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新年のご挨拶

值此2022年新春佳节之际，
恭祝大家新春愉快，
虎年大吉！
新冠疫情已持续两年之久，
去年10月入秋之后虽曾一度好
转，
但今年新年以来随着奥密克戎变异株的肆虐，
感染人数
又开始急剧上升，
未来走向依然不容乐观。
本委员会受疫情影响，
无法开展正常的线下交流的情况下，
一直在苦心寻求更好的方式可以与各位会员和大连市维系沟
通、
加强交流。
所幸的是，
人类为终结疫情的努力始终在继续，
疫苗和口
服药等的问世都让我们期待今年可以迎来胜利的曙光，在
与病毒共存的模式下尽早恢复社会经济活动。
今后，
本委员会将响应“与病毒共存”的新时代需求，
采取
合理科学的方式积极推进与各位会员和大连市的交流活动。
放眼国际，
今年有很多亮点值得期待。
首先是全球瞩目的冬季奥运会如今正在北京如火如荼地
进行，
日本也派出了人数众多的参赛选手。
而日本、
中国、
韩国以及东盟等15个国家加入的《区域全面
经济伙伴关系协定（RCEP）》自1月起正式生效，
由此诞生的
巨大经济体无论是GDP还是人口数量均占全球30%之多。
今后，
地区内的经济交流势必更加活跃，
日中两国的经贸关系
也将随之愈发紧密。
此外，
今年9月还将迎来日中两国邦交正常化50周年，
两国
一定都会开展多种形式的庆祝活动。
在新的一年里，我们期待日中两国进一步加强友好合作，
同时我们也将一如既往地致力于发展福冈和大连两地的密
切合作，促进双方实现更大发展。
恳请各位继续给与指导
和鞭策。
我们祈愿世界各国团结一致，
早日战胜新冠病毒，
恢复
正常往来。
最后我谨祝大连市和各家会员企业事业更上一层楼，
各位
身体健康、
工作顺利！

新年贺词

福岡・大連未来委員会 委員長

土屋 直知

2022年の新春を迎え、
謹んでお慶びを申しあげます。
皆様方におかれましては、
よき新年をお迎えになられたこと
と存じます。
一昨年来続く新型コロナウイルス感染症は、
昨年10月以降、
一旦落ち着いたかに見えましたが、
今年に入り、
新たな変異株
「オミクロン株」の感染が急激に拡大するなど、まだ、予断を
許さない状況が続いております。
当委員会も、
新型コロナウイルスの影響を受け、
リアル交流
ができない状況が続く中、
如何にして、
会員の皆様方や大連市
との繋がりを維持、
発展させていくかに苦慮した一年でした。
一方、
ワクチン接種や経口治療薬の開発など、
感染症収束に
向けた対策が一段と進んできており、
今年こそ、
ウィズコロナ
での社会経済活動回復が加速する、
明るい年になることが期待
されております。

值此2022年新的一年到来之际,我谨代表大连市人

友好協会を代表いたしまして、土屋委員長および福岡・大連

民对外友好协会,向土屋委员长及福·大连未来委员会

未来委員会の友人の皆様方に対し新春のご挨拶を申しあげ
ます。
土屋直知委員長は大連市民の古い友人でもあり、大連市
の名誉市民として、これまでの長きにわたり、日本の九州
地域を始め、特に福岡県と大連市との連携協力および両地

土 屋 委 員 長の強いリーダ ーシップ の下に、大 連 市と九
州 地域間の経済、貿易、文化、教育、青少年交流などの幅広
い分野で数多くの実務的な提携が行われ、実り豊かな交流
の成果を収めることができました。

間は強い絆によって結ばれています。今年は中日国交正常化

より形成される経済圏は、
GDP、
人口ともに世界全体の約3割
を占める巨大なもので、
エリア内での経済交流が活発になる
ことが期待されており、
日本と中国との関係がより深まるもの
と思われます。
更に、9月には、
日中国交正常化50周年を迎え、
日中両国で
様々な祝賀イベントが行われるものと思われます。
このように、
今年は日中両国にとって、
お互いの関係を更に
深化させることが期待されており、
当委員会としても、
福岡と

中日两国一衣带水,历史文化渊源深厚,积淀了两国独
特的文化交融,凝聚成联结两国人民的牢固纽带。
今年
是中日邦交正常化50周年,中日两国作为本地区和世界重
要的国家,共同肩负着维护世界和平发展的重要责任。
我
们要从中日关系50年发展历程中汲取经验和力量,不断
扩大积极因素,推动中日关系朝着下一个50年扬帆起航,

国際社会の重要な国家として、世界の平和と発展を維持す

行稳致远。

るために共に重責を背負っております。我々は中日関係50
年の発展プロセスの中で蓄積された経験や力を汲み取り、
次の50年に向けて、より堅実で成熟かつ安定した中日関係
の構築のための力強い推進要素となることを願っています。
これからも土屋委員長のご支持とご協力のもとに、大連
市と九州地域・特に福岡県との間の教育、文化、スポーツ、
医療などの幅広い領域にわたる交流と協力関係が一層推し
進められ、両地間のさらなる発展のための力強い推進力と

我衷心希望在土屋委员长的支持下,大连同九州地区
特别是福冈县间继续开展包括教育、
文化、
体育、
医疗等
多领域的交流与合作,把中日友好的果实分享给更多的
两地人民,推动两个城市共同发展。
祝愿屋委员长身体健康万事如意!祝愿福.大连末来
委员会不断取得更大的发展,希望早日能与土屋委员长
再次见面。

なることを願っております。
結びにあたり、土屋委員長のますますのご健勝とご活躍、
福岡・大連未来委員会ならびに会員の皆様方の更なるご発

貢献できるよう努力してまいる所存でございます。
皆様方には、

展を心からお祈り申しあげます。

世界が一致協力して、一日も早く新型コロナウイルス感染

得很好的成果。

50周年の節目の年であり、中日両国は本域内のみならず

大連の両地域間の緊密な協力関係の構築、
双方の更なる発展に
引き続きご指導、
ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

福冈县同大连市开展交流合作,为两地牵线搭桥。
在土
化、
教育、
青少年交流等领域开展了大量务实的合作,取

との交流を推進してまいりたいと考えております。

する包括的経済連携協定
（RCEP）
が発効いたしました。
これに

的老朋友。
多年来,一直致力于推动日本九州地区特别是

た。

りの中で、独特な両国の文化が形成され、そして両国国民の

また、
1月から、
日本、
中国、
韓国、
ASEANなど15カ国が加盟

土屋直知委员长是大连市荣誉市民、
也是大连人民

屋先生的积极推动下,大连同九州地区之间在经贸、
文

時代にマッチした手法を取り入れながら、
会員の皆様や大連市

が参加いたします。

的各位友人,致以诚挚的问候和良好的祝愿!

