三次市日中友好協会創立２４周年
人の往来で日中友好の架け橋
三次市日中友好協会は，１９９０年７月の創立以来、２４周年を迎えることになりました。
歩みは緩やかではあるものの，着実に手堅い２４年余の歳月でした。日中友好が子々孫々までも固く，強く発展す
ることが，平和に貢献できることと確信しながら，私たちの歩みを振り返ってみます。中国の故事に「水を飲むとき，
井戸を掘った人のことを忘れてはならない。
」とあります。友好の架け橋となった多くの人々の功績を忘れず，出会
いをくれた多くの人々の心を忘れず，今後の日中友好のために精一杯努力しようと思います。
三次市日中友好協会
1988. 4.～

「やさしい中国語講座」開講
「三次で中国語を学ぼう会」運営委員会主催 毎週木曜日・会費 ３，０００円／月額６０名で開講
講師は，常珞（広島修道大学・北京出身）

1988. 11

四川省外事弁公室友好城市工作処の張建国副処長（現処長）が来三。福岡市長との 懇談のなかで
三次市と交流が可能な四川省の地方都市を紹介したいとの申し入れがあった。

1989. 4. 7

四川省外事弁公室の李長春主任から福岡市長に対し, 三次市と友好交流をするにふさわしい都市と
して四川省雅安市の推薦を受ける。

1990. 5. 1
～8

「三次で中国語を学ぼう会」を中心にした「三次市民友好訪中団」
（団長：大坪義和）３７名が上海
成都・北京を訪問。三次市訪問団も同行し，福岡義登市長一行４名は，四川省人民政府，雅安市人
民政府，自貢市人民政府を表敬訪問。これを契機に三次市と雅安市の交流が具体化していく。

1990. 7. 3

財団法人三次国際交流協会設立

1990. 7.20

三次市日中友好協会設立総会

1991. 3. 1
～9

三次市日中友好協会第１次友好訪中団（団長：和泉慧雲三次市日中友好協会会長）を派遣。三次市
関係者大坪義和収入役が，三次市代表団として雅安市を訪問する。
〔会談内容〕
1 ．三次市立和田小学校と雅安市実験小学校との学校交流について
2 ．中国少数民族人形の三次市での展示について
3 ．恐竜の骨の貸出について

1991. 5.20
～23

「雅安市友好訪問団」
（万徳全市長ほか） 一行４名が三次市を訪問する。市内視察と今後の交流に
ついて懇談する。

1991.11. 7

三次市日中友好協会第２次友好訪中団（団長：榎了二三次市日中友好協会副会長）４０名が成都を
訪問し，８家庭にホームステイ，日中料理交流に花が咲いた。
同じく三次市日中友好協会代表団（団長：高野悦行三次市日中友好協会副会長）７名が雅安市を
訪問，和田小学校教員・ＰＴＡ会長が実験小学校等を視察する。

1992. 5.24
～30

「三次市・雅安市友好促進協議訪問団」
（伊藤教育長ほか）５名を派遣，雅安・成都を訪問する。
〔協議内容〕
1 ．中国少数民族衣裳人形購入契約
2 ．三次市・雅安市友好都市提携調印について

1992.8. 1． 三次市日中友好協会「中国語講座」修学旅行
「北京友好の翼」４６名 福岡空港発着
～5

1992.10. 5
～11

雅安市友好都市提携訪問団（万徳全市長ほか) 一行１２名が三次市を訪問する。
「三次市・雅安市友好都市提携」調印・記念式典，祝賀会を開催。
友好都市提携を記念して，雅安市から「友好の白い鵜」４羽が寄贈される。三次市からはファクシ
ミリを寄贈する。

1993. 5. 4
～11

三次市日中友好協会第４次友好訪中団（土居辰男団長：三次市日中友好協会常任理事）が雅安市を
訪問し，
「市民書画展」を雅安市少年宮で開催し文化交流を深める。

1993.10. 5
～12

三次市日中友好協会第５次友好訪中団（団長：和泉慧雲会長）４０名と三次市友好訪問団（団長：
福岡市長）１２名が雅安市を訪問し友好都市提携１周年記念式典に出席，友好記念碑の除幕と記念
に桜を植樹。
〔会談内容〕
1 ．雅安市アジア大会参観友好訪問団の招へい
2 ．白い鵜とマイクロバスの寄贈について
3 ．雅安市実験小学校児童訪問団の和田小学校受け入れについて
帰路，Ｂ団（団長：和泉慧雲会長）２０名は，三峡下りを満喫する。

