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日本雲南聯誼協会 2014 年度会務報告書 

	 	 

●総会員数 416 名（正会員 299、法人会員 30、賛助会員 21、夢基金会員 66） 2014/3/31 現在 

●会報発行回数…4 回（第 49 号～52 号 特別号含む） 

●メール通信配信回数…11 回 
	 

開催日時	 活動内容	 参加者名（敬称略・順不同）	 

2014/5/15 

（日本・東京） 

東京本部にて 

第１回役員会 

【理事】初鹿野惠蘭、中村有里子、初鹿野薫、遠藤功 

【監事】佃純誠、村松健児 

【顧問】東郷浩、新井淳一、竹内達 

【事務局（東京本部）】吉成絢香、高野優紀、林則幸、滝澤崇、上原正夫、

丁勇軍、松田雄馬、菊地瑛里 

6/15 

（日本・東京） 

八王子市にて 

第 14 回定時総会 

【理事】初鹿野惠蘭、遠藤功、中村有里子、大鷲修平、桂正徳、唐澤英安、

杉谷隆志 

【監事】佃純誠、村松健児 

【顧問】東郷浩、片岡巖、竹内達、滝澤崇、安保尚子、都筑信、小澤文穂 

【会員】奥脇弘久、小川輝夫、初鹿野仁、林則幸、松田雄馬、丁勇軍、劉萃、

平田栄一、寺内明子、中村公一、奈良脇光夫、委任状出席 160 名 

【事務局（東京本部）】高野優紀 

8/20 

（日本・長野県） 

長野県蓼科高原

城の平にて 

第２回役員会 

【理事】初鹿野惠蘭、中村有里子、遠藤功、初鹿野薫 

【監事】佃純誠、村松健児 

【顧問】東郷浩、都筑信、安保尚子、小澤文穂、竹内達、清水雄輔、滝澤崇 

【事務局（東京本部）】林則幸、高野優紀 

11/20 

（日本・東京） 

東京本部にて 

第３回役員会 

【理事】初鹿野惠蘭、桂正徳、中村有里子、大鷲修平、遠藤功、初鹿野薫 

【監事】佃純誠、村松健児 

【顧問】片岡巖、東郷浩、都筑信、安保尚子、新井淳一、清水雄輔 

【事務局（東京本部）】林則幸、上原正夫、渡部優美、黒沼明恵 

2015/2/12 

（日本・東京） 

東京本部にて 

第４回役員会 

【理事】初鹿野惠蘭、大鷲修平、遠藤功、唐澤英安、初鹿野薫、中村有里

子、桂正徳 
【監事】佃純誠、村松健児 

【顧問】東郷浩、滝澤崇 

【事務局（東京本部）】林則幸、黒沼明恵、上原正夫、廣瀬園子 

2/25 

(日本・東京) 

東京本部にて 

臨時総会 

【理事】初鹿野惠蘭、大鷲修平、遠藤功、中村有里子、桂正徳 
【監事】佃純誠、村松健児 

【顧問】清水雄輔、東郷浩、滝澤崇 
【会員】佐々木英介、奈良脇光夫、杉谷隆志、林則幸、土田淳志、渡部優

美、委任状出席 174 名 

【事務局（東京本部）】黒沼明恵、上原正夫 
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2014 年度事業経過報告 
（2014 年 4 月～2015 年 3 月） 

	 
皆様の温かいご協力のもと、2014 年度も国内外において幅広い活動を展開することができました。活動には

たくさんの会員・協力者・ボランティアの皆様が、それぞれの強みを活かし、積極的に参加してくださいました。

全ての皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 

１.協会主催・関連行事 

開催日時 活動内容 詳細/参加者氏名（敬称略・順不同） 

2014/4/20 
（日本東京） 

第 3回アジア新産業創造研究会を開催	 
雲南省との合同事業計画の発表と、立命館ア
ジア太平洋大学卒業生	 庄司様のご講演を
行った。 

【運営主体】アジア新産業創造研究会 
【参加者】松田雄馬、庄司智哉、神前香奈、神前泰策、坂本
仁、夏婷宝、紫藤亮介、横山晋、鬼童貴章、勝尾修、佐々
木英介、林則幸、初鹿野惠蘭理事長など計 22名  