の交流事業に対して多大なるご尽力とご貢献をなされまし

中日両国は一衣帯水の隣国であり、長く深い歴史的繋が

ことで世界中から注目を集めており、
日本からも多数の選手団

懐忠民

2022年の新春を迎えるにあたり、私は大連市人民対外

このような中で、
当委員会としては、
ウィズコロナの新しい

さて、
中国は、
今年２月に北京冬季オリンピックが開催される

大连市人民对外友好协会会长

土屋委員長との早期の再会を心から願っております。

大连市人民对外友好协会会长
2022年2月吉日

を克服し、安心して相互にリアルな往来ができることを念願
してやみません。
末筆ながら、
大連市ならびに会員企業の更なるご発展と皆様
方のますますのご健勝、
ご多幸を心からお祈り申しあげます。
2022年2月吉日

2

│2022│25

福岡・大連未来委員会 委員長
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「中日国交正常化50周年を祝う九州中日友好大会」のメッセージ
中日国交
正常化
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2021年 大連市での日本関連イベント

1月25日、
「 中日国交正常化５０周年を祝う九州中日友好大会」が、中華人民共和国駐福岡総領事館と

2021年は、2020年に引き続き、新型コロナウイルスの影響

相互派遣など、恒例のイベントを紹介していますが、今年は当委

九州各県の日中友好協会の共催で開催されました。大会には、中日双方の来賓および関係者から多くの

を受けて、会員の皆様にお集まりいただいて行う交流会や大連

員会が実施したイベントが少ないため、大連市で開催された経

祝辞やメッセージが寄せられましたので、その中から、中華人民共和国の孔鉉佑駐日本大使のビデオ

市との相互訪問・交流ができず、福岡・大連未来委員会としての

済、貿易、技術、文化などに関する日本との交流イベントについ

活動に苦慮した一年でした。

て、大連市外事弁公室および大連市対外友好協会からご提供い

メッセージ と律桂軍駐福岡総領事の挨拶の一部をご紹介します。
（本文は、中華人民共和国駐日本大使館およ
び駐福岡総領事館のホームページに掲載された挨拶文から、一部を省略、抜粋したものです。）

孔鉉佑大使のビデオメッセージ

中華人民共和国駐日本大使

孔 鉉佑

例年、
トピックス欄で、経済視察団派遣、展示会出展、子供達の

ただいた記事をご紹介します。

「２０２１大連中日アカシア懇談会」開催

10月11日㈪

場所：棒棰岛宾馆

大连中日槐花恳谈会
2021大連中日アカシア懇談会が棒錘島で開催されました。中国共産

中日国交正常化50周年の今年は、
中日関係の重要な節目であると
ともに、
歴史の新たな出発点でもあります。習近平主席と岸田文雄首
相は、
国交正常化50周年を機に、
新しい時代に相応しい中日関係の構
築を図ることについて重要なコンセンサスに達し、
両国関係発展の目
標と方向を示しました。
中日双方は両首脳の重要なコンセンサスを指
針として、
国交正常化の初心を再確認し、
中日の四つの政治文書の精
神を守り、
中日友好協力の使命を継承し、
中日関係の正しい発展の方
向を深く考え、
把握し、
より堅固で強靭で、
しっかりした中日関係を次
の50年につなげるようにすべきです。
中日友好の土台は民間にあります。
九州は中国との往来の歴史が長
く、
中日交流・協力の重要な玄関です。
中日関係が順調なときも逆境の
ときも、
九州の各界は常に中国との友好の信念を持ち続け、
両国の友
好交流促進のために重要な役割を果たしてきました。九州各界の
方々に心より敬意を表する次第です。
世紀の感染状況と百年に一度の変化が加速している現在、中日関
係は大事な正念場にあります。中日は共に世界の主要経済体であり、
連携による感染症との闘い、
地域協力の推進、
地球規模の課題への対

律桂軍総領事の挨拶

「希望の光がいつまでも

中日平和友好協力の道を照らすように」
国交正常化50周年が訪れ、
中日関係はまた大事な節目を迎えまし
た。新年早々、両国の有識者、九州各県の日中友好協会が一堂に会し、
新しい時代に相応しい中日関係をどう築くかを検討するのは、
皆さま
の使命感と未来志向の現れであり、
熱く歓迎いたします。
50年は短く、
「白駒
（はっく）
の隙（げき）
を過（す）
ぐるが如し」
です
が、
ご在席の多くの方がその過程を見届け、参加されました。50年は
長くもあり、
数世代の努力と堅持を経て、
無数の感動と貴重な記憶を
残し、
豊かな成果を収め、
長足の進歩を遂げました。
50年間に中日関係の政治的基礎が築かれました。
1972年の実りの
秋に、
田中角栄首相が歴史的な中国訪問を行い、
両国の指導者が大所
高所に立って戦略的決断を行い、
共同声明に署名し、
国交正常化を宣
言しました。
中日共同声明など四つの政治文書と4項目の原則的共通
認識は、
平和・友好・協力という両国関係の大方向を明確にし、
相互内
政不干渉の原則を定めて、歴史、台湾、海洋関連など重大で敏感な問
題の処理のルールを定めました。
50年間に中日協力が大きく進みました。中国が15年連続で、日本
の最大の貿易相手国となりました。
日本の貿易に占める対中輸出入の
割合が、
共に20％を超えました。
2021年、両国間の貿易額が3714億ドルに増えて再び新記録となり、
日本の第二から第四番目の貿易相手国の対日貿易の総額を超える見
込みです。
5万4千社余りの日本企業が中国に投資して事業を行い、
毎
年の売上高が5000億ドルにも達しています。両国はまた、250組余
りの友好省県や友好都市関係を結び、
人的往来は感染症前に1200万
人まで増え、中国大陸住民の訪日者数は1000万に近づき、訪日外国
人総数の30％と消費の40％以上を占めました。
4
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応などの面で、双方の共通の利益と責任は益々広範かつ多様になっ
ています。
一方、
両国関係は依然として複雑な局面に直面し、
新旧の問
題が絡み合って顕在化し、
内外の幾重もの要因にかき乱されて、
進む
か退くかの重大な岐路に立たされています。
この情勢下で、
両国の有識者が民間友好の伝統を発揚し、
中日関係の
改善と発展のために重要な役割を果たされることを期待しています。
そこで、
三つのことを提案申しあげます。
一つ目は、
国交正常化の初心に立ち返り、
中日関係発展の正しい方向
をおさえること。
二つ目は、
揺るがぬ友好の信念を持ち、
民をもって官
を促す友好の伝統を発揚すること。
三つ目は、
交流と協力を深め、
中日
友好により多くのプラスエネルギーを注ぐことです。
民間の友好は、
常に中日関係発展の重要な礎と力の源です。
中国駐
日本大使館はこれまで通り、
民間友好を重視、
支援し、
中日各界による
友好交流に大いに協力してまいります。
友人の皆様が、
引き続き中日友好事業に積極的に身を投じ、
中日の
平和共存、
代々の友好、
互恵協力、
共同の発展という目標実現のために
新たな貢献をされるよう希望いたします。

