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平成 30 年度事業経過報告書             第 1号議案 
（平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日） 

 
平成 30 年度(2018年度)も皆様の温かいご支援・ご協力により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（順不同、敬称略） 

5/3(木・祝) 

－4(金・祝) 

(日本埼玉) 

さいたま市国際友好フェア 2018 

大宮支部参加 

 

【主催】さいたま市、公益社団法人さいたま国際観光協会国
際交流センター 
【場所】さいたま市市民の森、見沼グリーンセンター(埼玉
県さいたま市) 
【イベント全体来場者数】2 日間で約 5.5万人 
【出展団体】59 団体 (以上、主催者発表) 
【ボランティア協力】市川由美子 川口邦夫 髙橋福子 大泉
國雄、佐藤正典、鳥羽清弘、横山晋、高蓓、角田果鎂、松本
薫、松本裕子 松本ユバ、寺内明子、市川由美子、川口邦夫、
髙橋福子、大泉國雄、佐藤正典、鳥羽清弘、佐々木英介、服
部恵美子 計 21名 
【日本雲南聯誼協会より】寺内明子大宮支部長  計 1 名 

6/9（土） 

-10（日） 

(日本東京) 

日本文化交流祭 参加 

【場所】上野公園(東京都台東区) 
【ボランティア協力】宋愛平、張昱、常宇寧、呉嵐 計 4名 
【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、滝澤崇理事、
林則幸理事 計 3名 

8/2(木) 

（日本東京） 

日中平和友好条約締結 40周年認定事業 

少数民族教育支援チャリティー公演 

文化中国 七彩雲南 

雲南省少数民族の舞踊と文化展 

東京公演 

 

【主催】雲南省海外交流協会 
【共催】認定 NPO法人日本雲南聯誼協会 
【後援】中華人民共和国駐日本国大使館文化部、公益社団
法人日中友好協会、公益財団法人日中友好会館、アジア通
信社、全日本華僑華人連合会、JR総連、JR貨物労組 
【場所】有楽町朝日ホール(東京都千代田区) 
【来場数】541名 
【ボランティア協力】宋愛平、山下英美、季瑞穎、李美玉、
木下千尋、佐々木萌寧、加賀谷唯、顧暢、細谷きよら、呉鎮、
裴悦徽、平田栄一、寺内明子、上原正夫、土田淳志 計 15
名 
【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、東郷浩顧問、
安保尚子顧問、滝澤崇理事、中村有里子理事、野村孝志理
事、佐伯義博理事、初鹿野薫理事、黒沼明恵 計 9名 

8/4（土） 

（日本愛知） 

日中平和友好条約締結 40周年認定事業 

少数民族教育支援チャリティー公演 

文化中国 七彩雲南 

雲南省少数民族の舞踊と文化展 

名古屋公演 

 

【主催】雲南省海外交流協会 
【共催】認定 NPO法人日本雲南聯誼協会 
【後援】中華人民共和国駐日本国大使館文化部、公益社団
法人日中友好協会、公益財団法人日中友好会館、アジア通
信社、全日本華僑華人連合会、JR総連、JR貨物労組 
【場所】ウィルあいちウィルホール(名古屋市東区) 
【来場数】643名 
【ボランティア協力】汪蓉、王麗英、夏晴、鄂芳尊、加藤慧
子、関延芬、管玉霞、琚群、小島千佳、佐野嘉子、謝娣、徐
冬琪、徐銘、蘇鑫、宋歓歓、宋桂玲、趙文傑、陳建英、沈敏、
丁敏、董晋梅、中井良子、中村恵子、任燕、哈暁琳、堀真理、
李雨虹、李仕芳、劉彦君、顧暢 計 30 名 
【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、林則幸理事、
近藤釼一名古屋支部長、董紅俊青少年交流部長 計 4名 
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9/4（火） 

(日本東京) 

江戸川総合人生大学 

第 13 期生卒業式・卒業祝賀会 

【場所】タワーホール船堀 (東京都江戸川区) 

初鹿野惠蘭理事長が2012年より講師を務めている江戸川総

合人生大学国際コミュニティ学科の招待をうけ初鹿野惠蘭

理事長が参列。 

9/27（木） 

(日本東京) 