5/3-4 
（日本埼玉県 

さいたま市） 

	 

さいたま市「国際友好フェア 2014」出展	 
	 

イベント全体来場者数】約 7,5 万人 【出展団体】72 
【ボランティア協力】川口邦夫、大泉国雄、市川由美子、高
橋福子、白石誠、青柳茂樹、佐藤正典、横山晋・高蓓ご夫
妻、丸田智代、服部恵美子、久継智弘、李峰、楊林梅、鳥
羽清弘、寺内明子計 16 名 

5/16 
（日本東京） 会報誌第 49 号発送作業	 

【ボランティア協力】 
金澤孝、山田洋子、遠藤州、宋愛平、滝澤崇 計 5 名 

6/29 
（中国雲南省 

昆明市） 

「雲南春雷連盟会」設立式、	 

大学生日本語スピーチコンテスト	 

会長の秦徳英さんが挨拶し、これまでの支援に対する恩返しの気持ち

を込めて社会貢献することを宣言。 

【現地協力（順不同）】昆明市女子中高等学校、雲南省婦人
聯合会、雲日国際大学生協力会 
【参加】聴講者：夢基金生２０７名（1 年生２０６名、雲南大学滇
池学院生１名）ゲスト：新井淳一、安保尚子、三木秀隆、佐伯義
博、通訳：高明（雲南大学滇池学院日本語科講師） 
事務局：林娜、中洲慶子 6 名計 213 名  

6/30 
(中国雲南省 

昆明市) 

雲南大学と「アジア未来への人材プロジ

ェクト」提携	 

	 

【参加者】雲南大学外国語学院院長 徐志英、雲南大学外国
語学院副院長 駱洪、雲南大学外国語学院日本語学科学部
長 饒瓊珍、雲南大学外国語学院党委書記 董平、雲南大学
外国語学院党委副書記 李紅雲など計 15 名 

7/14-26 
（日本東京） 

全国巡回写真展「笑顔を君に」	 
ｉｎJICA 地球ひろば開催（通算第１７回
目） 

【運営主体】東京本部事務局 
【ボランティア協力】滝澤崇、林則幸、上原正夫計 3 名 

8/19 
（日本東京） 会報誌第 50 号発送作業	 

【ボランティア協力】 
金澤孝、佐々木英介、上原正夫、滝澤崇 計 4 名 

8/24-26 
（日本東京) 

合同写真展「アジアの子どもたち」出展	 
 
 

アジアの子どもを支援するＮＧＯ４団体が合同

写真展を開催（通算 5 回目） 

【来場者】約 400 名【ボランティア協力】金澤孝、平田栄一、
石山敏朗、川口邦夫、藤代将人、佐々木英介 計６名  
【合同主催】認定 NPO 法人日本雲南聯誼協会、NPO 法人２１
世紀のカンボジアを支援する会（カンボジア）、NPO 法人レイン
ボー国際協会（インド・コルカタ）日本スリランカ国際文化社会開
発協会（スリランカ） 

9/16-10/16 
（日本東京） 

全国巡回写真展「笑顔を君に」	 

ｉｎ半蔵門開催（通算第１８回目）	 

半蔵門の市民国際プラザ内での常設展示	 

【運営主体】東京本部事務局【参加者】270 名以上 
【ボランティア協力】滝澤崇、渡部優美計 2 名 

9/25 
（日本東京） 

中華人民共和国	 

建国６５周年祝賀レセプション	 
協会を代表して初鹿野惠蘭理事長が出席 
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10/4-5 
（日本東京 