党大連市委員会副書記、市長陳紹旺氏、在瀋陽日本国総領事館在大連領
事事務所の等々力研所長が出席し、
発言しました。
続いて、
大連日本商工
会の長尾泰宏会長、
日本貿易振興機構大連事務所の重岡純所長、北九州
大連事務所の尾崎英一所長らが発言したほか、
20人余りの日本の在大連
機構と企業責任者が招待されました。大連市委員会常務委員、副市長
駱東昇氏が懇談会の司会を努めました。
会議で、市政府の関連部門は、日本の在大連機構と企業が提出した、
ビザ、
就業、
人材、
税収と企業の発展を支持するなどの問題について、
一つ
一つ説明しました。また、大連新空港、金州湾臨空経済区、大連東北アジ
ア国際航運センター建設などの重点プロジェクトについて紹介しまし
た。これに対し、会議に出席した日本企業家が交流発言を行い、双方の
実務協力を深化させるために献策を行いました。
陳紹旺氏は、
胡玉亭書記に代わって、
市委員会と市政府を代表し、
大連
経済社会の発展に関心を持ち、
支持している日本の企業家と各界の友好
関係者に感謝の意を表しました。
また、
双方は経済政策の連携を強化し、
公平で開放的な貿易と投資環境を共同で維持し、
より高いレベルの優位
性の相互補完と互恵・ウィンウィンを実現し、
両国人民に幸福をもたらす

中華人民共和国駐福岡総領事

べきであると述べました。
陳紹旺氏によると、大連は日本と一衣帯水で、友好的な付き合いが長

律 桂軍

く、中日交流協力が最も密接な都市の一つです。中日地方発展協力モデ

日本は中国への公的資金協力の最も多い国です。
1979年からおよ
そ40年間、
日本は中国に円借款を中心に、
無償援助や技術協力を含む、
総額約3兆6000億円の政府開発援助
（ODA）
を提供して、
中国の空港、
港湾、
鉄道などのインフラおよび環境、
医療、
教育などの社会分野に幅
広く利用され、
改革開放と現代化建設で積極的な役割を果たしており、
私達はこれに感謝しています。
戦後の中日関係の再構築と発展は、両国の指導者と官民各界のた
ゆまぬ努力の賜物です。
国交正常化50周年に当たり、
私達は、
多くの友好団体と数知れぬ有識
者が中日友好のために大いに努力し、
貢献されたことに感謝しており、
最高の敬意を表したいと思います。
中日関係は新時代に入りましたが、
新時代には新しい特徴、新しい
要求があり、
また新しい問題も提起されています。
また、
中日関係は得
難いチャンスを迎え、
挑戦と隠れた危険もあり、
上昇・発展か停滞・後
退かの岐路に立っています。
この大事なときに、九州の民間友好団体と各界の有識者が平和友
好への揺るぎない信念を持ち、
民で官を促し、
経済で政治を促し、
九州
から日本を後押しする伝統を発揚し、
中国側と共に、
習近平主席と岸
田文雄首相の電話会談の合意の精神に基づき、
国交正常化50周年と
いう重要なきっかけを逃がさず、
歴史を鑑に、
未来を切り開き、
新時代
にふさわしい中日関係の構築に努められるよう、
そして、
中日関係が
次の50年に健全で安定した発展を遂げ、
中日両国人民が子々孫々友
好を続け、
希望の光がいつまでも中日平和友好協力の道を照らすよう
になることを期待しております。

そろっており、
革新の活力が十分で、
人材の備蓄が豊富で、
中日経済貿易

ル区の重要な受け皿として、大連工業の基礎は十分で、産業の部類は

協力の「橋頭堡」です。新発展段階に入ると、大連市は中国東北の対外
開放の先導と窓口の役割を十分に発揮し、沿海経済帯の高品質発展を
推進し、中日(大連)地方発展協力モデル区を建設し、双方の先進装備製
造、新材料、人工知能、情報技術、越境電子商取引などの分野での協力を
さらに強化します。
中日の協力交流を深めるために、
より多くの
「大連か
らの貢献」
をしていきたいと考えています。
また、陳紹旺氏は、市政府の関連部門に皆様が提出した意見と提案を
真剣に整理し、
具体的な措置を制定し、
適時に処理状況をフィードバック
するように要求しました。大連市は日系企業との緊密な交流をさらに
維持し、常態化した連絡メカニズムを健全化することによって、企業の
経営発展状況をタイムリーに理解し、
企業の救済と困難の解決を確実に
行い、国際一流のビジネス環境を持続的に構築し、大連と日本各界の
協力とウィンウィンを推進すると表明しました。
等々力研所長は、
懇談会という対話プラットフォームを通じて、
誠実に
意見を交換し、相互交流を増進し、大連と日本の経済貿易協力と友好

※「橋頭堡」
：足がかり、物事を開始する糸口となるもの、よりどころ。

関係をさらに新たな段階に引き上げることを望んでいると述べました。

2021大连中日槐花恳谈会在棒棰岛宾馆举行。市委副书记、市长陈绍旺，

经贸合作、实现共赢发展指明了方向、提供了根本遵循。陈绍旺说，大连与日本

日本国驻沈阳总领事馆常驻大连领事办公室首席代表等等力研出席并讲话。

一衣带水，友好交往源远流长，是中日交流合作最密切的城市之一。作为中日

大连日本商工会会长长尾泰宏、
日本贸易振兴机构大连代表处所长重冈纯、北

地方发展合作示范区重要承载地，大连工业基础雄厚、产业门类齐全，创新活

九州大连事务所所长尾崎英一等发言，20余位日本在连机构和企业负责人应

力充沛、人才储备丰富，是中日经贸合作的“桥头堡”。进入新发展阶段，大连市

邀参加。市委常委、副市长骆东升主持恳谈会。会上，
市政府相关部门逐一解答

将充分发挥中国东北对外开放龙头和窗口作用，推进沿海经济带高质量发展，

日本在连机构和企业提出的签证、就业、人才、税收和支持企业发展等问题；对

建设中日
（大连）
地方发展合作示范区，进一步加强双方在先进装备制造、新材

大连新机场、金州湾临空经济区、大连东北亚国际航运中心建设等重点项目进

料、人工智能、信息技术、跨境电商等领域的合作，
为中日深化合作交流作出更

行推介；与会的部分日本企业家作交流发言，为深化双方务实合作献计献策。

多“大连贡献”。陈绍旺要求市政府相关部门认真梳理大家提出的意见建议，制

陈绍旺代表市委市政府、代表胡玉亭书记向关心和支持大连经济社会发展的

定具体措施并及时反馈办理情况。他表示，
大连市将进一步保持与日资企业的

日本企业家及各界友好人士表示感谢。他说，10月8日，
习近平主席在同日本首

密切沟通，通过健全常态化联系机制，及时了解企业经营发展情况，切实为企

相岸田文雄通电话时强调，
中日是近邻，“亲仁善邻，国之宝也”。双方应该加强

业纾困解难，持续打造国际一流营商环境，推进大连与日本各界合作共赢。等

经济政策协调，共同维护公平开放的贸易和投资环境，
实现更高水平的优势互

等力研在讲话时希望通过恳谈会这一对话平台，真诚交换意见，增进相互沟

补和互利共赢，
更好造福两国人民。
习近平主席的重要讲话为大连与日本深化

通，
推动大连与日本经贸合作和友好关系再上新台阶。

2022│25│
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「C40世界市長のビデオ対話会」開催

第24回「メープル杯」英語スピーチコンテスト決勝戦開催
第24届枫叶杯英语演讲比赛

9月10日㈮

6月16日㈬

場所：富丽华 フラマホテル

場所：大連市政府

骆东升副市长参加C40视频会议
駱東昇副市長と黎宝光主任

中国人民対外友好協会とC40都市気候指導連盟は、共同で中国気候
変動事務特使とC40世界市長のビデオ対話会を開催しました。
「気候行動と国際協力を加速させ、粘り強い包容力のあるゼロ炭素都
市の未来を創造する」
というテーマをめぐって、
中国気候変動事務特使の
解振華氏は、世界5大陸11カ国から来た16人の都市市長、副市長と交流
を展開しました。 中国共産党大連市委員会常務委員、副市長の駱東昇

