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北海道中国会　代表　田　義之
一般社団法人北海道中国工商会　理事長

株式会社 北海道資源開発　社長

　今年は世界的に終わりのないコロナ禍も続いており、ウクライナ戦争も

長引いております。世界及びアジア地域が政治、経済が大きな変化が起こっ

ている中、北海道中国会の活動にはいろんな困難を面しております。

　北海道中国会は日中両国が絶対戦争を起こらせない、両国国民は世々代々

友好を続けられなくてはならないことを決意しまして、これから北海道と

中国の民間友好交流活動を更に堅持し、地域と道内華僑華人に貢献するよ

う努力し続きます。

　新年を迎え、私たち運営委員会一同は “情報共有、資源共享、互恵互利、

同赢共益” のスローガンの下で、華僑華人、会員様の発展などを支援し、
会員同士の交流と協力に応援します。

　この機会に北海道中国会運営委員全員を代表して、長い年月に当会へ声

援 と支持、活動の参加及び寄付をして頂いた道内企業、友人にからご感謝

と敬意を表いたします。

2022年08月05日　北海道中国工商会臨時総会

2022年11月14日　総会準備運営委員会

法律保護顧問　白 諾貝　弁護士

滞在相談顧問　滝沢 俊行　行政書士

教育担当顧問　米山 道男　北海道大学名誉教授

専門家顧問

副会長

陶 恵栄　　運営委員長

桂川 良伸／多田 豊／滝沢 俊行／松浦 正和／笹村 一／厳 俊

于 洪志／申 恩哲／白 諾貝／崔 継輝／李 雲川／康 恒林　　　　
大塚 勇治／何 暁光

参　謀

中田 博幸／張 偉雄／曲 健三／京谷 孝浩
福田 昭夫／菅原 道紀

顧　問

莫 邦富特別顧問

田 義之代　表

田 義之会　長

陶 恵栄実行委員長

于 洪志／申 恩哲　　副会長

于 徳志組織委員長
渡邉 健一／副委員長　林 東勲　　活動委員長

孫 姗姗女性委員長

曽 祥順　副委員長　韓 徳善　　留学生支援
委員長

北海道中国会 代表挨拶北海道中国会 代表挨拶

実行委員会

運営委員会
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北海道中国会へのメッセージ北海道中国会へのメッセージ

　北海道中国会の皆様におかれましては、日頃より経済、文化交流活動など様々な分野におきましてご尽力いた

だいておりますことに敬意を表します。

　中国と北海道の観光交流も、2000年の訪日団体観光ビザ発給開始からはや20年以上が経ち、これまで中国

から多くの旅行者が北海道を訪れていただきました。

昨年、中国の旅行関連企業が、中国国内（25歳以上）でアンケート調査を行ったところ、日本で行ってみたい

観光地は、1位の「富士山」に続き、「北海道」が2位に選ばれました。特に、大自然や新鮮な食、温泉などに

魅力を感じていただいており、今後に期待が持たれます。

　また、本年9月にはアドベンチャートラベルワールドサミットがアジアで初めて、当地・北海道で開催され、

全世界から多くの関係者が訪れ、自然の中でのアクティビティや異文化交流などを「体験」していただきます。

特に、昨今は道内各地でブドウ栽培が盛んになり、50か所以上のワイナリーが誕生しています。ワインに対す

る評価も高まっており、地元の食材を組み合わせた旅行ツアー等を開発し、交流活動が再開する時に備え積極的

に発信して参ります。 

　引き続き、北海道中国会をはじめ、関係先の皆様方と共に、魅力ある北海道観光を積極的に推進して参ります。

会長　小金澤　健司公益社団法人北海道観光振興機構

　北海道中国会の皆様、新年あけましておめでとうございます。昨年は「日中国交正常化５０周年」を記念する

催しが、日本全国で開かれたことは誠に喜ばしい限りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　貴会は、北海道と中国との友好拡大、文化・経済交流を進める団体として２０１３年の設立から様々な分野で、