1994. 5.31
～6. 6

三次市日中友好協会第１次子ども友好訪中団（団長：山根正勝三次市日中友好協会 副会長）
１０名（児童７）を雅安市へ派遣。雅安市実験小学校の児童と交流する。

1994. 8.20. 三次市日中友好協会「中国語講座」修学旅行
～8.25. 「北京・西安友好の翼」３４名 福岡空港発着
1994. 9.30
～10. 4

「雅安市友好訪問団」
（沙国霖市長ほか）１１名が三次市を訪問。
アジア大会観戦の予定が中国側の事情により取りやめとなったが，
「四川省友好まつり」等公式行
事に出席する。雅安市から新たに白い鵜４羽が，三次市からはマイクロバスが寄贈される。
〔協議内容〕 1. 雅安市実験小学校児童友好訪問団の招へい計画について
2．
．経済交流の可能性について

1995. 4.14
～20

雅安市実験小学校児童友好訪問団」１１名（児童７名）が三次市を訪問し，和田小学校を中心に
交流する。

1995.10. 6
～13

三次市日中友好協会第７次友好訪中団（団長：五阿弥琢磨三次市日中友好協会会長）３３名と三次
市雅安友好訪問団（団長：大坪義和助役）５名は友好都市提携３周年を記念し，雅安市を訪問。
「友好バス」の贈呈については，雅安市側の中国国内でバスを購入し，三次市がその代金を支払うこ
とになったため，今回の訪問で４００万円を贈呈する。
中国の核実験に抗議する福岡義登市長の親書を沙国霖市長と鄭勇党委員会に手渡し，核兵器廃絶
を高級平和の実現に煽動的な役割を果たされるよう，中央政府に要請されるよう訴える。
〔協議内容〕
１．人的交流の覚書（招待の経費負担など）につい
２．四川料理店の開店について
３．公立三次中央病院の漢方医科の開設について
４．雅安市第四小学校が希望する三次市の小学校について
５．友好都市提携５周年における雅安市訪問団の招聘について
６．来年度の三次市日中友好協会第２次子ども友好訪中団の派遣について

1996. 2.2.
～2.6.

三次市日中友好協会第８次友好訪中団
福岡空港発着
「上海・蘇州・無錫友好の翼」
（団長：國原美代子三次市日中友好協会副会長） ３９名

1996. 6.21
～27

三次市子ども友好訪中団（団長：國原美代子三次市日中友好協会副会長）は, 三次市日中友好協
会第２次子ども友好訪中団（市内で公募した小学生６名と引率３名）と和田小学校子ども代表訪中団
（和田小学生６名と引率２名）で組織し，雅安市を訪問する。

雅安市実験小学校との交流を深めるとともに，田幸小学校と雅安市第４小学校が新たに友好学校
として調印し，今後の交流内容について協議する。
〔協議内容〕
1 ．田幸小学校と第四小学校との学校交流について
2 ．両市の「教師の交流訪問団」の派遣について
3 ．１９９８年「雅安市子ども交流訪問団」
（１７名）の派遣希望について
三次市日中友好協会第９次友好訪中団
福岡空港発着
1996.11.9.
（団長：國原美代子三次市日中友好協会副会長） ４６名
～11.13. 「北京・大連友好の翼」
1997.2.25

1997.7.25
～29

「四川省友好都市交流協議団」一行１０名が来三し，三次市に対し次の事項を提案する。
1 ．四川料理店の開店について
2 ．漢方薬の研究について
3 ．学校間交流について
三次市は以上の提案を受け，継続課題とする。
「日中国交正常化２５周年・三次市雅安市友好都市提携５周年記念訪問団」一行７名が三次市を
訪問し，記念式典等を行う。

1997.9.19
～25

三次市日中友好協会「三峡下りの旅」訪中団

1998.7.23
～28

「雅安市子ども訪問団（実験小学校，第四小学校）
」１７名（児童１２名）が三次市を訪問し，和田
小学校，田幸小学校において交流する。

1998. 9.

