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＊２０１９年度は台風接近の為、２０２０年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より 

開催中止とさせていただきました。 

また、２０２１年度は、Youtube 配信での開催とさせていただきました。 



 

 

中秋明月祭 大阪 2022 開催にあたって 

実行委員会 委員長  王 天 佐 

 
  

”萬里無雲鏡九州，最団圓夜是中秋” 

（万里に雲無く、九州を鏡らす 最も団円なる夜は中秋なり） 

一年に一度の中秋節を迎えるとき、名月を眺め、団らんを楽しみ、故郷を想い

ます。中秋節は中国で最も重要な伝統的な祝日の一つであり、何世紀にもわたり

発展してきた独特の民間風習です。 

新型コロナウイルスの影響で、今は海外華僑は故郷へ帰ることが出来ませんが、

故郷を想う郷愁の念は募る一方ではないでしょうか。 

この中秋の文化は時空と海を越え、遠く国境を隔てた地に暮らす私たち華僑華人

にとって、その思いはより一層深いものとなります。 

 ”清暉千里共，皓魄十分圆” 

（清らかな輝きは千里を共にする。何者にも勝る望月の丸さよ） 

中秋の明るく澄んだ月は、欠けることない人々の願いです。月は世界の人々をあまねく照らしてくれます。 

同じ月のもと、皆々様が一堂に会する｢中秋明月祭大阪」は、故郷を離れた華僑に声をかけ、祝福を贈るもの

です。各界の友人たちに中国文化の暖かさと心地よさを届け､コロナ禍の暗雲を払拭する新たな力となること

を願っています。 

「中秋明月祭 大阪」は、中秋の名月を祝いながら日中間の文化交流を図ることを目的に、2009 年から開

催し、今年で１４年目を迎えます。「交流友好，共建和諧（交流して友好を築き、ともに調和を成す）」をテ

ーマに掲げる本イベントは、中華人民共和国駐大阪総領事館・大阪市・関西地域の華僑華人団体・日中友好

団体のご協力、ご支援の下で開催されてきました。 

長年にわたり、多くの困難を克服してきた結果、「中秋明月祭 大阪」は、関西における日中友好イベントの

１つのブランドとして確立されており、地域経済の活性化にもプラス効果をもたらすイベントとなっており

ます。 

2021 年度はコロナウイルス感染拡大防止の観点より、初の試みとなる WEB 方式での”中秋明月祭大阪

2021・花好月圓、四海同慶”開催となりましたが、昨年１０月時点で、統計視聴者が世界中で５万３千余人

余りとなり、多くの方々に中秋文化の魅力を発信することが出来ました。 

2022 年は「日中国交正常化５０周年」という大きな節目の年であり、「中秋明月祭 大阪」を通じて、日中

の友好交流の歴史を知って頂くことにより相互理解が更に深まり、日中友好の輪がこれまで以上に広がり、

経済の振興、日中文化交流の推進に寄与できれば幸いです。 

また、2025 年には大阪・関西で国際博覧会が開催され、在日華僑華人は「中秋明月祭 大阪」を通じて、

積極的に参加し、地域社会に溶け込み、全力で応援致します。 

我々は「中秋明月祭 大阪」を通じて、理解と友情を深め、コロナと戦う世界に向けて「交流友好・共建和

諧」の精神で、希望と勇気を与えるイベントにするという自信があります。 

今年、さらにパワーアップした「中秋明月祭大阪 2022」開催に向け、すでに準備を始めております。晴天

の下で開催でき、皆様方とお会いできるのを楽しみにしながら、我々実行委員会一同努力してまいります。 

「中秋明月祭大阪 2022」は、皆で祝う大規模な文化イベントです。皆様のご来場・ご参加を心からお待ちし

ております。 

最後に、1４年にわたる「中秋明月祭 大阪」の歴史を振り返り、改めて日中両国の各界友人の皆様からの

ご支援・ご協力に感謝するとともに、今後とも「中秋明月祭 大阪」を応援して頂けます様、衷心よりお願い

申し上げます。 
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中華人民共和国駐大阪総領事館 薛 剣 総領事 

