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― 第 ２ 号 ― 

2013.10.23 発行 

中国交流ネットワーク通信 
＜ＴＯＰＩＣＳ＞ 

【１】お知らせ 

 ◆ 2013 年度「全日本中国語スピーチコンテスト北海道大会」の開催 

 ◆ 日中韓特許庁シンポジウムの開催 

 ◆ 国際経済セミナー＆交流会の開催 

 ◆ 平成 25 年度「日本・中国青年親善交流事業」の参加者募集 

【２】中国関連の動き 

 ◆ 中国全人代常務委員会法制工作委員会」訪日研修の実施 

 ◆ 日中韓ユースフォーラムの開催  

 ◆ 世界の料理教室の開催、滝川市国際交流員へのインタビュー  

 ◆ インターナショナルウィークの開催 

【３】編集後記 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【１】お知らせ 

 ◆ 2013 年度「全日本中国語スピーチコンテスト北海道大会」の開催  

北海道日中友好協会主催の全日本中国語スピーチコンテストが今年も下記の日程で開催され

ます。参加者は「暗誦」、「朗読」、「弁論」の各部門で普段の学習成果を披露し、種目ごとに上

位３名までの方が表彰されます。なお、弁論の部の優勝者については、来年１月に東京で開催

される全国大会に北海道代表として推薦される予定です。 

  ＜概 要＞ 

  ・日時：2013 年 10 月 27 日（日）12:30～16:00 

  ・場所：かでる２・７ ８階 820 研修室 

      （住所：札幌市中央区北２条西７丁目 TEL：011-204-5100） 

 

◆ 日中韓特許庁シンポジウムの開催  

日本特許庁、中国国家知識産権局、韓国特許庁の三者主催により、札幌市内において、日中

韓特許庁長官、各国産業界及び知的財産関係者が一堂に会するシンポジウムが開催されます。

このシンポジウムは日中韓の枠組みでは初めての試みであり、東アジア一体の知的財産保護の

実現に向けて、これまでの日中韓特許庁の協力による成果の紹介とともに、将来の知的財産政

策のあり方について、産官学各界の皆様を交えて意見交換が行われます（参加費無料、事前申

込制）。 

＜概 要＞ 

・日時：2013 年 11 月 15 日（金）9:30～17:30 ※受付開始 8:30～ 

・場所：札幌パークホテル ３階 パークホール AB 

     （住所：札幌市中央区南 10 条西３丁目 TEL：011-511-3131） 

・内容：【セッション１】9:40～ 

＜日中韓特許庁間協力～成果と今後の発展～＞ 

  講演者による基調講演及び各庁担当者によるパネルディスカッション 

【セッション２】テーマ１ 14:00～／テーマ２ 15:50～ 

      ＜日中韓特許庁への今後の期待～東アジア一体の地財保護の実現に向けて～＞ 

       ■テーマ１：知財権取得の適時性 

       ■テーマ２：イノベーションのための特許制度調和 

       各国企業や講演者によるプレゼンテーション及びパネルディスカッション 

     ※上記内容は、すべて３か国語同時通訳により実施されます。     
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●詳細は、ホームページをご覧ください。 

    http://www.pac.ne.jp/sapporo-sympo/ 

   ●お申込方法 

    下記の URL にアクセスし、「参加申込」よりお申し込みください。 

    https://ez-entry.jp/sapporo-sympo/entry/ 

   ●お問い合わせ先 

   【シンポジウム参加申込】 

    日中韓知的財産シンポジウム運営事務局 担当：上村、吉田 

    TEL：03-3230-3592／FAX：03-3230-3725 

    E-mail：sapporo-sympo@issjp.com 

   【シンポジウムの内容】 

    特許庁総務部国際政策課 担当：松本、大河、打越 

   TEL：03-3581-1101（内線 2564） 

       