为进一步推进大连与日本的民间交流，
深化两国人民友谊，
努力同日本
友好组织、
友好团体建立和发展友好合作关系，
我会在广泛调研后创新开拓
了新形式交流内容，
与市乒协于7月份在市民健身中心成功举办2021大连中
日乒乓球友谊赛，现场通过比赛竞技的形式加强交流，增进情谊，大连市业
余乒乓球爱好者与在连工作、
生活的日本友人共近30人参加，
有效增进在连
日本友人对大连的了解，
大家均表示希望我会将比赛日常化、
持续化。

氏が会議に出席し、
発言しました。
※「C40」
：正式名称は、世界大都市気候先導グループ（The Large Cities Climate Leadership Group）。気候変動対策に取り組む大都市で構成されており、東京都は2006年12月に参加した。

「世界都市・自治体連合 オンライン理事会」参加
参加UCLG换届大会

2月25日㈭

場所：大連市対外友好協会

際組織の代表とゲストが、
複数の会場からビデオ接続方式で参加しました。
アジア太平洋地域主席・インドネシア社会事務部部長のリスマハニ氏、
アジア太平洋地域連合主席・ネパールのドゥリケル市市長のバイアンキョ

世界城市和地方政府联合组织亚太区线上理事会会议在印度尼西亚雅

氏、
アジア太平洋地域事務総長のボナティア氏および各会員都市代表など

加达召开，
来自亚太区12个国家的68个城市、
国际组织代表和嘉宾通过多个

150人余りが出席しました。大連市人民対外友好協会から、胡冰侠副会長

分会场以视频连线方式参会。
亚太区主席、
印度尼西亚社会事务部部长瑞斯

および関係者が参加しました。

玛哈尼，亚太区联合主席、中国人民对外友好协会原副会长宋敬武，亚太区
联合主席、
尼泊尔杜利凯尔市市长拜安居，
亚太区秘书长博纳提娅以及各会
员城市代表等150余人出席。
大连市人民对外友好协会驻会副会长胡冰侠及
相关人员参会。

中日
（大連）地方経済交流プロモーションを開催
中日（大连）地方经济交流推介会
場所：富丽华 フラマホテル

中日
（大連）
地方経済交流紹介活動を開催し、
大連市人民対外友好協会 于

黎宝光主任会见佳能大连办公设备有限公司董事长中川三千浩

濤副会長、胡冰侠副会長、在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所 等々
力研所長、
日本貿易振興機構大連事務所 重岡純所長、
大連日本商工会 高木
純会長および日本の金融機関と地方政府事務所の代表ならびに大連市の
今回の交流紹介活動は、大連市人民対外友好協会が中日(大連)地方経
中小企業は対日貿易、
養老産業、
環境保護などの分野で重要な役割を果た
し、
生産再開、
内需拡大の面でも大きな役割を果たしています。
大連市人民対外友好協会は、
大連市の
「十四五」
計画における
「国際サー
ビス貿易イノベーション発展機能区の構築」
という目標に焦点を当て、
プラットフォームを構築し続け、
大連市の中小企業の対日交流協力の拡大に
チャンスを提供します。

大连市人民对外友好协会主办、大连市中日经济合作交流协会承办中
日
（大连）
地方经济交流推介活动,市友协副会长于涛、
驻会副会长胡冰侠、
日
本驻沈阳总领事馆常驻大连领事办公室首席代表等等力研、
日本贸易振兴
机构大连事务所所长重冈纯、大连日本商工会会长高木纯及日本金融机构

│2022│25

丽华大酒店圆满落幕。市友协会长怀忠民、市政府副市长方铁林、市政府外办
主任黎宝光、枫叶教育集团校监彼得·弗洛伊以及市友协、市教育局相关部门
负责人共同出席。全市师生代表400人现场观摩比赛。大连市人民对外友好协
会将继续秉承“激发大连市民和广大青少年学习英语热情”的宗旨，为全市英
语爱好者搭建平台，
推动以赛事的形式讲好“中国故事”，
传播“大连声音”。

7月17日㈯

場所：大連市市民健身中心

大連市政府外事弁公室の黎宝光主任は、
キヤノン大連事務設備有限公司
の中川三千浩董事長一行と会見しました。双方は2021年に中日文化交流
を推進し、
疫病の予防とコントロールを常態化し、
外資系企業のために良好
なビジネス環境を創造するなどの問題について意見を交換しました。大連
市対外友好協会から、
胡冰侠副会長および関係者が会見に参加しました。

为进一步推进大连与日本的民间交流，
深化两国人民友谊，
努力同日本
友好组织、
友好团体建立和发展友好合作关系，
我会在广泛调研后创新开拓
了新形式交流内容，
与市乒协于7月份在市民健身中心成功举办2021大连中
日乒乓球友谊赛，现场通过比赛竞技的形式加强交流，增进情谊，大连市业
余乒乓球爱好者与在连工作、
生活的日本友人共近30人参加，
有效增进在连
日本友人对大连的了解，
大家均表示希望我会将比赛日常化、
持续化。

2月9日㈫

場所：大連市政府

市政府外办主任黎宝
光应约会见佳能大连办公
设备有限公司董事长中川
三千浩一行。双方就2021年
左２番目から胡冰侠副会長、中川三千浩董事長、黎宝光主任
推动中日文化交流、常态化
疫情防控和为外企创造良好营商环境等问题交换意见。市友协驻会副会长
胡冰侠等参加会见。

和地方政府事务所代表以及我市中小企业负责人近90人参加活动。此次交
流推介活动系继中日
（大连）
地方经济交流商谈会之后，大连市对外友协举
办的又一场专场推介。我市中小企业在对日贸易、养老产业、环保等领域扮
演重要角色，在复工复产、促进消费方面起到很大作用。市友协将聚焦我市
“〸四五”规划中“打造国际服务贸易创新发展功能区”目标，
持续搭建平台，
为大连市中小企业扩大对日交流合作提供机遇。

※「十四五」
：2021年3月5日開催の全国人民代表大会（国会に相当）において承認された「第14次五カ年計画」
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室、枫叶教育集团联合主办的大连市第24届“枫叶杯”英语演讲比赛决赛在富