中国の大水害に対する義援金を広島県日中親善協会を通じて贈る。

1998.12.10

福岡空港発着

５０名

四川省人民政府外事弁公室代表団が三次市を訪問。

1999.11.18
～24

三次市日中友好協会第１２次友好訪中団派遣し、三次市雅安市友好奨学金５０万円を贈呈し，友
好奨学金交付要綱を確認し，第１回の奨学金を交付した。

1999.12.21

四川省人民政府外事弁公室友好都市工作処処長 張建国先生来三

2000.5. 18
～24

三次市日中友好協会第３次子ども友好訪中団（國原美代子団長）１７名が，雅安市を訪問し，家庭
訪問や雅安市実験小学校・第４小学校訪問交流する。

2000.8. 20
～26

三次市日中友好協会訪中団 敦煌･西安・北京 ２５名

2000.11. 17
～21

三次市日中友好協会第１３次友好訪中団 ３７名

2001.5.16
～22

雅安市雨城区第３次子ども友好訪問団が三次市を訪問
雅安市から雅安市雨城区と行政区画の変更で友好提携再調印

2001.8.2
～23
2001.11.13
～18

杭州・上海

四川省物産展訪問団（四川・広島日中友好会館）三次市訪問。ワイナリー文化交流館で物産展
を実施。
三次市日中友好協会第１５次友好訪中団

麗江・昆明 ３７名

2002.2.17
～19

三次市雅安市雨城区友好提携１０周年記念事業に係る実務協議「上海会議」を上海で開催し，
三次市と三次市日中友好協会から実務者出席

2002.7.25
～30

雅安市雨城区友好提携１０周年記念友好訪問団（張必達団長）三次市訪問友好記念碑の除幕など記
念行事に参加

2002.8.23
30

三次市日中友好協会第４次子ども友好訪中団（國原美代子団長）が雅安市雨城区を訪問
初めて三次市内の中学生６名が参加三次市雅安市雨城区友好提携１０周年記念事業に参加するため，

2002.11.8
～14

三次市友好訪問団（吉岡広小路市長）と三次市日中友好協会第１６次友好訪中団（國原美代子会
長）の合計６２名が，雅安市雨城区を訪問し多彩な記念行事に参加。三次市雅安市雨城区友好奨学
金を１８０万円追加特別贈呈した。

2003.2.17
～19

三次市雅安市雨城区友好提携１０周年以降の交流事業協議「上海会議」を上海で開催し，三次
市と三次市日中友好協会から実務者出席
２００３年７月に，雅安市雨城区第４次子ども友好訪問団を三次市に受け入れる計画を確認し，
今後の人的交流年度計画を確認した。

2003.4～

「非典」
（「非典型肺炎」の略：新型肺炎）のため，雅安市雨城区第４次子ども友好訪問団の三次市
受入を延期することで合意

2003.8.25

雅安市雨城区を集中豪雨が襲い、１６人死亡、４人の行方不明、１００戸以上の家屋が流失。

2003.9.

三次市日中友好協会は，雅安市雨城区に対して集中豪雨被災者救援義捐金として１０万円送金
三次市長，三次市議会議長は合計２０万円の義捐金を送付した。

2003.12.

雅安市雨城区人民政府区長・雅安市雨城区人民対外友好協会会長が蒲忠に交代。三次市長と三次市
日中友好協会会長名で祝賀状を送付。

2004.2.7

三次市日中友好協会と雅安市雨城区人民対外友好協会は、各代表団を上海に派遣し、
「非典」の影
響で変更された交流計画について再協議した。
「上海会議」出席者
三次市日中友好協会 國原美代子会長・高野悦行副会長・大谷 清秘書長
雅安市雨城区人民政府蒲忠区長・李亜梅外事弁公室主任 徐海波人民政府弁公室主任

2004.7.26
～8.3

雅安市雨城区第４次子ども友好訪中団（
（団長：衡彤雅安市雨城区副区長）１３名が三次市を訪問
田幸小学校での交流行事・ホームステイなど子ども交流を取り組みました
初めて三次市内の中学生６名が参加

2004.8.20
～8.24

三次市日中友好協会第１８次友好訪中団 九寨溝 ３９名

2004.11.5
～11.8

三次市日中友好協会第１９次友好訪中団 北京 ４１名

2004.9.30
～10.3

新三次市合併記念事業「雅安市雨城区友好訪問団」の受け入れ
新三次市誕生を祝うため蒲忠区長ほか代表団が三次市を訪問

2004.11.19

第６回三次市雅安市雨城区友好奨学金交付式
雅安市雨城区内の小中学生３０名に交付しました。

2005.2.26
～28

「大連会議」 大連市内「鴻賓楼」で市民交流事業計画についての協議
雅安市雨城区は、友好の使者として「白い鵜」を２００７年の友好提携１５周年に記念事業
として三次市に贈呈することを約束。