多くの交流を通じて両国の友好はもとより、相互理解の促進など今日までのご活動に敬意を表します。私自身、

中国には北海道の食品などの紹介をはじめ、地域間の交流等で訪問させていただき、今後の可能性についても実

感していたところであります。

　世界的な新型コロナ感染拡大により、人々の往来や国・地域による交流が影響を受けて３年が経ちます。それ

まで中国からは年間約７０万人もの方々が観光で北海道を訪れ、地域を結ぶ航空路線も増えました。道内には３

千人の留学生が在籍するなど、交流拡大への期待は増すばかりでした。

　当HIECCは、黒竜江省との間で２００８年に締結した「青年交流協定」により、企業人や大学生など両地域

の若い世代の交流に力を注いできましたが、この３年間はそれも叶わず残念な思いです。

　今年こそ、これらの交流や事業が再開され、両国にとっての活況が戻ることを願うばかりです。道内の華僑・

華人の皆様との絆、多方面とのネットワークをお持ちの貴会の皆様には、今後も両国の地域交流に変わらぬお力

添えをいただきますようお願い申し上げます。２０２３年が北海道中国会の皆様にとりまして、より良い年とな

りますことを心から御祈念申し上げます。

会長　辻　泰弘公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター

　北海道中国会の皆様には、日頃から日中の市民の交流や相互理解を促進する活動にご尽力いただき心より感謝

を申し上げます。また、昨年10月に初めて開催された「チャイナフェスティバル2022札幌」では、市民が札

幌に根付いた様々な中国文化に触れる貴重な機会を提供していただき、ありがとうございました。

　さて、札幌市の外国籍市民は、昨年12月 1日時点で15,714人とコロナ前を上回り、急速に増加しておりま

す。今や外国籍市民は札幌のまちを共に支える存在であり、中でも中国の方は4,824人と最も多くお住まいになっ

ています。

　私ども札幌国際プラザは、外国人相談窓口の運営といった生活支援や姉妹都市などとの交流を通じて、市民レ

ベルの相互理解、多文化共生を推進しており、その活動は北海道中国会会員の皆様をはじめとする多くの方々に

支えられています。

　今後も、貴会がますます発展され、会員の皆様がご活躍されますことを祈念申し上げ、私からの応援メッセー

ジとさせていただきます。

副理事長　平木　浩昭公益財団法人札幌国際プラザ
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北海道中国会2022年度活動2021.12.-2022.11.

　　　　　　　　　　　　
2021年11月28日　北海道中国会総会・懇親会（張さんの厨房）　参加者35名

2021年12月4-5日　北海道中国工商会　理事劉峰の定山渓天然温泉一峯小築
　　　　　　　　　　　　（札幌市南区定山溪西1-566-1）家族忘年会開催　参加者17名

2021年12月15日　財界さっぽろ2022年新年特大号謹賀新年名刺特集に掲載されました。
　　　　　　　　　　　　北海道中国会の名刺紹介（P311）
　　　　　　　　　　　　2022年の決意解の企業紹介特集に、北海道中国会の法人会員：玄米酵素（P218）と鈴木商会（P232）の記事が掲載。

2021年12月15日　道民雑誌クォリティ2022年新年特別号賀正特集に掲載されました。
　　　　　　　　　　　　中国会法人会員陶氏診療院院長陶恵栄（P181）賛助会員キャリアバンク株式会社代表取締役社長佐藤良雄（P180）掲載
　　　　　　　　　　　　QSPOT（キュースポット）特別版に、法人会員：財界さっぽろ鹿内正孝社長の紹介；法人会員：陶氏診療院陶恵栄院長の紹介記事が掲載。（P98）
　　　　　　　　　　　　Qの写撃特集に、法人会員：陶氏診療院の「北海道美容専門学校で陶恵栄氏の“内面美”特別セミナー」の写真記事が掲載。（P27）
　　　　　　　　　　　　明日を拓く北のフロントランナー新年増大号特別企画に、法人会員玄米酵素鹿内正孝社長の紹介が掲載しました。（P139）

2022年01月01日　北海道中国会会報第八期発行　発行人　田義之　編集責任　陶恵栄

2022年01月07日　北海道中国工商会新年会（おたる別亭　宴会処）　参加者11+2名

2022年01月29日　運営委員長陶恵栄医学博士参加全日本華僑華人抗疫直播小組＆日本中医協会＆日本头条直播間主催
　　　　　　　　　　《第六波疫情来襲！教你如何有効防護》公益直播。8000余参加。