◆ 国際経済セミナー＆交流会の開催  

  北海道と中国の経済交流における今後のビジネス展開について考えるセミナーが、下記の日

程で開催されます。無料で参加できますので（交流会希望者のみ要参加費）、この機会にぜひ

お申し込みください。 

＜概 要＞ 

・日時：2013 年 11 月 29 日（金） 14:30～ 

・場所：ホテルモントレエーデルホフ札幌 12 階 ルセルナホール 

 （住所：札幌市中央区北２条西１丁目 TEL：011-242-7111） 

・主催：北海道日中友好協会、北海道国際ビジネスセンター、北海道華僑華人連合会、 

NPO 法人北海道振興機構 

・内容：【第一部】セミナー 14:30～17:15（無料、定員 150 名） 

     ＜中国と北海道 － 経済交流の新展開を考える＞ 

      ■特別挨拶：許 金平 氏（中華人民共和国駐札幌総領事） 

      ■講  演：張 西龍 氏（中国国家観光局主席代表） 

            山崎哲郎 氏（北海道国際ビジネスセンター中国アドバイザー） 

            水田賢治 氏（JETRO 生活文化・サービス産業部主幹） 

            小玉俊宏 氏（北海道国際経済室長） 

    【第二部】交流会 17:30～19:00（参加費４千円、希望者のみ） 

 

   ●詳細は、ホームページをご覧ください。 

    www.do-nittyu.com/prpage.html 

   ●お申込先・お問い合わせ先 

    北海道日中友好協会 

    TEL：011-231-4453／FAX：011-252-7002 

 

◆ 平成 25 年度「日本・中国青年親善交流事業」の参加者募集  

 本事業は、1978 年に日中平和友好条約が締結されたのを記念して、日本政府と中国政府と

の共同事業として 1979 年から開始されたもので、今回は 35 回目にあたります。 

今年度は、12 月 12 日（木）～21 日（土）までの 10 日間の日程で、20 名の日本青年を

中国へ派遣します。現地では、日本文化の紹介やスポーツ等を通じた中国青年との交流のほか、

産業・文化・教育・社会福祉等の諸事情の研究や関連施設の訪問などが予定されています。 

参加青年は、書類選考後、内閣府における選考を経て決定されます。現在、参加者募集中で

すので、内閣府ホームページにて応募方法等をご確認ください（応募締切：10 月 28 日【必着】）。 
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   ●詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。 

    http://www.cao.go.jp/koryu/ 

   ●お申込先・お問い合わせ先 

    内閣府子ども若者・子育て施策総合推進室 青尐年国際交流担当 

    TEL：03-3581-2196（月～金 9:30～18:15） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【２】中国関連の動き 

 ◆ 「中国全人代常務委員会法制工作委員会」訪日研修の実施  

９月６日（金）、中国の立法機関で各種法律案の起草を専門とする部署「中国全人代常務委

員会法制工作委員会」から訪日団の皆さんが来道され、北海道庁を訪問されました。 

本研修は、一般財団法人日本国際協力センター（JICE）を通して北海道に依頼されたもので、

総勢 19 名の訪日団の皆さんは、中国の法整備の参考として日本における立法分野を学ぶため

来日されました。２週間の研修期間のうち、北海道には９月６日（金）～９日（月）までの４

日間、滞在されました。 

道では、「北海道の条例制定に係る業務の流れと課題」というテーマのもと、今年３月に制

定、７月から全面的に施行されている北海道の条例（北海道生物の多様性の保全等に関する条

例）を具体例として挙げ、法制文書課長がレクチャーを行いました。レクチャー終了後の意見

交換会では、団長の孫氏（法制工作委員会国家法室副主任）をはじめ団員から次々と質問があ

がり、時間が足りないほどでした。団員の方々のメモをとる様子などからは研修に取り組む真

剣な姿勢がうかがえました。 

最後に北海道議会の議場を視察され、訪日団全員で記念撮影を行った後、次の研修先である

札幌地方裁判所へ向かわれました。午前 10 時から 12 時までの短い時間ではありましたが、

中身の濃い大変充実した研修となりました。 

 