懐忠民会長、等々力研所長、陳利民副会長

大連と日本の民間交流をさらに推進し、
両国人民の友情を深め、
日本友好
組織および友好団体との友好協力関係の確立と発展に寄与することを目的
として、
大連市人民対外友好協会と大連市市卓球協会が、
7月に市民フィット
ネスセンターで、
2021大連中日卓球親善試合を開催しました。
会場では、
試合・競技を通じて交流が強まり、
友情が深まりました。
大連市
のアマチュア卓球の愛好者と大連に住んでいる日本人が共に30人近く
参加して、
このイベントを通じ、
大連に対する理解を深めました。
参加者から、
この卓球交流大会を是非持続して欲しいという希望が出ました。

黎宝光主任 キャノン大連事務設備
中川董事長と会見

大連市人民対外友好協会の主催により、
大連市中日経済合作交流協会が

済交流商談会に続いて開催した、
もう一つの特別なイベントです。
大連市の

由大连市人民对外友好协会、大连市教育局、大连市人民政府外事办公

姜春梅秘書長、胡冰侠副会長、戴懿副秘書長

アジア太平洋地域連合主席・中国人民対外友好協会元副会長の宋敬武氏、

中小企業の責任者など、
90人近くの方が活動に参加しました。

にプラットフォームを構築し、
コンテストの形式で「中国の故事」を外国に
紹介し、
大連のPRを推進します。

大连中日乒乓球友谊赛

ネシアのジャカルタで開催され、
アジア太平洋地域12カ国から、
68都市・国

4月16日㈮

懐忠民会長

「2021大連中日卓球親善試合」開催

世界都市と地方政府連合のアジア太平洋地域オンライン理事会がインド

※世界都市・自治体連合（UCLG, United Cities and Local Governments）は、全世界の都市・自治体を
代表する国際機構である。UCLGは、100年以上の歴史をもつ2つの国際機構、すなわち、IURA
（地
方自治団体国際連合）、FMCU−UTO（国際姉妹・交流都市連盟）が2004年に統合して誕生した世界
の地方自治団体に関連する最大の国際機構であり、世界地方自治団体のオリンピックとも言わ
れている。

方鉄林副市長

大連市人民対外友好協会、
大連市教育局、
大連市人民政府外事弁公室、
紅葉教育グループが共同で主催した大連市第24回「メープル杯」英語ス
ピーチコンテストの決勝戦が富麗華大酒店で開催され、成功裏に閉幕しま
した。
大連市人民対外友好協会会長 懐忠民氏、
大連市政府副市長 方鉄林氏、
外事弁公室主任 黎宝光氏、
メープル教育グループ学校のピーター・フロイ
監督および対外友好協会、市教育局の関連部門の責任者が出席しました。
また、
全市の教師と学生の代表400人が大会を見学しました。
大連市人民対外友好協会は、
引き続き
「大連市民と広範な青少年の英語
学習意欲を奮い立たせる」
という趣旨を受け継ぎ、
全市の英語愛好家のため

懐忠民会長、在大連領事事務所 等々力所長と会見

10月29日㈮

場所：星海漁港

怀忠民会长参加友好交流会与日领办首席代表等々力研
大連市人民対外友好協会 懐忠民会長は、
在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所 等々力研所長
と会見を行い、
2021年の対日交流の成果と2022年の対日交流計画について、
意見を交換しました。
怀忠民会长会见日本国驻沈阳总领事馆常驻大连领事办公室首席代表等等力研等人，
就2021年的
对日交流成果和2022年友协对日工作和等等力所长交换了意见。

2022│25│
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国際都市大連市の
目覚ましい発展のポテンシャル
大連は東北の窓口、北京・天津の玄関口、環渤海経済圏の重要な節点と
ユーラシア大陸の橋頭堡で、東北アジア経済区の中心位置にあり、中国北
方沿海の重要な中心都市、
港及び風景観光都市です。
恵まれた地理的な優
位性は、
大達に絶えない発展の原動力を与えています。
大連は中国の重要な工業拠点で、世界の製造業の移転を引き受ける高
い能力を持っております。石油化学工業、造船、機関車、大型機械、ベアリン
グ、
冷凍設備等の産業規模は全国同業界で第一位を占めています。
電子情
報、
スマート制御、
パイオ技術と医装、海洋工事、軌道交通等の戦略的新興
産業の優位性は明らかです。
大連は中国北方の垂要な国際航運センターと国際物流せンターで、東
北、
華北、
華東及び世界各地への海の玄関口であるとともに、
中国東北と日
本、韓国、
ロシア極東、東北アジア地区との接続点です。東北アジアの地理
的な中心、中国初の対外開放の沿海都市と東北唯一の「一帯一路」が提唱
する全体計画に組込まれた港、
国家現代物流モデル都市として、
大連はとり
わけ悪まれた地理条件と政策優性を有しています。
大连是东北的窗口、
京津的门户、
环渤海经济圈的重要节点欧亚大陆的

桥头堡,在东北亚经济区处于中心位置,是中国北方沿海重要的中心城市、
港

口及风景旅游城市。
得天独厚的区位地理优势,赋予了大连生生不息的发展
动力。

大连是中国重要的工业基地,具有较强的承载世界制造业转移的能力,

石油化工、造船、机车、大型机械、轴承、制冷设备等产业规模在全国同行业

位居第一。
电子信息、智能控制、生物技术与医药、海洋工程、轨道交通等战

略性新兴产业优势明显,

大连是中国北方重要的国际航运中心和国际物流中心,是通往东北、
华

C H I N A

福岡
984 ㎞

北京
470 ㎞
上海
860 ㎞

DALIAN
D a l i a n

D A T A

・地域総生産

7,030.4億元

・一般公共予算収入
・輸出入総額

702.7億元
3,854.2億元

・中国の15副省級都市の一つ

大連
2020 年

主要な栄誉
国連環境
「グローバル500賞」
都市
世界銀行
「中国都市投資環境」
銀メダ
ル都市

・第一陣の14沿海対外開放都市の一つ フォープスの「大陸イノベーション都市
ランキング」
に登場
・5計画単列市の一つ
・常住人口

700万人

・陸地面積

1.37万㎢

·地区生产总值

����.�亿元

·进出口总额

����.�亿元

·一般公共预算收入

���.�亿元

中国国際化のビジネス環境建設のモ

デル都市
第一陣の国家科学技術革新のサービス体
系建設の試験都市
中国の都市情報化ベスト10 等

·中国��个副省级城市之一

主要荣誉

·�个计划单列市之一

世界银行
“中国城市投资环境银城市

·首批��个沿海对外开放城市之一
·常住人口

·陆地面积

���万

�.��万㎢

北、
华东以及世界各地的海上门户,以及中国东北与日本、
韩国、
俄罗斯远东、

联合国环境
“全球���佳”
城市

『中国大連・日本九州協力セミナーおよび「中日（大連）地方発展協力モデル区」説明会』開催
中国大连·日本九州合作交流会 暨中日(大连)地方发展合作示范区线上推介会

登上福布斯
“大陆创新城市排行榜”