2022年02月01日　中文導報　中国新春祝賀特集掲載

2022年02月04日　春節ネット団拜会　参加者9名

2022年03月02日　ネット工商会理事交流会（ZOOM）参加者9名

2022年03月16日　田代表北方ジャーナル編集長インタビュー取材受け。

2022年04月20日　工商会理事例会＆入会歓迎会（萬珍閣）参加者9名　

2022年04月27日　新会員歓迎花見ジンギスカン交流会　参加者20名

2022年05月23日　北海道中国工商会理事会（青島飯店 薄野店）参加者5+5代理

2021年05月23日　十七回目春の留学生支援活動自転車譲渡6台　担当 李雲川

2022年05月30日　北海道中国工商会臨時理事会（ZOOM）参加者9名

2022年06月03日　工商会理事例会北海道中華総商会服務会社設立説明会　参加者7名

2022年06月26日　第57回中国人殉難者全道慰霊祭参加　（仁木町）　出席6名

2022年06月28日　駐札幌総領事劉亜明拜会北海道華僑華人団体代表　出席2名

2022年07月01日　日本華僑報・東方新報・今日頭条・中文導報報道「北海道中国会参加第57回中国人殉難者全道慰霊祭」掲載

2022年07月16日　第八回北海道中国会杯ゴルフ大会（ハッピーバレーゴルフ倶楽部）　
　　　　　　　　　　　　参加友好団体：日本中華総商会、関西中華総商会、新潟中華総商会、全日本華僑華人社团联合会　出席者60名

2022年07月28日　中文導報報道北海道中国会第八回北海道中国会杯ゴルフ大会活動

2022年08月05日　北海道中国工商会臨時総会（北京飯店）　出席者11+4（ネット）+6代理+3名

2022年08月15日　財界さっぽろ9月号のEye2022特集（P162）北海道中国会の活動写真入り記事を報道掲載
　　　　　　　　　　　　「第8回北海道中国杯ゴルフ大会　“プレーを通じて友好関係を構築”」

2022年08月23日　“中国節”華僑華人、中資企業協調会（駐札幌総領事館）　参加者2+11名

2022年09月30日　駐札幌総領事館主催「慶祝中華人民共和国成立七十三周年＆中日国交正常化50周年祝賀レセプション」           
　　　　　　　　　　　　（パークホテル札幌）　出席5+260名

2022年10月01日　中文導報　2022国慶節祝賀特集掲載

2022年10月08日　チャイナフェスティバル2022札幌　全日本中国語スピーチコンテスト北海道大会
　　　　　　　　　  北海道中国会会長賞協賛　授賞式　参加者：田義之

2022年10月8-9日　チャイナフェスティバル2022札幌（札幌市北3条広場「アカプラ」）北海道中国会と合同出展
　　　　　　　　　　　　9+21,000名　一般社団法人北海道中華総商会準備委員会協賛参加　テープカット田義之代表参加

2022年10月09日　チャイナフェスティバル2022札幌　中国書道水墨画実演＆体験担当　参加者4+2
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北海道中国会2022年度活動写真①2021.12.-2022.12.

2022 年 01 月 07 日
北海道中国工商会新年会（おたる別亭　宴会処）

2022 年 02 月 04 日
春節ネット団拜会

2021 年 12 月 4-5 日
北海道中国工商会家族忘年会

2021年 12月 12日
全日本華僑華人社団連合会年会 大使館施泳公使出席

2021年11月28日　北海道中国会総会・懇親会（張さんの厨房）　参加者35名

2021年12月4-5日　北海道中国工商会　理事劉峰の定山渓天然温泉一峯小築
　　　　　　　　　　　　（札幌市南区定山溪西1-566-1）家族忘年会開催　参加者17名

2021年12月15日　財界さっぽろ2022年新年特大号謹賀新年名刺特集に掲載されました。
　　　　　　　　　　　　北海道中国会の名刺紹介（P311）
　　　　　　　　　　　　2022年の決意解の企業紹介特集に、北海道中国会の法人会員：玄米酵素（P218）と鈴木商会（P232）の記事が掲載。