◆ 日中韓ユースフォーラムの開催  

  ９月 16 日（月）から 21 日（土）までの期間、「第４回日中韓ユースフォーラム」が札幌市

内で開催されました。 

本フォーラムは、日中韓３カ国間の相互理解の促進や協力関係の構築、次世代を担う若者の

育成などを目的として 2010 年から毎年１回、各国持ち回りで開催されている国際会議です。

第４回目となる本年は、80 名の大学生が参加し、参加学生代表によるシンポジウムや、第三

国の立場で国連の会議を模擬する模擬国連会議、各国の若者文化の披露や北海道史などを学ぶ

知的・文化交流が行われました。 

開会式が９月 17 日（火）に札幌コンベンションセンターで開催され、日中韓国連協会会長

や国連協会世界連盟会長らによる挨拶・基調講演により華々しく開会されました。なお、17

日は、本フォーラムで初めて同時通訳付きの一般公開が行われ、道内外から傍聴者が参加しま

した。翌 18 日（水）と 19 日（木）は札幌大学において開催され、３日間を通じて行われた

意見交換をまとめた総括文などが作成されました。20 日（金）は北海道開拓記念館や北海道

神宮、サッポロファクトリーなどの視察を行い、リラックスしたムードの中、市内観光を楽し

みました。 

  本フォーラム参加者や一般傍聴者等に北海道の様々な魅力を知っていただくため、道や札幌

コンベンションセンター、札幌大学、裏千家北海道茶道会館などの関係機関が協力し、呈茶、

アイヌ文化の発信、北海道観光ＰＲ、初音ミクの紹介、着ぐるみによる歓迎などを行いました。 

 

◆ 世界の料理教室の開催、滝川市国際交流員へのインタビュー  

 ９月 28 日（土）、一般社団法人滝川国際交流協会主催のイベント「世界の料理教室～World 

Buffet」が滝川市総合福祉センターで開催されました。 
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参加者はいくつかのグループに分かれ、世界各国の講師の指導のもと、中国、日本、アメリ

カ、メキシコ、モンゴルのご当地料理をつくりながら交流を深めました。道庁国際課の中国・

国際交流員の李 貴鑫（リ キキン）さんや、滝川市国際課の中国・国際交流員の呉 玲（ゴ 

レイ）さんも講師として参加し、中国東北地方の代表料理「地三鮮（ジャガイモとナスとピー

マンの炒め物）」や、日本でも酢豚として知られている広東料理「咕咾肉」の作り方を丁寧に教

えていました。 

おふたりは今年の４月に来日し、それぞれの勤務地で地域の国際交流のお手伝いをしていま

す。料理教室終了後、呉さんの北海道での仕事や暮らしぶりについて李さんがインタビューを

行いましたので、ご紹介します。 

 

Q）中国ではどのような仕事をしていましたか。 

A）中国の江蘇省外事弁公室で、主に日中友好団体や商務訪問団の受入、研修生の派遣などの

仕事を担当していました。 

 

Q）今、滝川市ではどのような仕事を担当していますか。 

A）現在、滝川市総務部国際課に勤務しています。中国人向けの生活パンフレットなどの資料

翻訳を行っているほか、市内の学校でセミナーを開催するなどして学生との異文化交流を行

ったり、地域住民に中国文化を推進するため中国語講座や中国料理教室を開催しています。

また、中国からの訪問団受入についても担当しています。 

 

Q）滝川市での勤務もあと半年となりましたが、残された期間で何をする予定ですか。 

  A）これまで、中国江蘇省の外事弁公室で日中友好交流の発展に向けて努力してきたので、今

回の滝川での勤務の機会を利用して、北海道と江蘇省との学校において友好関係をつくって

いきたいと思っています。 

 

  Q）国際交流員として来日し、北海道での生活や仕事環境について新たな発見がありましたか｡ 

  A）中国の南部出身なので、湿度の高い、温かい気候には慣れているのですが、北海道に着い

てまもなくして、５月に雪が降った時はびっくりしたと同時に嬉しく思いました。夏も涼し

く、自分の故郷とは違います。空気と水も質が良く、肌も綺麗になりました。 

    仕事環境についてですが、日本ならではの丁寧さと細やかさ、そしてチームワークをしみ

じみ感じました。時間はかかりますが、ミスもなく、完璧な仕事ができると思います。 

 