2005.4.9～

中国全土で「反日デモ」が起きた。

2005.5.30
～6.4

三次市日中友好協会第５次子ども友好訪中団（大谷 清団長）引率６名・小学生１３名・中学生
５名・通訳２名の合計２６名が，雅安市雨城区を訪問。三次市雅安市雨城区の友好交流事業
協議「上海会議」を上海で開催し，三次市日中友好協会

2006.2.18
～20

雅安市雨城区人民対外友好協会から幹部・実務者出席
２００６年７月に，雅安市雨城区第５次子ども友好訪問団を三次市に受け入れる計画を確認し，
今後の人的交流年度計画を確認した。

2006.7.28
～8.1

雅安市雨城区第５次子ども友好訪問団（蔡軍団長ほか２８名）を三次市に受け入れ
学校交流では初めて中学校交流が実現し、三次市立塩町中学校を訪問。ホームステイ・きんさい
祭や花火大会、広島観光で有意義な交流となった。
第８回三次市雅安市雨城区友好奨学金交付式（雅安市雨城区庁）

2006.11.19
2006.11.25
～26

三次市日中友好協会と雅安市雨城区人民対外友好協会は、各代表団を上海に派遣し、三次市雅安
市雨城区交流計画について再協議した。
「上海会議」出席者
三次市日中友好協会 國原美代子会長・黒瀬健郎副会長・大谷 清秘書長
雅安市雨城区人民政府
鄧斌区長・王欣外事弁公室主任ほか

2007.4.5
～9

三次市雅安市雨城区友好提携１５周年 雅安市雨城区友好訪問団（鄧斌団長他１３名）が三次市
と三次市日中友好協会の招待で三次市を訪問。
友好都市提携１５周年記念式典・ホームビジット・宮島、広島観光・君田温泉などで多彩な市民
交流を展開した。
「白い鵜」は、鳥インフルエンザのため日本政府の輸入禁止措置が解除されず、当面は、雅安市
雨城区によって雅安市雨城区自然動物園で飼育され状況を見守ることとなった。
雅安市雨城区人民医院と市立三次中央病院の交流の開始が確認

2007.10.18
～21

2008.1.26.
～27.

三次市・雅安市雨城区友好提携１５周年記念 三次市友好訪中団（団長：吉岡広小路市長）と、
三次市日中友好協会市民友好訪中団（団長：國原美代子会長）の合計４２名が、雅安市雨城区を訪問
記念式典の参列、
「友好奨学金特別贈呈」を行った。
三次市日中友好協会と雅安市雨城区人民対外友好協会は、交流計画について再協議した。
「上海会議」出席者
三次市日中友好協会 國原美代子会長・榎 了二副会長・大谷 清秘書長
雅安市雨城区人民政府
王冬林区長・王欣外事弁公室主任ほか
２００８年５月３０日～６月３日：三次市日中友好協会第６次子ども友好訪中団を派遣する。
雅安市雨城区第２人民病院と市立三次中央病院との相互派遣交流を実施する。
２００８年７月２３日～２７日まで、雅安市雨城区第２人民病院訪中団が三次市を訪問する。
２００８年１０月１８日～２１日まで市立三次中央病院訪中団が雅安市雨城区を訪問する。
相互に専門診療、看護など具体的な医療の研修を限られた条件のなかで行うこととした。
「白い鵜」は、鳥インフルエンザのため日本政府の輸入禁止措置が解除されず、もし、雅安市
雨城区によって雅安市雨城区自然動物園で飼育されている「白い鵜」が死亡した場合は、剥製など
の記念品として友好の証とすることとなった。

2008.5.12.

１４：２８ 四川汶川大地震発生
１８：００ 三次市日中友好協会第２１回定期総会開催

2008.5.15.

四川大地震対策関係機関緊急連絡会議（見舞金の送金・募金活動を確認）

2008.5.17.
2008.5.21.

2008.11.1
～14.