2021年12月15日　道民雑誌クォリティ2022年新年特別号賀正特集に掲載されました。
　　　　　　　　　　　　中国会法人会員陶氏診療院院長陶恵栄（P181）賛助会員キャリアバンク株式会社代表取締役社長佐藤良雄（P180）掲載
　　　　　　　　　　　　QSPOT（キュースポット）特別版に、法人会員：財界さっぽろ鹿内正孝社長の紹介；法人会員：陶氏診療院陶恵栄院長の紹介記事が掲載。（P98）
　　　　　　　　　　　　Qの写撃特集に、法人会員：陶氏診療院の「北海道美容専門学校で陶恵栄氏の“内面美”特別セミナー」の写真記事が掲載。（P27）
　　　　　　　　　　　　明日を拓く北のフロントランナー新年増大号特別企画に、法人会員玄米酵素鹿内正孝社長の紹介が掲載しました。（P139）

2022年01月01日　北海道中国会会報第八期発行　発行人　田義之　編集責任　陶恵栄

2022年01月07日　北海道中国工商会新年会（おたる別亭　宴会処）　参加者11+2名

2022年01月29日　運営委員長陶恵栄医学博士参加全日本華僑華人抗疫直播小組＆日本中医協会＆日本头条直播間主催
　　　　　　　　　　《第六波疫情来襲！教你如何有効防護》公益直播。8000余参加。

2022年02月01日　中文導報　中国新春祝賀特集掲載

2022年02月04日　春節ネット団拜会　参加者9名

2022年03月02日　ネット工商会理事交流会（ZOOM）参加者9名

2022年03月16日　田代表北方ジャーナル編集長インタビュー取材受け。

2022年04月20日　工商会理事例会＆入会歓迎会（萬珍閣）参加者9名　

2022年04月27日　新会員歓迎花見ジンギスカン交流会　参加者20名

2022年05月23日　北海道中国工商会理事会（青島飯店 薄野店）参加者5+5代理

2021年05月23日　十七回目春の留学生支援活動自転車譲渡6台　担当 李雲川

2022年05月30日　北海道中国工商会臨時理事会（ZOOM）参加者9名

2022年06月03日　工商会理事例会北海道中華総商会服務会社設立説明会　参加者7名

2022年06月26日　第57回中国人殉難者全道慰霊祭参加　（仁木町）　出席6名

2022年06月28日　駐札幌総領事劉亜明拜会北海道華僑華人団体代表　出席2名

2022年07月01日　日本華僑報・東方新報・今日頭条・中文導報報道「北海道中国会参加第57回中国人殉難者全道慰霊祭」掲載

2022年07月16日　第八回北海道中国会杯ゴルフ大会（ハッピーバレーゴルフ倶楽部）　
　　　　　　　　　　　　参加友好団体：日本中華総商会、関西中華総商会、新潟中華総商会、全日本華僑華人社团联合会　出席者60名

2022年07月28日　中文導報報道北海道中国会第八回北海道中国会杯ゴルフ大会活動

2022年08月05日　北海道中国工商会臨時総会（北京飯店）　出席者11+4（ネット）+6代理+3名

2022年08月15日　財界さっぽろ9月号のEye2022特集（P162）北海道中国会の活動写真入り記事を報道掲載
　　　　　　　　　　　　「第8回北海道中国杯ゴルフ大会　“プレーを通じて友好関係を構築”」

2022年08月23日　“中国節”華僑華人、中資企業協調会（駐札幌総領事館）　参加者2+11名

2022年09月30日　駐札幌総領事館主催「慶祝中華人民共和国成立七十三周年＆中日国交正常化50周年祝賀レセプション」           
　　　　　　　　　　　　（パークホテル札幌）　出席5+260名

2022年10月01日　中文導報　2022国慶節祝賀特集掲載

2022年10月08日　チャイナフェスティバル2022札幌　全日本中国語スピーチコンテスト北海道大会
　　　　　　　　　  北海道中国会会長賞協賛　授賞式　参加者：田義之

2022年10月8-9日　チャイナフェスティバル2022札幌（札幌市北3条広場「アカプラ」）北海道中国会と合同出展
　　　　　　　　　　　　9+21,000名　一般社団法人北海道中華総商会準備委員会協賛参加　テープカット田義之代表参加