第十四届“中秋明月祭 大阪”祝辞 
 

          值第十四届“中秋明月祭”举办之际，我谨代表中国驻大阪总领馆表示热烈 

祝贺，向付出辛苦努力的执委会各位成员以及关心支持活动的中日各界朋友 

深表敬意！ 

好时节，愿得年年，常见中秋月。“中秋明月祭”自 2009 年起与大家相伴 

至今，像一卷画，把中国故事娓娓道来；像一杯茶，寄托海外游子思乡之 

情；像一扇窗，让中日朋友在同一轮明月下共话友谊。希望 2022 年“中秋明 

月祭”描绘更好画卷，传递更多暖意，注入更多正能量！ 

今年是中日邦交正常化 50 周年，有机遇也有挑战。“国之交在于民相亲”，由衷期待“中秋明月

祭”继续扎根基层，增进民心相知相通，为打造“好看好玩又好吃”的中日友好做出更大贡献！ 

预祝本届“中秋明月祭”圆满成功，祝关西地区各位朋友平安、健康！ 

 
 
 

                             中华人民共和国驻大阪总领事 
 

 

中秋明月祭 大阪 2022 実行委員会 構成 

構成団体（順不同）： 

  大阪華僑総会     神戸華僑総会     京都華僑総会     西日本新華僑華人聨合会 

西日本中華總商会  一般社団法人西日本中国企業連合会  一般社団法人四国華僑華人連合会 

  NPO 法人大阪府日本中国友好協会                   一般社団法人日中経済貿易センター 

  一般社団法人大阪中華北幇公所                一般社団法人関西中華總商会 

  一般社団法人日本関西福建経済文化促進会           西日本地区中国留学生学友会 

 

共  催：中華人民共和国駐大阪総領事館  大阪市 

 

特別共催：中国駐大阪観光代表処 

 

後援団体（順不同）： 

  大阪府     京都府     兵庫県      奈良県      和歌山県      滋賀県 

大阪商工会議所            京都商工会議所            神戸商工会議所 

  公益社団法人関西経済連合会   一般社団法人関西経済同友会   公益財団法人大阪観光局 

  一般財団法人日中経済協会関西本部   日本華僑華人聯合総会   全日本華僑華人社団聯合会 

  一般社団法人東京華助中心   名古屋春節祭実行委員会  一般社団法人関西日中平和友好会 

  NPO 法人中国語教育推進協会             公益財団法人関西・大阪 21 世紀協会 

  NPO 法人関西障害者国際交流協会               一般財団法人ジオ政策研究所 

NPO 法人大阪府武術太極拳連盟             大阪府中華料理業生活衛生同業組合 

日本中華文化教育芸術基金 
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松井 一郎 大阪市長 祝辞 

 
 

大阪市の秋の恒例イベントとして広く親しまれている「中秋明月祭 大阪 2022」 
がこの度盛大に開催されますこと、心よりお喜び申し上げるとともに、実行 
委員会の皆様、中国総領事館の皆様の熱意とご尽力に深く敬意を表します。 

 
          中秋明月祭は、中国の料理、歌、踊りなどの多種多様な文化が紹介されるイベン 

トとして長きにわたり市民の間に定着してきました。そのようなイベントが４年ぶ 
りに、かつての中国との外交の要所である史跡難波宮跡において実地開催される運 
びとなり、今からとても楽しみにしています。 

 
特に、本年は、日中国交正常化 50 周年の節目の年になります。本イベントの開

催を通じて、大阪・関西の方々が中国文化に接し、また両国間の友好交流の歴史を感じていただくこと
で、より一層相互理解が深まり、日中友好の輪が広がるとともに、経済の振興、活性化につながってい
くことを期待しております。 
 
新型コロナウイルスの影響はいまだ予断を許しませんが、大阪市としても友好都市である上海市、ビ

ジネスパートナー都市である香港、天津市を中心に、引き続き、経済や文化など様々な分野で交流の深
化に努めてまいりますので、皆様方のより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
最後になりますが、2025 年には「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにした、大阪・関西万