渋谷区） 

グローバルフェスタ JAPAN2014	 国内最大規模の国際協力フェア。協会は 1１年連続出展。 

【イベント全体来場者】約 8 万名 
【ボランティア協力】張南、王珊、三木亮、渡部優美、山本晶、
木下千尋、松田雄馬、菊地瑛里、吉田佐和子、千々岩哲、花
沢晴美、土田淳志、山下真知、滝澤崇、林則幸、近藤森雄、
佐々木英介、木本一彰、上原正夫、岩沙圭、久継智弘、初鹿
野惠蘭理事長、事務局（黒沼明恵） 計２３名 

10/11 
（日本山梨県 

大月市） 

第１０回チャリティーゴルフコンペ	 

	 
集まったご寄付により「25 の小さな夢基金」去年
に引き続き 6 名と新たに 3 名の合計 9 人の学費
を支援 

【参加者】2４組 9４名 
【景品提供/ご寄付】 
綿半ホールディングス株式会社、京王プラザホテル、サッポロホ
ールディングス株式会社、大日本印刷株式会社、図書印刷株
式会社、港北出版印刷株式会社、株式会社加藤文明者印刷
所、株式会社村上製本所、株式会社技術評論社、村田昭二 
【ボ ラン テ ィア 協 力 】滝澤崇、松田雄馬、渡部優美、木下千
尋、劉萃 計 4 名 

10/15-16 
（中国雲南省 

昭通魯甸） 
昭通魯甸地震現地視察調査	 【視察団】初鹿野恵蘭理事長・林則幸・林娜計 3 名 

10/23 
（中国上海） 

上海総領事館、上海日本商工クラブ表敬

訪問	 
協会を代表して初鹿野惠蘭理事長が出席 

11/3 
（日本東京都 

町田市） 

町田夢ひろば第１７回町田発国際ボラ

ンティア祭「夢広場２０１３」に出展	 

【ボランティア協力】平田栄一、佐々木英介、張苹、劉萃、事
務局（滝澤崇、初鹿野惠蘭理事長）、田井光枝（日中市民サー
クルわんりぃ）、藤代将人（町田国際交流センター） 計 8 名 

11/11 
（日本東京） 

2014 中国・雲南省来日経済提携懇談会

(東京)	 
【協力/参加者】３７社計６０名 

11/14 
（日本東京都 

町田市） 

2014 中国・雲南省来日経済提携懇談会

(大阪) 
【協力/参加者】１５社計３０名 

11/15-16 
(日本東京都 
八王子市) 

第 35 回八王子いちょう祭り「世界の人

と国際交流」	 

【参加者】52，1 万人 
【協力/ボランティア】峰尾勝美、峰尾洋子、井上祐子、堤多
枝子、宋愛平、東郷浩、滝澤崇、平田栄一、土田淳志の計 9
名 

11/18 
（日本東京） 

会報誌第 51 号発送作業 【ボランティア協力】 
吉田佐和子、宋愛平、李さん、上原正夫、林則幸の計 5 名 

12/20 
（日本埼玉県 

さいたま市） 

第 14 回チャリティー忘年会	 

日本と雲南少数民族友好の夕べ	 

【参加者】約 100 名以上 【当日ボランティア協力】蛯名樹
理、陳月珍、龔建英、王珊、郭恪菲、大久保さやか、李陽、白
石美津子、高野優紀、時田梓、小林稔、佐々木英介、岩沙圭、
水田幸介、翟一達、弓立伸也、上原正夫、林則幸、滝澤崇 計
19 名 
【日本雲南聯誼協会より】片岡巖顧問、東郷浩顧問、都筑信
顧問、小澤文穂顧問、遠藤功理事、中村有里子理事、桂正徳
理事、初鹿野薫理事、村松健児監事、佃純誠監事、平田栄一
名誉雲南支部長、近藤釼一名古屋支部長、寺内明子大宮支
部長、初鹿野惠理事長、事務局（山田美葉） 計 15 名 
【協力/寄付】サッポロホールディングス株式会社、株式会社技
術評論社、ブランニューダンスマーケット、株式会社村上製本
所、株式会社加藤文明社印刷所、21 世紀のカンボジアを支援
する会、JR 総連、三木秀隆、蛯名樹理、片岡巖顧問 