中華人民共和国成立 69周年・ 

中日平和友好条約締結 40 周年レセプション 

【主催】中華人民共和国駐日本国大使館 
【場所】ホテルニューオータニ(東京都千代田区) 

日中友好に貢献している政財界、教育、文化等各回から約

2,000 名が出席。初鹿野惠蘭理事長も招待を受け出席。 

10/7（日） 

(日本埼玉) 

さいたま市国際ふれあいフェア 2018 

大宮支部参加 

 

【主催】公益財団法人さいたま観光国際協会 
【場所】JR浦和駅東口駅前市民広場(埼玉県さいたま市) 
【イベント全体来場者数】約 8,000 人 
【出展団体】15 団体 (以上、主催者発表) 

【ボランティア協力】鳥羽清弘、川口邦夫、大泉國雄、市

川由美子、髙橋福子、佐藤正典、横山晋、高蓓、佐々木英

介、金子沙樹、松本ユバ、計 11 名 

【日本雲南聯誼協会より】佐伯義博理事、寺内明子大宮支
部長 計 2名 

10/10（水） 

(日本東京) 

会報誌『彩雲の南』第 65・66 合併号 

発送 

【場所】東京本部事務所 
【ボランティア協力】金澤孝、呉鎮、高屋由梨奈、高部和彦、
上原正夫、滝澤崇理事 計 6 名 

10/11（木） 

(日本東京) 

中華人民共和国駐日本国大使館 

「錦秋交流の夕べ」 

【主催】中華人民共和国駐日本国大使館 
【場所】中華人民共和国駐日本国大使館(東京都港区) 
北京市代表団、東京都で活躍する華僑、華人の企業・団体等
の代表約 300 名が招待され、初鹿野惠蘭理事長も招待を受
け出席。 

10/13（土） 

(日本山梨) 

第 14 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」春蕾生 3名を新たに支援することができ、

チャリティーコンペにより支援した生徒は

21名になりました。 

【主催】認定 NPO法人日本雲南聯誼協会 
【場所】大月カントリークラブ(山梨県大月市) 
【参加数】23 組 87 名 
【景品提供/ご寄付】株式会社技術評論社、株式会社大月カ
ントリークラブ、株式会社村上製本所、JR 総連、綿半ホー
ルディングス株式会社、株式会社京王プラザホテル、日本
産業投資技術促進株式会社、参加者の皆さん全員 
【ボランティア協力】劉萃、張昱、呉嵐、裴悦徽、趙俊僑、
王子騫、小野寺梨紗 計 7名 
【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、遠藤功副理
事長、片岡巖顧問、東郷浩顧問、野村孝志理事、滝澤崇理事、
林則幸理事、黒沼明恵(事務局) 計 8 名 

10/14（日） 

(日本埼玉) 

あげおワールドフェア 2018 

大宮支部参加 

 

 

 

 

 

【主催】上尾市国際交流協会 
【場所】上尾市文化センター(埼玉県上尾市) 
【来場者】約 3,500名(主催者発表) 
【ボランティア】鳥羽清弘、川口邦夫、大泉國雄、市川由美
子、小俣小輝、寺内惠美子 計 6名 
【日本雲南聯誼協会より】寺内明子大宮支部長 計 1名 

10/20（土） 

（日本東京） 
日中学院文化祭 参加 

【主催】(公財)日中友好会館 日中学院 
【場所】日中学院(東京都文京区) 

【ボランティア協力】川口邦夫、小野寺梨紗、渡部優美、

呉鎮 計 4名 

10/30（火） 

（日本東京） 
2018中国雲南省-日本経済交流懇談会 

【主催】雲南省人民政府 
【共催】雲南省投資促進局、認定 NPO 法人日本雲南聯誼協
会 
【後援】一般財団法人日中経済協会、独立行政法人日本貿易
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振興機構、日本国際貿易促進協会、日中投資促進機構、株式
会社みずほ銀行、日本産業投資技術促進株式会社 
【場所】京王プラザホテル(東京都新宿区) 
【参加者】116社 144名 
【ボランティア協力】呉嵐、宋愛平、藤江林玲、釈妙音、角
田果鎂、季瑞穎、濱田馨子、髙屋由梨奈、裴悦徽、陳欣悦、
井内英人、殷穗琪、汪浩岩、唐燕、趙駿僑、斉藤費露 計 16
名 
【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、初鹿野薫理
事、野村孝志理事、曹光顧問、許峰顧問、林則幸理事、小野
寺梨紗、渡部優美、黒岩穂花、黒沼明恵(事務局) 計 10名 