 Q）日本では、北海道以外どこに行ったことがありますか。 

  A）滞在期間は長くないですが、東京、大阪、京都、福岡、長野、石川などに行ったことがあ

ります。 

 

  Q）北海道とそれらの都市とで異なると感じたことはありますか。 

A）広大な土地のせいでしょうか、北海道の皆さんは素朴でやさしいです。いつ、どこで助け

を求めても、冷たく対応されたことはありません。また、北海道の風景は素晴らしく、青空、

木、山などひとつの絵のようです。 

 

  Q）中国と友好交流を行ううえでの北海道の魅力は何だと思いますか。 

A）中国では、北海道の知名度はとても高く、有名な観光地として知られています。夏は涼し

く、冬にはスキーを楽しむことができます。また、北海道は農産物や水産物も豊富で、乳製

品などもとてもおいしいです。自然と農水産物は北海道の魅力だと思います。 
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◆ インターナショナルウィークの開催  

10 月 12 日（土）～17 日（木）の６日間、道内の総領事館や領事館、通商事務所、名誉領

事館などで構成される在北海道外国公館・通商事務所等協議会が主催するイベント「インター

ナショナルウィーク」が札幌駅前通り地下歩行空間で開催されました。 

２回目となる今年は、昨年に引き続き、各国ブースにて文化や経済を紹介するパネル等が展

示されたほか、新たな取組みとして、土・日・祝日の３日間限定で各国総領事館等による音楽

演奏やダンスなどの文化紹介パフォーマンスも実施されました。 

初日のオープニングセレモニーには、協議会会長を務める大韓民国駐札幌総領事の鄭 煥星

（チョン ファンソン）氏をはじめ中華人民共和国駐札幌総領事の許 金平（キョ キンペイ）

氏ら各国総領事等が出席し、多くの関係者の方々に見守られるなか、ファンファーレの合図と

ともにテープカットが行われました。 

中国のブースには、伝統的な踊り「ドラゴンダンス」や武術「カンフー」など中国を紹介す

るさまざまな写真が展示され、お手伝いでいらしていた中国人留学生の皆さんが来場者に観光

パンフレットやマップを配布するなどして積極的に中国の PR を行っていました。そのほか、

中国の歴史や文化などを紹介する DVD も無料で配布され、短時間でなくなるほどの大盛況ぶ

りでした。 

パフォーマンスでは、12 日（土）と 13 日（日）の計２回、中華二胡学院の講師である張 煥

（チョウ カン）氏を含む約 10 名の皆さんが、中国の伝統的な弦楽器「二胡」による演奏を

披露しました。日本で有名な「川の流れのように」なども演奏され、二胡から奏でられる幻想

的な音色に思わず足を止める通行人の方も多く見受けられました。演奏終了後には、会場全体

があたたかな拍手に包まれ、多くの来場者の方を魅了しました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【３】編集後記 

   先週、台風の影響で道内には一気に寒気が流れ込み、各地で予想外の初雪となりました。衣

替えやタイヤ交換など冬支度を急ピッチで始めた方も多いのではないのでしょうか？ 

ところで、先月 16 日、大阪市内で台風により増水した河川に足を滑らせ転落した男の子が、

中国人留学生の厳 俊（イエン チュイン）さんにより救助されたというニュースを、皆さん

は覚えているでしょうか。身の危険を顧みず、川に飛び込むという命がけの勇気ある行動をた

たえて、大阪府警から厳さんに感謝状が贈呈されたそうです。 

政治的な問題により、国レベルでは難しい局面を迎えて久しい日中関係ですが、私たちの身

のまわりでは両国の友好の絆が絶えることなく存在していることを再確認できた、心温まる出

来事だったように思います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※ 掲載希望の中国関連情報がございましたら、ぜひお寄せください。 

 

【発行：北海道総合政策部知事室国際課】 

  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/ 
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