2022年10月09日　チャイナフェスティバル2022札幌　中国書道水墨画実演＆体験担当　参加者4+2

2022年10月11日　日本華僑報・中文導報・東瀛万事通報道「在首届札幌中国节上体验书法彩绘水墨画」

2022年10月16日　十八回目秋の留学生支援活動自転車譲渡9台　担当 李雲川

2022年10月21日　北海道中国会主催日中国交正常化50周年記念ゴルフ大会＆懇親会
　　　　　　　　　　　　（札幌北広島ゴルフ倶楽部＆ジャスマックプラザホテル）出席45+50名

2022年11月03日　中文導報報道北海道中国会主催日中国交正常化50周年記念ゴルフ大会＆懇親会活動

2022年11月14日　総会準備運営委員会（北京飯店）出席12名

2022年11月18日　駐札幌総領事館、劉亜平総領事中国共産党第二十次全国代表大会精神伝達　参加者5名

2022年11月19日　北海道中国工商会第四回総会＆懇親会　（プレミアホテル中島公園札幌）参加者15+9名

2022年11月26日　第九回北海道中国会総会・懇親会（プレミアホテル中島公園札幌）　参加者36名

-4-

2022 年 04 月 27 日
新会員歓迎花見ジンギスカン交流会

2022 年 06 月 26 日
第 57 回中国人殉難者全道慰霊祭参加　（仁木町）
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北海道中国会2022年度活動写真②2021.12.-2022.12.

2021年12月12日　全日本華僑華人社団連合会年会 大使館施泳公使出席　参加者：田義之
2022年03月21日　全日本華僑華人社団連合会主要リーダーと中部僑領名古屋交流会　参加者：田義之
2022年07月15日　北海道中華総商会発足準備交流会（ジャスマックプラザホテル）　参加者16+14名
2022年07月17日　北海道中国会開催歓迎全日本華僑華人社団連合会訪問団交流会（札幌ビール園　ポプラ館）出席者35名
2022年11月29日　北海道観光振興機構　参加者：田義之、陶恵栄、申恩哲
2022年12月01日　公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター HIECC/ハイエック　参加者：田義之、陶恵栄
2022年12月01日　公益財団法人札幌国際プラザ　参加者：田義之、陶恵栄

左：2022年 07月 16日　第八回北海道中国会杯ゴルフ大会（ハッピーバレーゴルフ倶楽部）
右：2022年 09月 30日　駐札幌総領事館主催「慶祝中華人民共和国成立七十三周年＆中日国交正常化50周年祝賀レセプション」参加

2022年 12月 01日　公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター

2022年 07月 15日
北海道中華総商会発足準備交流会（ジャスマックプラザホテル）

2022年 11月 29日
北海道観光振興機構

2022年 12月 01日公益財団法人札幌国際プラザ
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北海道中国会2022年度活動写真③2021.12.-2022.12.

2022年 10月 8-9日
チャイナフェスティバル2022札幌　物販・展示ブース出展

2022 年 10 月 8日
チャイナフェスティバル 2022 札幌全日本中国語スピーチコンテスト

2022年 10月 21日
北海道中国会主催日中国交正常化50周年記念ゴルフ大会＆懇親会

2022年 5月＆10月
十七＆十八回目春＆秋の留学生支援活動自転車譲渡

2022 年 10 月 9日
中国書道水墨画実演＆体験

2022年 11月 19日
北海道中国工商会第四回総会＆懇親会

2022年 11月 26日　第九回北海道中国会総会＆懇親会
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北海道中国会会員数　（2022.11.26 現在）

制作・編集 北海道中国会会報への投稿・お問合せ 北海道華人の家  WeChat

北海道中国会　法人会員・賛助法人会員様

北海道中国会事務局
〒001-0021 北海道札幌市北区北21条西 5丁目 1－2

陶ビル 2F陶氏診療院内

TEL.011-756-2228　|　FAX.011-757-2232

Mail　hkdkakyoukazinn@yahoo.co.jp

URL  http://www.h-kakyokajin.com

235名
特別顧問・参謀等　　13名
個人会員　　　　　　50名　
学生会員　　　　　110名

法人会員　　32名 
家族会員　　30名総会員数 類別会員数

禅株式会社
〒060-0061
札幌市中央区南1条西 1丁目
マナー白鳥602
TEL.011-590-1802

編集責任者　運営委員長 陶恵栄

ZEN co.,ltd

万嘉房地産

有限会社エコファインエンジニアリング
新ニセコ営業出張所
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