2008.11.30

四川大地震救援街頭募金（三次市日中友好協会・三次市・三次市議会・三次国際交流協会）
見舞金の送金（三次市日中友好協会１０万円・三次と三次市議会２０万円）
救援募金額 １，４１６，７５６円三次市日中友好協会第６次子ども友好訪中団保護者会で５月
派遣延期を決定
外務省委託事業「四川大地震被災青年友好訪問団」三次市受け入れ事業
四川大地震で家族を失った四川省内を中心とした青少年３４名を，外務省の委託を受けた日中友
好会館の仲介で三次市日中友好協会が受け入れ交流事業を展開した。
三次高等学校訪問・君田温泉（子ども神楽の鑑賞）
・マツダテストコースの見学
三次市日中友好協会と雅安市雨城区人民対外友好協会は、各代表団を上海に派遣し、交流計画
について再協議（上海会議）した。
上海会議 出席者
三次市日中友好協会 卯山善章副会長・大谷 清秘書長
三次市総務部秘書広報課 桑田秀剛主任
雅安市雨城区人民政府 石 静副区長
王 欣外弁主任ほか
上海会議の主な協議結果
１．三次市日中友好協会第６次子ども友好訪中団計画
① 招請日程 ２００９年５月３０日～６月３日
招待人数 １７名（子ども１２名・引率５名）
２．市立三次中央病院と雅安市雨城区第２人民病院との交流
（１）雅安市雨城区第２人民病院の三次市訪問 ７月
（２）市立三次中央病院の雅安市雨城区訪問 １０月
については、四川省側の出国制限の状況をみることとする。
会議では、雅安市雨城区から医療・教育分野での四川大地震の被災状況が報告されました。
衛生機関の再建には、第１期（２００９年７月まで）１８９３万元（日本円２億７千６百万円）
必要で、資金の不足額は、１１６３億円（日本円１億６千９百万円）で，第２期（２０１０年７
月まで）１５００万元（日本円２億１千９百万円）で、その内５４５万元（６千６百万円）で４
箇所しか目途がたっていない。
９８箇所の学校の内､７６箇所の学校が被災し、被害額は１億６千万元（日本円で２３億３千６
百万円）
。現在は、７０００万元の寄付金があり、三次市からの寄付金も含まれています。幸いに
も、子どもたちの死者はゼロ。２千名の教職員が４万人の児童生徒を避難させた。
次に、２００８年に延期された三次市日中友好協会第６次子ども友好訪中団については、２０
０９年５月３０日から６月３日まで招待したい。
医療関係者の人的交流についても、被災地の関係者については、現在「出国制限」があり、日
本訪問ができない。人的交流について確認するものの、当分の間は、中国政府の出国制限の行方
を見守ることを確認しました。

2009.4.～

新型インフルエンザのニュース

2009.4.～

三次市日中友好協会第６次子ども友好訪中団を再度延期を決定

2009.8.20
～24.

三次市日中友好協会第６次子ども友好訪中団（国原美代子会長ほか１５名）北京・大連派遣

2010.1.09
～11.

「上海会議」の開催
三次市日中友好協会と雅安市雨城区人民対外友好協会は、各代表団を上海に派遣し、三次市雅安
市雨城区との市民交流（雅安市雨城区第６次子ども友好訪問団の三次市招請）
，並びに公式交流（雅
安市第２人民病院医療友好訪問団の三次市招請）計画について協議（上海会議）した。
上海会議 出席者
三次市日中友好協会 國原美代子会長・黒瀬健郎副会長・大谷 清秘書長
三次市総務部秘書広報課 内藤かすみ課長
雅安市雨城区人民政府 王冬林区長
趙璐外弁主任ほか７名

2010.7.21
～25.

雅安市雨城区第６次子ども友好訪問団（団長：何勇副書記ほか１６名）
・雅安市雨城区医療考察友
好訪問団（団長：彭韵叶副区長ほか３名）三次市を訪問

2010.8.21.
～24.

三次市日中友好協会市民友好訪中団（雅安市雨城区２７名・黄山７名）
・市立三次中央病院医療
視察友好訪中団合同で雅安市雨城区訪問

2011.1.8.

「上海会議」
２０１１年１月８日（土）午前９時から上海清水湾大酒店の会議室で開催
三次市日中友好協会 黒瀬健郎副会長・大谷清秘書長・小山知秀理事
市立三次中央病院 福永清三事務部長
雅安市雨城区人民政府 楊治剛副区長他５名
協議内容
① 医療交流計画については、２０１１年７月に雅安市第２人民病院の４名を招待する。
② 合意事項
２０１１年以降の人的交流計画の確認
２０１１年以降の交流計画を次の表の通り確認する。
２０１２年の友好提携２０周年記念の市区代表団の相互訪問はこれまで通り確認する。
２０周年事業の詳細は２０１２年１月の「上海会議」で協議する。

2011.2.1.

三次市日中友好協会Ｗｅｂサイト開設

http://miyoshinicchu.cyber-ninja.jp/

2011.4.21.
～26.