中国国际化营商环境建设标杆城市

首批国家科技创新服务体系建设试点

中国城市信息化十佳城市等

东北亚地区的连接点。
作为东北亚地理位置的中心、
国家首批对外开放的沿

海城市和东北唯一纳入“一带一路”恒议总体规划的港口、
国家现代物流示

范城市,大连享有得天独厚的地理和政策优势。

古来より、
長崎の平戸・出島のように海外との交流拠点としての役割を担っ
ており、九州は、
日本列島の南西部に位置し、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、
鹿児島の7県で構成されています。
九州は、
ソウル・上海・東京までは、
ほぼ同じ距離に位置し、
日本のなかでは、
東アジアの主要都市と近い距離にあります。

15:00〜17:00
（日本時間） 場所：大連市セミナー会場 オンライン会議形式

Fukuoka

国 際 都 市 福 岡 市を中 心とした
アジアのゲートウェイ「 九 州 」
九州は、
地理的に日本にとって
「アジアの玄関口」
にあります。

5月13日㈭

K y u s h u

5月13日、
大連市人民政府ならびに中華人民共和国駐福岡総領事館主催

Saga

Nagasaki

Oita
Kumamoto

D A T A

セミナー・説明会は、
オンライン会議形式で開催され、陳紹旺 大連市長、

・九州の人口：1,426万人（全国の11.3％）
・九州の総面積：4万4,512㎢（全国の11.8％）
・域内総生産
（GDP）
：50.2兆円（全国の9.1％）

律桂軍 駐福岡総領事の挨拶に続いて、友好都市である北九州市の北橋
Miyazaki

います。
九州は、
国内のみならず空港や港湾からは、
アジアを中心とした海外へも交
通体系も整っており、特にアジアの主要都市とのアクセスの良さが九州の
特徴です。

8
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健治市長、九州経済連合会の麻生泰会長、福岡貿易会・当委員会の土屋
直知委員長が来賓挨拶を行い、
約100名が参加して開催されました。

Kagosima

■ 中日
（大連）
地方発展協力モデル区の概要
2020年4月、
中国国家発展改革委員会が、
大連、
天津、
上海、
蘇州、
青島、
成都の6都市に中日地方発展協力モデル区の設置を承認しました。
「中日
（大連）地方発展協力モデル区」
は、中国（大連）
と日本の地域開発
協力を促進し、中国東北地域の包括的かつ全面的な活性化を支援しま
す。高度設備製造や新素材産業を中心に日本企業を誘致し、進出企業
に、金融、
税金、
出入国、
貿易などの分野で政策的支援を行います。

セミナーでは、年間360万台分の電気自動車モーターを生産する工場や

土地、
豊富な水、
優秀な労働力を背景に半導体関連産業、
自動車産業、
農林
九州の最大の貿易相手国は中国で、
輸出の22.8％、
輸入の18.8％を占めて

による
『中国大連・日本九州協力セミナーおよび
「中日
（大連）
地方発展協力
モデル区」
説明会』
が開催され、
当委員会は後援団体としてサポートしました。

九州の域内生産は、タイやオーストリアと同等の経済規模であり、広い
水産業が主要産業です。

陳紹旺大連市長

研究開発センターの整備が進む新日本工業団地など、モデル区の特徴や

FUKUOKA

優位性の紹介が行われました。
また、大連に進出した日系企業のうち福岡
銀行や大連正興電気制御有限公司
（正興電機製作所）
、
ＴＯＴＯが事業展開
を報告しました。
多くの日系企業が参入することにより、
日本の技術力やブランド力、
中国の
製造力や市場力など、
日中双方の優位性を発揮したサプライチェーンの形

福岡

成が期待されます。

福岡貿易会・当委員会土屋直知委員長

来賓挨拶

2022│25│
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講 演

第28回定時総会
日

時●6月18日㈮

総

召开「第二〸八届定时总会」

会●16:00〜17:00

参加者 50名（委任状を含む）

講演会●17:00〜18:00
会

参加者

63名（オンライン参加を含む）

場●西鉄グランドホテル 2階 鳳凰の間

第28回定時総会を6月18日、西鉄グランドホテルにおいて開催しまし

主催者挨拶：福岡・大連未来委員会 委員長 土屋直知

た。土屋委員長の挨拶の後、2020年度の事業・収支報告、2021年度の事

総会終了後、太宰府天満宮 顧問・文化研究所主管学芸員の味酒安則 様
を開催しました。

副委員長

総会は、
新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえでリアルで開催し、

副委員長

経 済 産 業 局 、福岡県、福岡市、北九州市ならびに関係機関のご来賓の
皆様にオンラインでご参加いただきました。

ご 来 賓 挨 拶 （オンライン）

土 屋直 知

株式会社正興電機製作所

を講師にお迎えして『新元号「令和」
と太宰府の中国文化』
と題する講演会

講演会には、中華人民共和国駐福岡総領事 律桂軍様はじめ、九州

橋 田 紘一

株式会社ＳＵＭＩＤＡ

桂軍

様

福岡大連未来委員会が、永年来たゆまぬ努力を

伊東 純 一

株式会社ジェネック

副委員長

副委員長

林田浩 一

副委員長
副委員長

謝と敬意を表します。
２０２０年６月に赴任して太宰

幹

事

事

幹
事
事務局長

を迎えます。東洋文化の重要なメンバーとして、中日両国はより深く、より広く
文化交流を展開し、人的交流を促進し、中日友好関係の発展に大きく役に立つ

中 村

登

会計監査

代表取締役社長

事

古 野 金 廣

卓

会計監査
相 談 役
相 談 役

5

代表取締役社長

執行役員本店営業部長

武 藤 英治
山 本 駿 一

福岡県議会

福岡県知事

問

顧

問

服部誠太郎
髙島宗一郎

顧

問

森

会長 石原

進

日中投資促進機構

5
6

則 和

“亚洲太平洋儿童会议·IN福冈（APCC）
【BRIDGE Virtual Summer Camp】”在线交流计划

25

於：正興電機製作所

■会員数

公益社団法人福岡貿易会

専務理事
‥‥新役員

事務局長 岡

■ 事業内容：日中両国の安定的な経済関係の発展に寄与

11

「留学生と企業の交流サロン」(第11回) 開催

豊樹

25

举办「留学生与企業交流沙龙」(第十一届)