1/5 
（日本東京） 株式会社キッツ賀詞交歓会	 協会を代表として初鹿野惠蘭理事長、林則幸が出席 

1/7-8 
（日本東京） 

第 3回日本雲南スタディツアー、日本開

催に向けて長野県青木村を視察	 

【視察団】初鹿野惠蘭理事長、林則幸、廣瀬園子、渡部優美 
【現地協力】青木村役場 

1/9 
（日本東京） JR 総連 2015 新年の集い	 協会を代表して初鹿野恵蘭理事長が出席 
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1/11 
（日本埼玉県 
さいたま市） 

大宮支部新年会	 

【参加者】1０７名（ボランティア含） 
【ボランティア協力】市川由美子 小俣小輝 大野純子 高蓓 
金子沙樹 百文 周盛霞 李辉 大島優佳 呉成鳳 宮澤美咲 
川口邦夫 大泉国雄 服部恵美子 丸田智代 小川輝夫 横
山晋 久継智宏 佐藤正典 寺内 憲一 寺内明子 計 2１名 

１/12 
（日本東京都 

町田市） 
昭通魯甸地震現地視察報告会	 

【主催団体】日中文化交流サークル‘わんりぃ’ 
【講師】初鹿野恵蘭理事長 
【協力/寄付】日中文化交流サークル‘わんりぃ’ 

1/27 
（日本東京） 雲南講和会新年会	 協会を代表して初鹿野惠蘭理事長が出席 

2/7 
（日本東京） 第 12 回国際協力フォーラム	 協会を代表して廣瀬園子が出席 

2/4-11 
（日本東京） 昆明市交通局視察団来日	 

【視察団】７名 
初鹿野惠蘭理事長、林則幸、黒沼明恵が引率 

2/7-8 
（日本大阪府） 

第 22 回ワンワールドフェスティバル出

展	 

【ボランティア協力】 
平松宏子、平松康弘、千々岩哲、上原正夫 計４名 

2/7 
（日本埼玉県 

大宮市） 
大宮支部春節パーティー	 

【参加者】128 名（ボランティア含） 
【ボ ラン テ ィア 協 力 】市川由美子、小俣小輝、大野純子、高
蓓、金子沙樹、百文、周盛霞、李辉、大島優佳、呉成鳳、宮澤
美咲、川口邦夫、大泉国雄、服部恵美子、丸田智代、小川輝
夫、横山晋、久継智宏、佐藤正典、寺内憲一、寺内明子計 2１
名 

2/17 
（日本東京） 

会報誌第 52 号、スタディツアー特別号

発送作業	 
【ボランティア協力】滝澤崇、上原正夫計 2 名 

3/6 
(日本港区) 

中国大使館	 国際婦人デー記念パーテ

ィー	 
協会を代表して黒沼明恵が出席 

 

２.講演会等 

開催日時	 講演名	 詳細／参加者氏名（敬称略・順不同）	 

5/16-17 
（中国雲南省 

昆明市） 
 

２５の小さな夢基金	 
第 2 回「日本をもっと知りたい！」日
本雲南学生フォーラム	 
第 5 回「夢は叶う」講演会	 

【主催】認定 NPO 法人日本雲南聯誼協会 
【講演者】 
三木秀隆氏（メディネットインターナショナル株式会社代表） 
【会場】昆明女子中学校、雲南師範大学 
【協力】メディネットインターナショナル株式会社、昆明女子中学校 

