使館・日中友好団体新年会

２月２６日

＊劉少賓駐日中国大使館公使来訪

（５）その他
５月１０日

＊窓に咲く花－中国剪紙展開幕式

６月２６日

＊香港返還２０周年記念写真展開幕式

７月６日

＊オペラ「鑑真東渡」東京公演

９月２０日

＊「中日国交正常化４５周年 民間交流回顧写真展」開幕式

１０月２７日

＊多彩貴州特別鑑賞会

１１月１日

＊日中国交正常化４５周年記念『禅海游逸』純一芸術展

１１月１３日

＊２０１７伝統と現代アートの５人交流展“和吟東西”展開幕式

１２月４日

＊「好夢麗江～探古東巴紅」中国当代民族画家劉立群作品日本展開幕式

１月２４日

＊「中国剪紙文化－剪紙で見る春節の楽しさ」開幕式

２月２日

＊上海現代竹彫刻精品展開幕式
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９．留学生派遣事業
（１）2017 年度公費留学
中国教育部及び中国大使館教育部の協力のもとに、中国政府奨学金を受給する公費留学生を選考
し、20 名を中国各地の大学に派遣した。留学期間は１年間。
4 月 18 日 中国大使館教育部に公費留学申請書提出。
7 月 29 日 中国大使館教育部より入学許可書を受領。
8 月 11 日 中国留学研修会を開催。
8 月 18 日 中国大使館教育部は「2017 年度中国政府奨学金日本人留学生壮行会」を開催。
8 月下旬から 9 月上旬 派遣先にて留学開始。
（２）2018 年度公費留学派遣
1 月 15 日～2 月 5 日

出願受付（応募者数 43 名）
一次選考（書類審査）

3月 4日

二次選考（面接試験）
、20 名を内定。

１０.中国語普及事業
（１）第 35 回全日本中国語スピーチコンテスト
「第 35 回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会」が１月７日、東京・文京区の日中友好会館大ホ
ールで開催され、日中平和友好条約締結 40 周年の節目となる今年最初の記念事業として盛り上がりをみ
せた。
21 の都道府県大会を勝ち抜いた 22 人が３部門に分かれて登壇。
「日中友好」への思いを中国語で披露
し、学習の成果を競い合った。 大会には、高校生部門６人、大学生部門 10 人、一般部門６人が出場し、
５分間のスピーチと質疑応答で競い合った。外務省、文部科学省、駐日中国大使館などが後援し、各部門
の第１位には副賞として中日友好協会から中国旅行が贈られ、協賛の全日空が航空券を提供した。
開会に先立ち橋本逸男副会長が主催者を代表してあいさつし、「日中間には長い交流の歴史があるが、
相手を深く、よく知ることがもっと必要。中国語学習は重要になる」と述べた。審査員長を務めた平井和
之・日本大学教授は「条約 40 周年という節目の大会を例年以上に盛り上げてほしい」と激励した。
大会は条約締結 40 周年の節目にふさわしいハイレベルな争いに。高校生部門では、中国語学習を始め
たきっかけや上達の喜び、東京五輪を見据えた夢を力強く語った茨城県代表の田中美咲さん（東洋大附
属牛久高校３年が、一般部門では、初めての海外旅行で訪れた上海でのトラブルを通じて体験したタク
シードライバーとの触れ合いを紹介した東京都代表の太田奈緒未さん（専門学生）がそれぞれ第１位に
輝いた。僅差となった大学生部門では、吉林省での半年間の留学中に自身と中国との距離を縮めてくれ
た「温もり」を感じたエピソードを語った兵庫県代表の山本果歩さん（神戸市外国語大学４年）が第１位
となり、全入賞者の中から最も優秀な人に贈られる日中友好協会会長賞も受賞した。
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１１．丹羽宇一郎奨学金
（１）2017 年度は、3 名の在日中国人留学生に奨学金の支給を行った。
（２）2018 年度に奨学金の支給を希望する在日中国人留学生の募集と選考を行った。
11 月 10 日～17 日 応募受付（応募者数 91 名）
書類審査
3 月 3 日 面接試験（３名を内定）
１２.日中友好 7 団体等との提携事業
（１）日中友好 7 団体提携
５月３０日＊楊潔篪国務委員歓迎会夕食会
1 月２２日＊中国全人代陳竺副委員長一行との懇談夕食会
２月８日＊２０１８年中国大使館・日中友好団体新年会
（２）後援・協力は公演・展覧会等 67 件
１３．組織の充実・発展に関する事業等
（１）ホームページ・インターネットの積極的な活用
ホームページを開設している県協会は 25 県協会（前年比増減なし）メールアドレスを持っている
県協会は 31 県協会（前年比 1 増）であった。一定の事柄については、メールでの連絡を行っている。
（２）出版と会合等の開催
① 会報｢日本と中国」は毎月 1 日付け、12 回発行。(2018 年 1 月より全カラー)
②「友好手帳」2018 年版を 9 月に発行。
③ 平山郁夫作品カレンダー2018 は 11 月～12 月に発売。
④ 1 月 18 日、2018 年日中友好新年会（
（NPO）東京都日中友好協会と共催）を開催。
以
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上