三次市日中友好協会第７次子ども友好訪中団（団長；黒瀬健郎副会長２５名）が雅安市雨城区訪問
はじめての「ホームステイ」を経験、学校交流でも学校給食を初体験、歴史的な子ども交流だっ
た。
２０１１年３月１１日東日本大震災の義捐金１２万人民元が雅安市雨城区人民政府衝彤区長から
団長の黒瀬健郎副会長に贈呈された。
三次市日中友好協会は、帰国後、三次市に対して雅安市雨城区人民政府に代わって指定寄附し、
被災地に送った。

2011.5.12.

三次市日中友好協会第２３回定期総会
創立以来の高野悦行副会長交代、黒瀬健郎副会長勇退、新副会長 大谷 清・小川国博、新秘書長
に小山知秀就任

2011.7.30.

三次きんさい祭「国際村」に「炎のタンタンメン」出店
三次市日中友好協会第７次子ども友好訪中団の子ども・保護者の協力で成功

2011.11.12

「上海会議」雅安市雨城区人民政府 苟乙権区長出席
２０１１年１１月１２日（土）午前９時から上海清水湾大酒店の会議室で開催
三次市日中友好協会 大谷清秘書長・小川国博副会長・小山知秀秘書長
合意事項
① ２０１２年の友好提携２０周年記念の市区代表団の相互訪問
② ２０１３年からは「子ども交流」相互訪問は自費
③ 観光・経済交流の情報交換を行う

2012.4.19.
～22.
2012.5.24.
～27.

雅安市雨城区第７次子ども友好訪問団（洪纓団長他１７名）を三次市に招待
和田小学校・塩町中学校訪問、ホームステイなどで交流
三次市雅安市雨城区友好提携２０周年記念事業として雅安市雨城区友好訪問団（邵文波団長他６
名）が三次市を訪問。
友好提携２０執念記念式典。
（有）フルカワ・三次クリーンセンター・慈照会施設・上下水道施設
視察

2012.6

三次市日中友好協会第 4 代会長に 大谷 清 就任

2013.4.20.

雅安市蘆山地震発生

2013.5.27.
～29.

中国大使館訪問団三次市訪問 科学技術部 李纓公使参事官・呂志二等書記官、友好交流部 王麟三
等書記官
マツダ・ミヨシ電子視察、鵜飼事業等視察
四川地震の義捐金（三次市日中友好協会１５８，１５８円 一般募集分５８，１５８円含めて）
贈呈 合計 ５５８，１５８円

2013.9.12.

三次市日中友好協会「中国大使館訪問団」
（団長；大谷 清会長他 10 名）は、中国大使館を訪問し、
中華人民共和国駐日本国大使館 程永華特命全権大使他と懇談し、民間交流の現状と今後の課題等有
意義な交流を実現した。
同席者
中華人民共和国駐日本国大使館 友好交流部 参事官 汪婉（程永華大使夫人）
同
科学技術部 公使参事官 李纓
同
同
二等書記官 呂志
同
友好交流部 三等書記官 王麟
同
同
三等書記官 呂新鋒
三次市日中友好協会
会 長
大谷
清
常任理事
小井 国春
副会長
小川 国博
常任理事
平田
勇
副会長
卯山 善章
常任理事
黒田 博巳
副秘書長 吉田
学
常任理事
鎧坂 照美
副秘書長 小林 一登
会 員
榎
八栄
常任理事 榎
了二

2014.2.2.

「２０１４年春節祝賀日中友好交流三次市民の夕べ」
（三次市日中友好協会主催）に中華人民共和
国駐日本国大使館 汪婉参事官の名で「祝賀メッセージ」が昨年に引き続いて届く。

2014.4.2.
～3.

中華人民共和国駐日本国大使館 汪婉参事官、呂新鋒書記官を三次市に招聘し「日中友好講演
会」を開催し、１００名の各界からの聴講があり、その後の「交流の夕べ」にも８０名が参加し、
増田市長・竹原副議長、細川国際交流協会理事長、信國観光協会会長、市内関係団体等からも多数
の参加がありました。

2014.4.15.
～16.

大谷 清会長が、中華人民共和国駐日本国大使館を訪問し、汪婉参事官、呂新鋒書記官に講演
会・交流会の答礼の表敬訪問し、李纓参事官・呂志書記官とも交流を行う。
汪婉大使夫人との懇談では、
１．友好交流部と交流を継続する。
２．大使館との交流について県内の友好団体に輪を広げる努力を行う。
３．大使館として四川省雅安市雨城区への交流の促進についてのアドバイスを行う。

2014.5.12.

三次市日中友好協会第２６回２０１４年度定期総会を開催。
金子 哲常任理事が副会長に指名される．