【参加】聴講者：夢基金生２０７名（1 年生２０６名、雲南大学

滇池学院生１名）ゲスト：新井淳一、安保尚子、三木秀隆、佐

伯義博、通訳：高明（雲南大学滇池学院日本語科講師） 

事務局：林娜、中洲慶子 7 名 
【共催・協賛】雲南師範大学、雲南大学滇池学院、メディネットイ

ンターナショナル株式会社 

6/14 
（日本東京都 

町田市） 
町田市民フォーラム講演会	 

【講師】初鹿野惠蘭理事長 
【内容】ハードからソフトへ～日本と雲南の交流を深める教育
支援	 
【参加者】約 30 名 

10/18 
（日本東京） 昆明女子中学春雷生講演会	 

【主催】認定 NPO 法人日本雲南聯誼協会 
【講演者】初鹿野惠蘭理事長 
【会場】昆明女子中学 
【参加者】昆明女子中学女子 250 名 

12/24 
（日本東京都 江戸川人生総合大学「社会貢献と国際 【主催】認定 NPO 法人日本雲南聯誼協会 
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江戸川区） 交流」	 【テーマ】日本に住む中国人の活動について 
【講演者】初鹿野惠蘭理事長【ゲスト】滝澤崇、林則幸 
【会場】江戸川人生総合大学【協力】江戸川人生総合大学 

【参加】聴講者：国際コミュニティ学科 11 期生３０名 

【協力/ボランティア】滝澤崇 

３. 教育支援活動 

2014 年度、24 校目となる協会支援小学校が開校式を迎えました。少

数民族女子高生を１対１で支援する「25 の小さな夢基金」で応援した女

の子は年度内に４６８名に達し、6 月には第 6 期生 51 名が卒業。「５０の

小学校プロジェクト」では第２５校目の建設に向け準備を進めております。

未来を支える若者を応援する「アジア未来への人材プロジェクト」も本格

的に始動し、未来を担う日雲の若者の交流が一層進んだ一年となりまし

た。「日本雲南大学生交流スタディツアー」を 2 回開催し、のべ 54 名の

大学生が協会支援校 19 校・老木壩小学校、第２１校目老村小学校を訪

れ子ども達と交流を深め社会貢献プランの発表を行いました。 

日時・場所 活動内容・参加者（敬称略・順不同） 

4/22-3/31 

（中国雲南） 

２５の小さな夢基金  聯誼協会主催日本語授業（第３半期） 
「夢基金」希望生徒を対象に、毎週土曜日１時間半授業を行う。単位を取得できる正式な授業で、昨年 3

月からの第 2 半期に続いて第 3 半期目。 

【場所】昆明女子中学春蕾高校生クラス 

【講師】雲日国際大学生協力会 

雲南大学滇池学院 22 名、 

雲南師範大学 22 名、 

雲南大学 25 名 

【受講生】夢基金生 125 名 

毎週土曜日  

７/1 
（中国雲南 

徳宏） 

５０の小学校プロジェクト 第 24 校目開校、徳宏タイ族チンポー族自治州支援候補校視察 

【視察場所】徳宏タイ族チンポー族自治州 

【視察団】平本美智明、佐々木英介、滝澤崇、久継智弘 、平田栄一、大﨑功雄、佐伯義博、近藤釼一、佐

藤正典、下垣昭宏、丁美蘭、山下春佳、筑切佑果、田中貴、丁美蘭さんのご友人 3 名、初鹿野惠蘭、中洲慶

子、林娜、白瑪次木、吉成絢香  計２２名 

【現地協力】徳宏州帰国華僑聯合会主席・徳宏州人民政府僑務弁公室主任・趙冬梅、盈江帰国華僑

聯合会主席・盈江人民政府僑務弁公室主任・雷金升、政協徳宏州第十一屆委員会 常委・徳宏州海外

聯誼会副秘書長・徳宏州帰国華僑聯合会副主席・徳宏州人民政府僑務弁公室副主任・尹朝紅、徳宏

州人民政府僑務弁公室・孔勒当、徳宏州人民政府僑務弁公室・何朝虎 

6/28-7/5 

（中国雲南省 

昆明市） 

２５の小さな夢基金 卒業式＆同窓会ふれあいの旅 

フォーラム「未来を創る」（６月２９日）※「夢を語る」同窓会より改称	 

第６期生卒業式（７月１日）	 

夢基金生の故郷・空路徳宏・タイ族チンポー族自治州芒市を訪問（７月１日-４日）	 
【参加者】平本美智明、佐々木英介、滝澤崇、久継智弘 、平田栄一、大﨑功雄、佐伯義博、近藤釼一、佐