博が開催されます。中国をはじめ世界中からご参加いただき、ともに盛り上げていきたいと思いますの
で、引き続きのご理解、ご支援をよろしくお願いします。 
 
「中秋明月祭 大阪 2022」が大きな成功をおさめ、中国と大阪の交流が今後さらに発展しますこと

を期待し、お祝いのことばといたします。 
 

大阪市長  松井 一郎 
 

中秋明月祭 大阪 2022 実行委員会 構成 つづき 
 
特別協賛：アサヒビール株式会社  カセイ物産株式会社  貴州茅台酒  株式会社 創賢商事 

KINTETSU  財法グループ  株式会社盛龍  あき株式会社 
     神戸学院大学 
 
協  賛：イーストライズトランスポート株式会社  正龍グループ  一般社団法人大阪華商会 
     株式会社アインストーン  株式会社ジェイシー  日本興商株式会社 

株式会社廣記商行  太平洋株式会社  大阪国際教育学院  捷通物産 
 
名誉顧問：谷井昭雄（NPO 大阪府日本中国友好協会 名誉会長 ／ パナソニック ホールディングス（株）客員） 
 
顧  問：石 澤 毅（中国駐大阪観光代表処 首席代表） 

関 志 浩（一般社団法人西日本中国企業連合会 会長） 
     梶本徳彦（NPO 法人大阪府日本中国友好協会 会長） 
     伊藤好生（一般社団法人日中経済貿易センター 会長 ／パナソニック ホールディングス（株）客員） 
     任 書 楷（京都華僑総会 会長） 
     陳 昆 儀（神戸華僑総会 会長） 
     戦 松 茂（中秋明月祭大阪 2010 実行委員長） 
     曽 昇 龍（中秋明月祭大阪 2011・2012 実行委員長） 
     于 学 偉（一般社団法人大阪中華北幇公所 理事長／中秋明月祭大阪 2013 実行委員長） 
              胡 士 雲（西日本新華僑華人聨合会 会長／中秋明月祭大阪 2014～2018  実行委員長） 
     魏 鵬 程（一般社団法人関西中華總商会 会長） 
 
芸術顧問：李   庚 (中国李可染画院 院長) 
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中秋明月祭大阪 2022 実行委員会 
 

 

 

実 行 委 員 長：王 天 佐（西日本中華総商会 会長） 
 
実行副委員長：趙 知 理（大阪華僑総会 会長） 
        ：青柳明雄（NPO 法人大阪府日本中国友好協会 理事長） 
        ：張 嘉 樹（一般社団法人四国華僑華人連合会 会長） 
  
事 務 局 局 長：王 遵 輝（一般社団法人大阪中華北幫公所 事務局長） 
   副局長：邵  礼（一般社団法人大阪中華北幫公所 事務局次長） 
 
総 務 部 部 長：松本卓美（NPO 法人大阪府日本中国友好協会 事務局長）  
   副部長：石   鋒（神戸華僑総会 事務局長）  
        ：孫 有 輝（大阪華僑総会 理事） 
 
財 務 部 部 長：趙 永 健（全日本華僑華人社団聯合会 財務部長） 
   副部長：陳 進 元（大阪華僑総会 常務理事） 
 
運 営 部 部 長：王 天 佐（兼任） 
   副部長：清水正弘（NPO 法人大阪府日本中国友好協会 副理事長） 
         儲 英 明（西日本中華総商会 事務局長） 
         劉 雪 梅（西日本中華総商会 理事） 
 
広 告 部 部 長：陳 登 才（一般社団法人日本関西福建経済文化促進会 会長） 
   副部長：呉 宜 漂（一般社団法人日本関西福建経済文化促進会 副会長） 
         江   寧（一般社団法人西日本中国企業連合会 事務局長） 
                             池田  稔（一般社団法人日中経済貿易センター 副理事長） 
 