本館 5 階会議室

所長

平 塚 伸 也

于：NISHITESTU GRAND HOTEL

8 ー 11 举办「第十七届大连儿童大使招聘（Virtual）事业」

オンライン交流プログラム

11

举办「第二十八届定時总会」

18

於：西鉄グランドホテル

【APCC BRIDGE Virtual Summer Camp】参加

福岡市長

举办『中国大连-日本九州合作研讨会
「中日（大连）区域发展合作示范区」说明会』
大连市会议中心/在线会议形式

8 ー 11 「第17回大連こども大使招聘（バーチャル）事業」

議員

13

オンライン会議形式

「第28回定時総会および講演会」
開催

■年会費

■ 事業内容：日本と香港の経済的・文化的交流の拡大

│2022│25

18

前委員長

日本貿易振興機構福岡貿易情報センター

問

橋爪 政博

2021年 活动记录

『中国大連・日本九州協力セミナーおよび
「中日
（大連）
地方発展協力モデル区」説明会』
開催
於：大連市セミナー会場

6

株式会社福岡銀行

顧

顧

13

株式会社正興電機製作所 エグゼクティブアドバイザー

新会員のご紹介

10

2021 年のあゆみ

古川公 俊
橋 爪 政 博

執行役員本店営業部長

理事長

青 木 麗 子

安井

林田 浩一

当行はアジアを中心に８拠点の海外駐在員事務所を構えており、大連駐在員事務所は1995年に
開設しました。現在赴任中の益野大連駐在員事務所長は、私が昨春まで北九州の職場で共に働い
た気の知れた仲間です。現地情報の発信やWeb面談・商談会によるビジネスマッチング等によ
り、お取引先の中国ビジネスをお手伝いさせていただいております。当委員会の一員として、福岡・
大連両都市の更なる発展のため努力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

副理事長

リックス株式会社

ことと、太宰府および九州がより大きな役割りを果たすことを希望します。

九州日本香港協会

株式会社福岡銀行

相談役

株式会社 DLC・GB コンサルティング 代表取締役社長

るものがありました。歴史の記録によると太宰府

今年と来年は中日文化促進の年であり、2022年は中日国交正常化50周年

滋

会長

取締役常務執行役員

学校法人麻生塾

幹

新時代に入った中国は、伝統的文化の保存・発展に取組んでおり、
日本を含め各国

代表取締役社長

学校法人中村英数学園

せました。親しみを感じると同時に、胸にこみ上げ

との文化交流を積極的に推進しています。

椛島

代表取締役社長

当社グループでは、NNR北京社が大連において、2005年に 現 在 の 大 連 支 店 、
2021年7月に大連空港事務所を開設し、大連における国際貨物輸送等のあらゆる物
流ニーズにお応えしております。
今後も、日中両国、そして当委員会の更なる発展のため、微力ながら尽力してまい
る所存でありますので、どうぞよろしくお願いいたします。

株式会社西日本新聞社 執行役員東京支社長兼編集長

28回定時総会と講演会を開催されますことに感

徴として、人々を魅了しています。

鹿島康 宏

株式会社九電工

事

あり、中国から新しい文化が流入集積してきました。その遺産は、中日文化の象

福田 俊 仁

昭和鉄工株式会社

幹

の長安に倣って築かれた中国との人的交流拠点で

西日本鉄道株式会社

代表取締役社長

小 林 専司

福岡県中小企業経営者協会連合会

幹

は7世紀、中国から帰国した遣唐使の指導の元、唐

副委員長

代表取締役

福岡ロジテム株式会社

され、また、この度コロナ禍の困難を克服して、第

府を見学した際、唐の都、長安にいることを彷彿さ

代表取締役会長

小倉良 夫

西日本鉄道株式会社

律

氏

新役員のご紹介

九州電力株式会社 常務執行役員

副委員長

中華人民共和国駐福岡総領事

味酒 安則

文化研究所主管学芸員

講演会では、
「 大宰府建築の秘密」
（四神相応の法則、天子南面、都市計画）、
「 鬼門」
（竈門神社）、
「大宰府政庁の役割」
（統治、対外防衛、外交）、
「 万葉集の話」
（日本最古の和歌集）、
「 新元号
『令和』の誕生」
（『万葉集』巻５、大伴旅人、梅花の宴、32首序文）、
「 菅原道真公と太宰府天満宮」
（文章博士、天神信仰）、
「 曲水の宴」
（歴史、再現）など、
福岡・博多・太宰府の歴史に関する
話を交えながら、新元号『令和』ゆかりの地であり、日本の外交・貿易の中心地であった『太宰府』
と
『中国文化』
と
の関わりについて、大変興味深いお話を聞かせていただきました。
講師の味酒安則様は、菅原道真公に随行して京都から大宰府に来られた、太宰府天満宮創始 味酒安行公より
42代目の社家を継承しておられる方で、歴史・文化に大変詳しく、参加者の皆様から、日頃、なかなか聞くこと
のできない貴重なお話を聞かせていただいたとの感謝の言葉が寄せられました。

2021 年 6 月 現在（敬称略）

委 員 長
副委員長

講演会はリアル＆オンライン併用のハイブリッド形式で実施いたしました。

太宰府天満宮 顧問

福 岡・大 連 未 来 委 員 会 役 員

業・収支予算計画および役員選任の議案について審議が行われ、全て原案
どおり承認可決されました。

新元号「令和」と太宰府の中国文化

于：正兴电机制作所

本馆5楼会议室

（2022年2月現在）

法人会員
特別会員

……………

50社
4名

団体会員
個人会員

………………

法人会費
特別会員

……

30,000円
10,000円

団体会員
個人会員

……

………………

……

当委員会公式ウェブサイト

……………

4名
11名

10,000円
3,000円

………

https://www.fukuoka-dalian-mirai.org/

福岡・大連未来委員会

検索

上記QRコードからも公式サイトを
ご覧いただけます。
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「大連こども大使招聘（バーチャル）事業」
回
7
第1
【BRIDGE Virtual Summer Camp（APCC主催）オンライン交流プログラム】参加
“亚洲太平洋儿童会议·IN福冈（APCC）

举办「第〸七届大连儿童大使招聘（Virtual）事业」【BRIDGE Virtual Summer Camp】”在线交流计划

「留学生と企業の交流サロン
（第11回）
」開催
举办「留学生及企業交流沙龙」(第〸一届)
主

例年、大連市の小学生４名をこども大使として福岡に招待し、
「アジア太平

共

洋こども会議・イン福岡
（APCC）
」
の
「BRIDGE Summer Camp」
に参加し、
集

11月25日㈭

場所：正興電機製作所 本館5階会議室

催：(公財)福岡よかトピア国際交流財団、
福岡・大連未来委員会

催：福岡県留学生サポ−トセンタ−運営協議会、
福岡外国人学生支援の会、
福岡経済同友会国際委員会

参加者：52名
（福岡都市圏大学、
専門学校の留学生19名、
福岡大連未来委員会会員企業・福岡の企業16社18名、
関係者15名）

合キャンプ・イベントを通じての各国の子供達との交流やホームステイ・学校
登校を通じての福岡の子供達との交流を推進してましたが、
2021年は、新型

福岡をはじめ日本で就職を希望する留学生と、グロ−バル人材である

コロナウイルス感染症の世界的拡大の影響を考慮し、オンラインを活用した

留学生に興味を持つ福岡の企業との相互理解を深めることを目的として、

交流事業
「BRIDGE Virtual Summer Camp」
を実施することになりました。
当委員会が計画していた「大連こども大使招聘事業」もオンラインに切り