藤正典、下垣昭宏、丁美蘭、山下春佳、筑切佑果、田中貴、丁美蘭さんのご友人 3 名、初鹿野惠蘭、中洲慶

子、林娜、白瑪次木、吉成絢香  計２２名 

【通訳ボランティア】雲南師範大学張彦萍、楊楊、雲南民族大学 後藤裕人 、雲南大学滇池学院 高明、大

学生ボランティア 27 名計３３名  

【協力団体】昆明市女子中高等学校、雲南省婦人聯合会、雲日国際大学生協力会、徳宏州帰国華僑聯合

会主席・徳宏州人民政府僑務弁公室主任・趙冬梅、盈江帰国華僑聯合会主席・盈江人民政府僑務弁公室

主任・雷金升、政協徳宏州第十一屆委員会 常委・徳宏州海外聯誼会副秘書長・徳宏州帰国華僑聯合会副
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主席・徳宏州人民政府僑務弁公室副主任・尹朝紅、徳宏州人民政府僑務弁公室・孔勒当、徳宏州人民政府

僑務弁公室・何朝虎、メディネットインターナショナル株式会社 

7 月上旬 
（中国雲南省） 

５０の小学校プロジェクト 
2009 年建設支援第 19 校・老木壩小学校を訪問、児童と交流	 

【訪問】陸欣妍、李然(ボランティア)、東京本部事務局・吉成絢香、雲南支部・林娜、白瑪次木 

7/10 
（中国上海市） 

２５の小さな夢基金 第２回日雲高校生国際交流プログラム	 

夢基金生の代表が上海日本人学校高等部を訪問、同世代の日

本人学生と交流した。 

【参加者】昆明女子中学・夢基金生王家丽、马丽飞、马荣娟、

黄雪妮、鲜泽葵、董艳超、陆永尖、叶春当、王花、普泽燕、鲁

茸卓玛、李满华計 1２名 

上海日本人学校高等部」全校生徒 1２４名、上海日本人学校 

副校長（校長代理）井上隆、 上海日本人学校教師複３名、事務

局（初鹿野惠蘭、中洲慶子） 計１４２名 

【協賛】メディネットインターナショナル株式会社 

7/14-8 
（中国雲南省 

昆明市） 

アジア未来への人材プロジェクト 

協会雲南支部事務局でのインターンシッププログラム実施	 
【参加学生】15 名、２週間×２プログラム 
雲南大学滇池学院：程恬、李熾慶、周嫻、石静、劉依萌、張哲 
雲南師範大学：卒薇、易守艶、李倩、範竹君 
雲南大学：劉雅茜、陳玉然、盛燕、潘秀美 
雲南民族大学：劉丹奇 

8/12 
(日本東京都 

多摩市) 

５０の小学校プロジェクト・フォローアップ事業 小さな壁新聞プロジェクト 

「多摩第二小学校」版壁新聞（日本側小学校第 6 号）を掲載 

日本版第６号の壁新聞を作ってくれた多摩市立多摩第二小学校へ、雲南の小学校が作った壁新聞を

お届けした 

 【製作ボランティア】狩野千尋 

 【翻訳ボランティア】樊昕怡、下津祐子、大阪府立門真なみはや高等学校（李鑫、趙岳、林友琛、羅

志文、早野礼恩、平松宏子 

 【協力者】大鷲修平さん（協会顧問）、後藤信行さん（多摩第二小学校前校長先生）、佐島規さん（多

摩第二小学校現校長先生）計 16 名 

8/19-29 
(中国雲南省 

昆明市) 