渉 外 部 部 長：畢 廣 軍（一般社団法人関西中華総商会 常務副会長） 
              副部長：唐 永 茜（西日本華僑華人婦女会 会長） 
 
招 商 部 部 長：孔 慶 毅（一般社団法人関西中華総商会 副会長） 
     副部長：姜 光 健（一般社団法人四国華僑華人連合会 事務局長） 
 
宣 伝 部 部 長：李 存 琳（一般社団法人大阪中華北幫公所 副理事長） 
   副部長：楠本政幸（NPO 法人大阪府日本中国友好協会 理事） 

完顔琪閣（関西日本華僑華人婦女聯合会 会長） 
江 湘 吉（西日本地区中国留学生学友会 会長） 

 
文芸演出部長：胡 士 雲（兼任） 
副部長・舞台監督：張 述 洲（学校法人神戸中華同文学校 名誉校長） 
                             葉 衛 陽（日本中華文学芸術家連合会 会長） 
   副部長：藤井秀幸（NPO 法人大阪府日本中国友好協会 副理事長） 
         傅   巍（一般社団法人京都中国書画院 執行院長) 
 
 
【事務局】 

   〒550-0004 大阪市西区靭本町 3 丁目 9 番 18 号（一般社団法人 大阪中華北幫公所事務局  内） 

   TEL：06-6445-8191      FAX：06-6445-8200 

   電子メール：info@moon-osaka.org   ホームページ：http://www.moon-osaka.mixh.jp/wp/  
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中秋明月祭 大阪 2022 開催概要 
 
 

 「中秋明月祭 大阪 2022」は過去からのイベントの続きであり、その発展でもある。過

去の成功を基に、積み重ねてきた経験を活用すると同時に、経済交流を更に深め強固なも

のとし、来場者に参入意識をより与えられるよう工夫していきたい。それにより、開催の

目的を達成できると考える。（“中秋明月节・大阪 2022”是历年活动的延续和发展。因此，本次活动将

充分利用过去历届活动的成功经验，保留和继承优秀的活动项目。同时，本次活动将强化经济交流活动，继续

增强到场人员的参与感，以达成举办目的。） 

 