11/17（土）- 

18（日） 

（日本東京） 

第 39 回八王子いちょう祭り 参加 

 

 

 

 

 

【出店場所】並木町郵便局横 
【ボランティア協力】裴悦徽、唐燕、顧暢、黒岩穂花、呉嵐、
周世昭、濱田馨子、初鹿野仁 計 8 名 
【日本雲南聯誼協会より】滝澤崇理事、東郷浩顧問、黒沼明
恵(事務局) 計 3名 

12/15（土） 

（日本東京） 

「日本と雲南少数民族友好の夕べ」 

第 18 回チャリティー忘年会 

【主催】認定 NPO法人日本雲南聯誼協会 
【場所】ビヤステーション恵比寿(東京都渋谷区) 
【参加者】約 100名 
【協力/寄付】株式会社技術評論社、ブランニューダンスマ
ーケット、寒水能見ダンストゥループ、姜馳、参加者全員 
【ボランティア協力】顧暢、季瑞穎、張昱、土田淳志、劉雨
涵、程恬、蘇鑫、王寧、董紅俊、劉穎桑 計 10名 
【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、遠藤功副理事
長、新井淳一顧問、清水雄輔顧問、東郷浩顧問、都筑信顧問、
小澤文穂顧問、安保尚子顧問、渕岡彰顧問、中村有里子理
事、桂正徳理事、初鹿野薫理事、大鷲修平理事、唐澤英安理
事、野村孝志理事、佐伯義博理事、森正一郎理事、滝澤崇理
事、林則幸理事、村松健児監事、黒沼明恵、 計 21名 

2019/1/7（月） 

（日本東京） 
キッツグループ新年賀詞交歓会 

【場所】帝国ホテル東京(東京都千代田区) 
法人会員で清水雄輔顧問が名誉最高顧問を務める株式会社
キッツを含むキッツグループの同会に毎年、招待され協会
を代表として初鹿野惠蘭理事長、林則幸理事が出席。 

1/9（水） 

(日本東京) 
2019年 JR総連新年の集い 

【場所】ホテル雅叙園東京(東京都目黒区) 
法人会員の全日本鉄道労働組合総連合会(JR 総連)の同集い
に初鹿野恵蘭理事長らが出席。 

1/13（日） 

（日本埼玉） 
大宮支部新年会 

【主催】認定 NPO 法人日本雲南聯誼協会大宮支部 
【会場】寺内明子大宮支部長宅 
【参加者】会員、ボランティア、その家族など 31名 

1/28（月） 

(日本東京) 
2019年中国大使館・日中友好団体新年会 

【主催】中華人民共和国駐日本国大使館 
【場所】ザ・プリンスタワー東京(東京都港区) 
日中友好に関わる団体の代表ら約 800 名が招待され、初鹿
野惠蘭理事長も出席。 

2/2（土）- 

3（日） 

（日本大阪） 

第 26 回ワン・ワールド・フェスティバル参加 

 

 

 

 

 

 

【主催】ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会 
【場所】カンテレ扇町スクエア、北区民センター、扇町公園
(大阪府大阪市) 協会ブースは北区民センター内 
【イベント全体来場者数】二日間で 25,000 名  
【出展団体】91 団体 (以上、主催者発表) 
【ボランティア協力】平松宏子、平松康弘、蘇鑫、丁由爾、
近藤敏、小寺孝子 計 6名 
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2/5（火） 

(日本東京) 
会報誌『彩雲の南』第 67号発送作業 

【場所】東京本部事務所 
【ボランティア協力】森保次郎、王溯、山村、滝澤崇、上原
正夫 計 5名 

2/10（日） 

（日本埼玉） 

大宮支部 2019 年第 8回春節パーティー 【主催】日本雲南聯誼協会大宮支部 
【後援】上尾市国際交流協会 
【場所】上尾市文化センター(埼玉県上尾市) 
【協賛】株式会社ヤマムロ、株式会社盛挙 
【ボランティア協力】鳥羽清弘、大泉國雄、川口邦夫、横山
晋、佐藤正典、服部恵美子、遠間菜津子、舒莉萍、青柳茂樹、
小川輝夫、松尾ユイ、楊林梅、市川由美子、宋愛平、高蓓、
吉沢麗子、大野洋子、山下英美、龐倩、金子沙樹、小俣小輝、
松本ユバ 計 22名 
【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、寺内明子大
宮支部長、滝澤崇理事 計 3 名 