アジア未来への人材プロジェクト 

第 1 回日本雲南スタディツアー開催 

【主催】日本雲南聯誼協会 

【参加者】 

【日本側】お茶の水女子大学：前島有加里、清泉

女子大学：山下真知、東京大学：田村統久、法政

大学：竹内拓海、清泉女子大学：森泉美範、早稲

田大学：大冨まりあ、専修大学：瀬崎晶、専修大

学：木下千尋、筑波大学：宮崎晃平、埼玉県立大

学：渡部由美、専修大学：酒井由太、大東文化大

学：高山大司 12 名 

【雲南側】雲南大学滇池学院:張哲、劉依萌、白雯璟、谢曦翎、朱京、劉寛艶、李建美、雲南民族
大学: 王娜、甘黎、文家豪、苞西、劉慧娟、雲南師範大学:王金丹、周婧怡、卞子豪、莽德芬、雲
南開放大学：楊曼玲、雲南財経大学：楊紅雲 18 名  
【助成団体】公益財団法人	 三菱 UFJ国際財団、公益財団法人	 かめのり財団 
【事務局】東京本部：林則幸、高野優紀、雲南支部：林娜、中洲、白瑪次木 

【ボランティア】陸欣妍計 36 名  
【協力】雲南師範大学、雲南大学、雲南大学滇池学院、雲南民族大学、老木壩小学校、老村小学校、

雲南省招商局、（株）技術評論社 
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9/14，25 
（中国雲南省 

昆明市、 

日本東京） 

アジア未来への人材プロジェクト 

第 1 回日本雲南大学生交流スタディツアー報告会 

雲南（9 月 14 日）	 

【参加者】劉寛艶、朱京、王金丹、周婧怡、日本語教師、大学生、日本人留学生含め計 40 名 

【会場】藤沢友誼会館 

日本（9月 27 日）	 

【参加者】木下千尋、竹内拓海、渡部優美、大富まりあ、宮崎晃平、酒井由太、高山大司、岡花耕	 

公益財団法人三菱 UFJ 国際財団企画部長、西田浩子公益財団法人かめのり財団、中村有里子、
東郷浩、岩間辰志、斉藤正春、滝澤崇、土田淳史、高野優紀、林則幸、初鹿野惠蘭理事長 
計 18 名	 

10/24-31 
（中国雲南省 

昆明市） 

アジア未来への人材プロジェクト	 

第３回日本文化理解研修-見えるマナー、聞こえるマナー-	 
【講師】滝澤崇【テキスト作成】滝澤崇、林則幸【運営】丁美蘭、事務局（林娜、中洲慶子） 
【10/24-25 雲南大学】雲南大学本部、呈貢キャンパス 2111 号室 
参加：学生３１名、日本語学科学部長・饒瓊珍、日本語学科講師・張蔚、李月婷 
【10/28-29 雲南大学滇池学院】場所：雲南大学滇池学院、滇池キャンパス知行楼 203 号室 
参加：学生３１名、日本語学科講師・高明、同・譚盈盈 
【10/31 雲南民族大学】雲南民族大学、呈貢キャンパス広智院 B-216 号室 