開催目的：交流友好，共建和諧（交流して友好を築き、ともに調和を成す）。より具体的には、以下のことを目

指す。在日華僑華人の団結を図り、中華文化を伝承して、ともに調和のある華僑華人社会を

作ること；華僑華人と地元の日本人との交流を深め、地域社会に溶けこみ、地域社会の一員

として日本の発展に力を尽くすこと；中日の民間レベルでの友好関係を着実に推進し、両国

の架け橋として中日友好に貢献すること。（团结在日华侨华人，传承中华文化，共同创造和谐侨社；加

强华侨华人与当地民众的交流，积极融入当地社会，为当地社会的发展贡献力量；促进中日民间的友好交流，为中

日两国的共同发展献智献力。） 

開催日時：２０２２年 １０月８日（土）10:00～19:00    ９日（日）10:00～18:00 

開 催 地：史跡 難波宮跡（大阪市中央区法円坂 1） 

入 場 料：無料（免费） 

予定内容：１，文化芸術交流；２，食文化交流；３，観光交流；４，経済貿易交流 

【文化芸術交流】この交流を通して、来場者が中日文化の共通点と相違点を知りながら、両国文化の理

解を深め、お互いの文化のすばらしさを実感させる。（通过这一交流，使到场观众能了解中日文化的共通点与不同

点，以达到进一步促进和加深中日国民之间相互理解的目的。） 

 ◆中国と日本の民族音楽・舞踊、太極拳、中国雑技など（演出中日民族音乐、舞蹈、太极拳和杂技等） 

 ◆クイズや文化講座など（举办知识竞猜及其他文化讲座等） 

 ◆健康知識講座、無料鍼灸体験（免费体验针灸） 

 ◆法律相談、中国留学相談、在日就職相談、生活事情相談など 

【食文化交流】この交流を通して、来場者が中日の食文化を知りながら、美味しい中華料理・日本料理

を味わい、調和・友好の雰囲気を作る。（通过这一交流，使到场观众能了解中日饮食文化，品尝中日美食，以达到营造

和谐、友好氛围的目的。） 

 ◆中国料理・日本料理、点心、お茶などの展示と販売（中华饮食展示及饮用食品销售） 

【観光交流】この交流を通して、来場者が中国と日本の美しい風景と観光地を知りながら、人員の交流

と旅行の発展を推進する。（通过这一交流，使到场观众能了解到中日自然风光和旅游景点，以达到推动中日旅游发展和加

强人员交流的目的。） 

 ◆航空会社、旅行会社、ホテルなどの提案（旅行社、航空公司、宾馆饭店等的说明会及旅游产品推介） 

 ◆観光旅行企画商品の案内と相談など 

 ◆中国の世界遺産写真展、中日の観光名所写真展（中国的世界文化遗产及中国风光、日本风光图片展示） 

【経済貿易交流】この交流を通して、来場者が中国と日本の経済発展の最新情報と中日物産を知りなが

ら、中日企業の交流を促進する。（通过这一交流，使到场观众能了解到中日经济发展的最新情况，了解中日物产，以达

到进一步推动中日经济发展的目的。） 

 ◆中日の経済発展に関する講座、中国の経済政策と投資政策の紹介（举办中日经济发展情况讲座，介绍相关

经济政策和投资政策） 

 ◆中日企業の交流、ビジネス商談、企業ＰＲなど（中日企业交流、商务会谈、商业咨询等） 

 ◆中日物産の展示・販売など（中日物产展示及物品销售等） 
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中秋明月祭 大阪 2022 実行委員会 運営スケジュール 
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時 期 運 営 内 容 

5 月 

構成団体会議：実行委員確定 

実行委員会発足 

 

部局長会議召集  

部局設置・部長人事調整 

各部局の運営計画 

総領事館・大阪市訪問：共催依頼 

開催場所使用の仮申請 

6 月 

部局長会議召集 

各部局：人事・運営内容の調整 

企画書とスケジュールの作成・調整 

 

ＨＰ作成の開始・内容調整 協賛企業への宣伝・協賛広告の募集準備 

部局長会議召集 

実行委員会会議： 

  企画書内容の検討・確認 

後援団体・協賛団体・協賛企業： 

  依頼状発送   訪問開始 

設営会社との打合せ 

会場配置図作成・確定 

出演者・出展者： 

  リストアップ  依頼・募集開始 

招聘中国企業・芸術団体： 

  リストアップ・招聘準備開始 

開催チラシの作成 マスコミへの広報活動開始 

7 月 

部局長会議召集 

実行委員会会議：進展報告 

後援団体・協賛団体・協賛企業訪問 

出演者・出展者募集 

中国企業・芸術団体招聘の確定 

ＨＰ内容の充実・新着情報 

ポスター作製・告知 

協賛ガイドブック作成 

協賛企業への宣伝・協賛広告の募集 

マスコミへの広報活動 

募集事項 出演者・出展者募集 



 

 

 

 

８月 

部局長会議召集 

実行委員会会議：進展報告 

中央区・近隣町会への挨拶 

開幕式来賓： 

  リストアップ  依頼状発送 

演出プログラム作成開始 

全体プログラム作成開始 

出演者・出展者確定 

出展者への第一回目説明会 

出演者との打ち合わせ 

ＨＰ内容の充実・新着情報 

ポスター告知 

ボランティア募集・打合わせ 

協賛ガイドブックデータ取りまとめ 

協賛企業への宣伝・協賛広告の募集完了 

 

９月 

部局長会議召集 

実行委員会会議：進展報告 

出展者最終説明会・テント抽選 

演出プログラム完了 

全体プログラム完了 

中央区・近隣町会への挨拶 

開幕式来賓確定 

ＨＰ内容の充実・新着情報  

協賛ガイドブック最終チェック・印刷  

ポスターの地下鉄掲載  

１０月 

部局長会議召集 

各部局最終打合わせ 

開幕式打合わせ 

来賓への連絡など 

５日～７日 設営作業 

８日～９日 明月祭２０２２開催 

１０日～１２日 撤収作業 

各団体・企業などへ訪問（お礼） 

ＨＰ内容の充実・新着情報  

年末 
実行委員会会議：進展報告 

来年度の開催に向けての展望 
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中秋明月祭 大阪 2022 会場予定図 