第11回「留学生と企業の交流サロン」
を開催しました。
オープニングセッ

換え、
大連市人民対外友好協会の協力を得て、
大連こども大使4名、
シャペロン

ションで、
主催者および参加企業の紹介を行った後、
福岡県留学生サポート

1名がオンラインにて参加しました。

センター運営協議会 王誠子様より
「就活アドバイス」
について、
正興電機製

プログラムは、
海外のこども達とFUKUOKA KIDSを対象とした全7回の構成

作所執行役員人材活性推進部長 山口満様より
「外国人材への期待と

となっており、
「世界中に友達を作る」
をテーマにお互いのことを紹介したり、
一緒に体を動かしたり、文化紹介などのアクティビティを通じて交流を
行い、
世界共通の課題である
『SDGs』
について一緒に考えながら、
交流を深め、
友情を育みました。

大連こども大使参加プログラム

（ZOOM動画配信：海外各家庭〜福岡会場）

第2回

8月22日㈰ 9:00 12:00

‥‥‥‥『出会い』

第3回

9月 5日㈰ 9:00 12:00

‥‥‥‥『相手を知る』

▲ ZOOM©にてこども大使の活動風景

23団（日本を除く20ヵ国・地域） 参加者数

合計：約350名

こども大使（アジア太平洋地域に住む11歳前後のこども）
FUKUOKA KIDS（福岡県内在住の小学4〜6年生）

136名
86名

第4回

9月19日㈰ 9:00 12:00

‥‥‥‥『相手を知る
（応用）
』

第5回

10月 3日㈰ 9:00 12:00

‥‥‥‥『相互理解を深める』

第6回

10月17日㈰ 9:00 12:00

‥‥‥‥『繋げる』

講師

孟

楊

MENG YANG

李

文昊（男）

こども大使4名：大連市小学生

（第1回8月11日〜15日、第7回11月21日はFUKUOKA KIDSのみ参加）

張
吴

瑞文（男）
慕晴（女）

孫

一諾（女）

続いての交流会は、
新型コロナウイルス感染防止の観点から、
参加人数を
例年の半分程度に制限し、
形式も従来のグループでの意見交換から、
1対１
の意見交換（10分間×6回）
に変更して行われました。終了後のアンケート
では、
参加留学生全員から
「将来の進路を考えるきっかけとなった」
「参加し
てよかった」、8割の企業から
「新しい事業展開を考えるきっかけになった」

シャペロン（こども大使世話役）
大連教育学院

課題」
について講演していただきました。

との感想が寄せられました。今後も皆さまのご支援ご協力のもと、交流サ
ロンを通じて留学生と企業の情報交換を推進し、留学生の福岡での就職
活動の支援ならびに地場企業の外国人留学生採用の下地作りに取り組ん
孟

楊さん

でまいります。

大連こども大使
『SDGs』
グループ活動成果発表

アジア太平洋こども会議

Team DING DONG（吴 慕晴 WU MU QINGさん）

Team 9 PS（張 瑞文ZHANG RUI WENくん）
Number 4, Quality Education
Donate books, money, tools
or school supplies

私たちは、
主にNo.14海洋の生命について研究します

I picked up rubbish in the sea while sup-boarding with
my friends, there were a lot of different kinds of rubbish，
such as rags and bottles.
We were tired，but we cleaned up the ocean.

書籍、
お金、
道具、
学用品を
寄付する

donate books and supplies
at hockey game
by giving good books and
supplies for them,they can to
study better

ホッケーの試合で本や物資を寄付する
彼らのために良い本や物資を与えること

片付けました。

Team Southern Cros（孫 一諾 SUN YI NUO/Noraさん）

水中に住む動物が健康を維持するのを助けるために行動を起こします。
世界中の人が繋がって支え合うことができるように、
海洋保護に対する

Cleaning up the ocean is very important,
because all the waste came fromn us in the beginning.

意識を高めます。

These are the pictures of me and my friend picking up litters on the local beach.
Plastic products can be a big threat to the ocean and the sea animals. Luckily, people
start realizing the problem and taking actions.

海をきれいにすることは非常に重要です。
すべての廃棄物は、
最初に私たちから来たのです。

Let's go on our activities to save our WATER!!

│2022│25

など、
いろいろな種類のゴミがありました。
私たちは疲れていたが、
海を

によって彼らはより勉強することができる。

Team Hello（李 文昊 LI WEN HAO/Owenくん）

12

友達と一緒にサプボーをしながら海でゴミを拾い上げ、
ぼろやボトル

私たちの水を救うために
私達の活動をしましょう。

これらは私と私の友人が地元のビーチでゴミを拾っている写真です。
プラスチック製品は、
海や
海の動物に大きな脅威になる可能性があります。
幸いなことに、
人々は問題を認識し、
行動を起こします。

2022│25│
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武 藤 英 治

福岡・大連未来委員会

相談役

福岡県福岡市早良区百道浜 2-3-2 〒814-8555
http://www.tnc.co.jp/

公益財団法人

テレビ西日本

後 藤 信 志

株式会社

TEL092(852)5500 FAX092(852)5600

取締役社長

寺 﨑 一 雄

福岡市博多区美野島一丁目2番8号

長

ＴＥＬ︵ 〇 九 二 ︶四一五 ー 五 五 〇 〇
ＦＡＸ︵ 〇 九 二 ︶四一五 ー 五 五 一 一

会

︵ 本 社 ︶ 〒八一二ー八五三八

心よりお礼申しあげます

章

佐 賀 県 鳥 栖 市 原 古 賀 町 3 0 4 9 番 地

電 話 〇 九 四 二︵ 八 一 ︶一 八 九 七
FAX 〇 九 四 二︵ 五 〇 ︶八 六 七 七

繁

みなさまからのご協力に

代表取締役

中川原

-

841
0071

佐賀国際重粒子線がん治療財団

理事長

〒

八 木

株 式 会 社 キ ューヘン

代表取締役社長

福 岡 県 福 津 市 花 見が浜 2︲1︲1

https://www.kyuhen.jp

http://www.emuwani.co.jp

〒811-3216
ＴＥＬ 0 9 4 0ー4 2ー1 3 6 4

TEL 092-263-0069 FAX 092-263-0064

北 九 州 銀 行

〒812-0020 福岡県福岡市博多区対馬小路 13-26
クレセントビル 4 階

清 水 健 造

劉 玲

福 岡 支 店 長

代 表取締役社長

〒812
-0036

福岡市博多区上呉服町一番八号

M.ONE.ENTERPRISE

ＴＥＬ 092︲291︲6231︵代︶
ＦＡＸ 092︲291︲0627

未来を創造して日中の架け橋へ

リックス株式会社
RIXは販売・技術・製造・サービスの高度な融合を目指すメーカー商社として世界の産業界に貢献します。
大連駐在員事務所

中華人民共和国大連市人民路60号 大連富麗華大酒店622号室
TEL.86-411-8282-3643

上海駐在員事務所

中華人民共和国上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心2010号室
TEL.86-21-6219-4570

香港駐在員事務所

香港中環夏愨道16号遠東金融中心4樓404室
TEL.8 52-2524-2169
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