2/27（水） 

(日本東京) 

中華人民共和国駐日本国大使館 

国際婦人デー記念パーティー 

【主催】中華人民共和国駐日本国大使館 
【場所】中華人民共和国駐日本国大使館内(東京都港区) 
【出席者数】約 400名 
初鹿野惠蘭理事長が招待を受け、今年も出席。 

3/6（水） 

(日本東京) 

中国雲南-日本農産品企業交流 

シンポジウム 

【主催】中国雲南省商務庁 
【後援】中国駐日本国大使館経済商務処、認定 NPO 法人日
本雲南聯誼協会、日本産業投資技術促進株式会社 
【場所】京王プラザホテル(東京都新宿区) 

3/30（土） 

(日本東京) 

千代田区立和泉小学校ビッグバンドクラブ 

第 2 回スプリングコンサート谷口英治氏をお迎えして 

日中平和友好条約締結 40周年企画 

中国雲南省 教育支援チャリティー公演 

 

 

 

 

 

 

【主催】千代田区立和泉小学校 
【協力】認定 NPO法人日本雲南聯誼協会 
【場所】千代田区立和泉小学校体育館 
【ボランティア協力】裴悦徽、王溯、釈妙音、劉飛雪、季瑞
穎、呉嵐、朱暁薇 計 7名 
千代田区立和泉小学校ビッグバンドクラブと日本雲南聯誼
協会がコラボレーション。同クラブは中国楽曲を演奏し、
協会は写真パネルや民族衣装等を展示し、活動・プロジェ
クトを紹介した。 

 

２.講演会等 

開催日時 講演名 詳細／参加者氏名（順不同、敬称略） 

6/22(金) 

(日本愛知) 

董紅俊 青少年交流部長 講演会 

 

 

 

 

【主催】愛知大学 語学研究所 
【場所】愛知学院大学(愛知県日進市) 
董紅俊日中青少年交流部長が「認定ＮＰＯ法人日本雲南
聯誼協会の活動を通じて見た日中民間交流について」を
テーマに講演会を行った。 
【日本雲南聯誼協会より】近藤釼一名古屋支部長、董紅
俊日中青少年交流部長 計 2 名 

7/28（土） 

(日本東京) 

江戸川区子ども未来館 

子どもアカデミー出前講座 

 

 

 

 

【主催】東京都江戸川区 
【場所】江戸川子ども未来館(東京都江戸川区) 
【ボランティア協力】森保次郎、顧暢、呉鎮、佐々木萌
寧、加賀谷唯 計 5名 
【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、滝澤崇理
事、林則幸理事 計 3 名 
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12/23（日・祝） 

(日本東京) 
第 47 回雲南懇話会 

【主催】雲南懇話会 
【場所】国際協力機構（JICA）研究所(東京都新宿区) 
長年、ご協力いただいている雲南懇話会にて季瑞穎さん
(雲南大学卒、雲日国際大学生協力会第 4 代会長、お茶
の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科修士課程
2 年)が「中国雲南省、哈尼(ハニ)族の伝統的宗教・信
仰」をテーマに自然崇拝、祭祀儀礼の事例を紹介した。 

３. 教育支援活動 

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」では 2018

年 7月に第 10期生 92 名が卒業し、それぞれが希望する道へ進みました。

同年 9月には 13期生 92名が入学。2006年以来、協会を通じて支援した

生徒は約 850 名となりました。春蕾生と上海日本人学校高等部との交流

事業では高等部を訪問し、交流が続いています。「アジア未来への人材育

成プロジェクト」では雲南支部にて雲南学生がインターンシップに参加

し、「仕事」を体験しました。 

日時・場所 活動内容・参加者（敬称略・順不同） 

6/28(木) 

-7/5(木) 