史跡難波宮跡（大阪市中央区法円坂１） 

 

Google Map より 
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中秋明月祭 大阪２０２２ イベントスケジュール 
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【中秋明月祭大阪の歴史】 

                                                         

中秋明月祭 大阪 2018 開催時 会場風景 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

     会場入り口での 10 周年記念パネル展          多くの方にご来場いただきました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    開幕式時の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      多くの方々よりご協力をいただきました 
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        ヤンコー踊り                                                                                  獅子踊り 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

        中国少数民族の踊り               チャイナドレスを纏っての踊り 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                            中国伝統舞踊                                                                 ベリーダンス 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                    龍の舞                                          OSK 日本歌劇団による特別レビュー 
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中秋明月祭大阪２０２１ WEB 配信開催事業報告書 

 

名 称 中秋明月祭 大阪２０２１ 

テ ー マ メインテーマ：交流友好・共建和諧 

開 催 目 的 

 交流友好・共建和諧（交流して友好を築き、ともに調和を成す）。具体的には、以下のこと
を目指す。在日華僑華人の団結を図り、中華文化を伝承して、ともに調和のとれた華僑華人
社会を作ること；華僑華人と地元の日本人との交流を深め、地域社会に溶けこみ、地域社会
の一員として日本の発展に力を尽くすこと；大阪-上海友好都市提携４５周年の記念すべき１
年であり、中日の民間レベルでの友好関係を着実に推進し、両国の架け橋として中日友好に
貢献すること。 

実 施 日 時 令和３年 １０月１日（金）～ 

実 施 場 所 WEB 配信 https://youtu.be/-pwPK80MG7Q 

主催団体名 

中秋明月祭大阪２０２１実行委員会（構成団体：大阪華僑総会・神戸華僑総会・京都華僑総会      
西日本中華總商会・一般社団法人西日本中国企業連合会・一般社団法人四国華僑華人連合会・  
NPO 法人大阪府日本中国友好協会・一般社団法人日中経済貿易センター・一般社団法人大阪中華北幇
公所・一般社団法人関西中華總商会・日本関西福建経済文化促進会・西日本地区中国留学生学友会） 

共 催 中華人民共和国駐大阪総領事館・大阪市 

特 別 共 催 中国駐大阪観光代表処 

後援団体名 

（順不同） 

大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・大阪商工会議所・京都商工会議所・神戸商工会

議所・公益社団法人関西経済連合会・一般社団法人関西経済同友会・公益財団法人大阪観光局・一般財

団法人日中経済協会関西本部・日本華僑華人聯合総会・全日本華僑華人聯合会・一般社団法人東京華助

中心・名古屋春節祭実行委員会・一般社団法人関西日中平和友好会・NPO 法人大阪日中協会・一般社

団法人国際健康科学研究院・NPO 法人中国語教育推進協会・公益財団法人関西・大阪 21 世紀協会・

NPO 法人関西障害者国際交流協会・一般財団法人ジオ政策研究所・日本経済大学神戸三宮キャンパ

ス・NPO 法人大阪府武術太極拳連盟・大阪府中華料理業生活衛生同業組合・日本中華文化教育芸術基

金 

特 別 協 賛 カセイ物産株式会社・貴州茅台酒 日和商事株式会社・神戸学院大学 

協賛団体名 

（順不同） 

日本興商株式会社・正龍グループ・株式会社大鵬・中王産業株式会社 

イーストライズトランスポート株式会社・一般社団法人大阪方正商会 

実施の状況 

来場者・出演者・スタッフなどの新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、本年度は会

場開催ではなく配信方式にて開催した。 

YouTube のほか、中国の動画サイトなどの媒体でも放映され、多くの方々にご覧頂き、日中

両国の相互理解や交流を深めることに貢献することができた。  
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