参加：学生５４名、日本語学科学部長・張彦萍、日本語学科講師・白蕊、同・李易宣計 116 名	 

1/8-2/26 
（日本東京） 

中国語講座開始 

スタディツアー参加者を対象に、初心者向けの中国語講座を開

講	 

（ピンイン、自己紹介、あいさつなど）  

【講師】木本一彰 

【参加者】渡部優美、木下千尋、御崎いづみ、酒井祐太、宮崎晃平 

（事務局）林則幸、黒沼明恵、廣瀬園子計 8 名 

【開催日】1/8、1/15、1/22、1/29、2/5、2/12、2/19、2/26 全 8 回 

3/3-3/14 
（中国雲南省 

昆明市） 

アジア未来への人材プロジェクト 

第２回日本雲南スタディツアー開催 

【主催】日本雲南聯誼協会 

【参加者】 

【日本側】埼玉県立大学：渡部優美、専修

大学：木下千尋、東京工業大学：佐生明

佳、静岡文化芸術大学：佐藤安奈、明治

大学：御崎いづみ、東京学芸大学：天野

結生、慶応義塾大学：三浦愛、金沢大学：

藤田はるひ、荒木美紀計 9 名 

【雲南側】雲南大学滇池学院：劉依萌、谢

曦翎、朱京、石静、雲南民族大学：甘黎、

文家豪、苞西、劉慧娟、王婉婷、雲南師範

大学：卞子豪、金茹秀、雷会蘭、雲南大

学：楊淦、張昱、雲南財経大学：秦徳英、

雲南農業大学：玉応坎 16 名  

【事務局】東京本部：林則幸、廣瀬園子、雲南支部：劉泓韜 

【ボランティア】陸欣妍計 30 名  
【協力】雲南師範大学、雲南大学、雲南大学滇池学院、雲南民族大学、老木壩小学校、老村小学校、

雲南省招商局、（株）技術評論社 

2015/１/5 
-1/30 

（中国雲南省 

昆明市） 

アジア未来への人材プロジェクト 

協会雲南支部事務局でのインターンシッププログラム実施	 

【参加学生】8 名 2 週間×２プログラム 
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 雲南滇池学院：康慧京、舒星 

雲南大学：王晓鸿、栄昊宇 

雲南民族大学：蒋路林 、畢月 

雲南大学：王艶梅、王曉鴻 

3/21 
（日本東京） 

アジア未来への人材プロジェクト 

第２回日本雲南大学生交流スタディツアー報告会 
【参加者】木下千尋、渡部優美、藤田はるひ、荒木美紀、佐生明佳、佐藤安奈、三浦愛	 

村松健児、野村孝志、久継智弘、龔建英、坂本仁、木本一彰、松野隼人、小島準也、平田栄一、

前島有加里、那須英人、松田雄馬、森真悠子、竹内拓海、唐澤英安、勝尾修、梅井茉美香、東郷

浩、岩間辰志、リチャードジョハンセン、滝澤崇、土田淳史、黒沼明恵、廣瀬園子、林則幸、初

鹿野惠蘭理事長計 32 名  
 
※当協会の小学校建設事業は、建設費用を支援金と現地政府との折半で賄っており、建設工程では雲南省人民政府僑

務弁公室・雲南省帰国華僑聨合会をはじめ、現地人民政府教育局、現地村民や子どもたちのご家族からのご協力を得、

共に力を合わせて進めています。 
 
 

 

４. 主な協会活動への参加者のべ人数 

活動内容	 活動地	 回数/日数	 人数（のべ/概算）	 

巡回写真展「笑顔を君に」	 
合同写真展「アジアのこどもたち」	 

日本 
3 回/46 日 

※常設展・視察は含まず 

【ボランティア】11 名【来場者】約 670 名 
※常設展、特別展、視察の従事者及び来場者は含まない 

国際フェア等への出展	 日本 5 回/8 日 【ボランティア】60 名 

協会（本部・支部）主催イベント	 日本 6 回/6 日 【ボランティア】１４４名【参加者】763 名 

講演活動	 日本 5 回/5 日 【ボランティア】７名【聴講者】517 名 

会報誌発送作業	 日本 5 回/5 日 【ボランティア】11 名 

「５０の小学校プロジェクト」	 
視察・交流事業	 

雲南 5 回/15 日 
【事業従事者・ボランティア】約 80 名 
【受益児童数】7 校 3171 名 

「２５の小さな夢基金」	 
日本 
雲南 

通年事業 

【サポーター】1７７名【翻訳ボランティア】1５0
名 
【現地活動参加夢基金生】445 名 
【現地活動ボランティア】150 名 

「アジア未来への人材プロジェク
ト」	 

雲南 通年事業 【参加学生】305 名 

「小さな壁新聞プロジェクト」	 
日本 
雲南 

通年事業 【ボランティア】13 名 

２０１４年度に行われた日本聯誼協会の全ての活動	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 【ボランティア】796 名 【受益者
数】約 156,000 名 

 