（中国雲南省 
各地） 

「２５の小さな夢基金」 ふれあいの旅 第 10期生卒業式参列 

【主催】認定 NPO法人 日本雲南聯誼協会 

【日程】6月 28日(木)-7月 5 日(木) 7 泊 8日 

【場所】昆明市女子中学(昆明市) 
【卒業生数】92 名 
【参加者】清水雄輔顧問、米濵和英顧問、 
渕岡彰顧問、佐伯義博理事、沈東毅、平 
田栄一、久継智弘、丁寧、王正希、魯茸 
卓瑪、和宏業 計 11 名 

【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、 

滝澤崇理事、林則幸理事、李珂(雲南支部) 計 4 名 

【内容】「25 の小さな夢基金」で支援する昆明市女子中学春蕾 10 期生卒業式参列、「50 の小学

校プロジェクト」支援第 14 校目・日中阿央谷僑愛小学校(2007 年 6 月開校、迪慶チベット族

自治州シャングリラ市小中甸)訪問、第 10 期生卒業生・魯茸卓瑪さん(チベット族)の実家訪問

等。 

【協力・ボランティア】昆明市女子中学、昆明長水国際空港、デチェン・チベット族自治州州

政府、デチェン・チベット族自治州統戦部、シャングリラ市政府、シャングリラ市政治協商弁

公室、シャングリラ県小中甸鎮団結村委員会、魯茸卓瑪さんご家族、和宏業、龐博河、譚忠文、

平田栄一、徐芸、宋東昇 

7/12（木）- 

8/15（水） 

（中国雲南省） 

アジア未来への人材プロジェクト 
雲南支部インターンシッププログラム 

【日程】7月 12日（木）‐8 月 15日（水） 

【場所】日本雲南聯誼協会 雲南支部 事務所(昆明市) 

【インターン生】董 旎(雲南大学滇池学院日語科 2年) 

雲南支部では「アジア未来への人材育成プロジェクト」 

の一環として 2013 年よりインターンシッププログラム 

を行っている。 

【主な内容】雲南支部事務所にてスタッフの指導の下、「25 の小さな夢基金」生徒とサポータ

ーの手紙翻訳や協会各種資料の翻訳、協会イベント・プロジェクトの補助等 
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1/16（水） 

（中国雲南省） 

「25 の小さな夢基金」 
【場所】昆明市女子中学(昆明市) 

【日本雲南聯誼協会より】初鹿野惠蘭理事長、林則幸 

理事、渕岡彰顧問 計 3名 

サポーターの皆様からのお手紙と贈り物を春蕾生に手 

渡しました。 

3/8（金） 
(中国上海) 

「25 の小さな夢基金」第 6 回日雲高校生国際交流プログラム 

夢基金支援生徒の代表が上海日本人学校高等部を訪問し、同世代の日本人学生と交流。 

【主催】認定 NPO法人 日本雲南聯誼協会 

【場所】上海日本人学校高等部(中国上海市) 

【参加者】昆明市女子中学「25 の小さな夢基金」支援生徒代表 8 名、引率教師 2 名、上海日

本人学校高等部全校生徒、教職員約 100名 

【協賛】メディネットインターナショナル株式会社 

【協力】上海日本人学校高等部、昆明市女子中学、平田栄一、唐燕 

 

 

 

 

 

 
 
※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

を得て、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） 

国際フェア等への出展 日本 6 回/9日 
【事業従事者】7名 
【ボランティア】56名 

協会（本部・支部）主催イベント 日本 7 回/7日 
【事業従事者】56名 
【ボランティア】130名 
【参加者】約 2,000名 

講演活動 日本 3 回/3日 
【事業従事者】5名 
【ボランティア】6 名 
【聴講者】約 250名 

「２５の小さな夢基金」 
支援活動、交流活動、ふれあいの旅 

日本 
雲南 

通年事業 

【事業従事者】10名 
【サポーター】約 200 名 
【翻訳ボランティア】約 30 名 
【現地活動参加夢基金生】約 300名 
【現地活動ボランティア】約 100名 
【ふれあいの旅参加者】11名 
【ふれあいの旅協力者・ボランティア】約 50 名 

「アジア未来への人材プロジェクト」 
雲南支部インターンシッププログラム 

雲南 通年事業 
【参加学生】1名 
【事業従事者】5名 

平成 30年度(2018年度)に行われた日本聯誼協会の全ての活動           
【ボランティア数】370 名(概算) 【事業内直接受益者数】2,200 名(概算) 

 


