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企 画 概 要 書 

 

 

 

開催予定地 ： 史跡 難波宮跡 【現在利用許可申請中】 

開 催 日 時 ： ２０１１年 ９月１７日（土） ～１８日（日） 

＊一部変更となる場合もございます。御了承下さい｡ 

    

主主主主    催催催催    ：：：：    中秋明月祭大阪中秋明月祭大阪中秋明月祭大阪中秋明月祭大阪２０１２０１２０１２０１１１１１実行委員実行委員実行委員実行委員会会会会    
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中秋明月祭大阪２０１１ 開催にあたって 

 

中秋明月祭大阪 2011 実行委員会 

実行委員長  曽 昇龍 

 いにしえの都、史跡 難波宮で今年も「中秋明月祭大阪２０１１」を開

催させていただくこととなりました。 

中秋明月祭の中秋は、陰暦の８月１５日に明月を鑑賞する「中秋節」の

意味で、中国も日本も同じ習慣を有し、月を眺めて故郷を思い、家族で名

月を観賞する共通の文化となっています。 

思えば古くは徐福伝説から、魏志倭人伝での卑弥呼の記述、阿倍仲麻呂と李白、鑑真和上とそ

の弟子たちから近代の魯迅と藤野先生にいたる中日交流の歴史は枚挙にいとまがありません。ま

さしく一衣帯水の国であり、両国間には数多くの魅力的な物語が生まれています。 

平成の時代となった今、この中秋節の節目に、大阪の地であらためて中国と日本のあいだの交

流に新しいページを開きたいとの思いで、９月１７日・１８日の両日に３回目となる中秋明月祭

を開催いたします。 

今年は３月１１日に東日本大震災が発生し、大津波の発生、原子力発電所の事故がありました。

あらためまして被災されました皆様にお見舞いと犠牲者の方のご家族に哀悼の意を表明させて

いただきます。われわれ実行委員会を組織する団体も独自に支援物資の輸送、義捐金の寄付、チ

ャリティ・コンサートの開催を通じて微力ながら支援をさせていただきました。 

この大震災の年に、「中秋明月祭大阪２０１１」を開催するにあたり、これまでどおり、中国

の文化を中心とした中日交流の舞台、催し物、ブースの企画の他に、さらに被災者、被災地を支

援できることはできないかを考え、企画させていただいています。日本の元気を力づけたい思い

でいっぱいです。 

今年のテーマは人と人のふれあいの「和」です。中国語で「合」と「和」は同音（ｈｅ）です。

関西に住むたくさんの中国人、日本人、地域の市民の皆様が会場へ集まり、仲間になり（合）、

交流を通じて新たな人と人のふれあい、出会いが生まれ（和）感動を体験していただき、あらた

な物語が生まれましたらわれわれといたしましては最高の喜びです。 

皆様のご来場を心よりお待ちしております。 
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� 中秋明月祭中秋明月祭中秋明月祭中秋明月祭    大阪大阪大阪大阪 2012012012011111    開催要項開催要項開催要項開催要項概要概要概要概要    

 

� 名   称：中秋明月祭 大阪 201１ 

� 開催目的：「和」をテーマとし、人と人とのふれあいを通じ、関西における中国と日本の友好

の輪を広げ、日中間の文化・経済交流、相互理解の促進に寄与し、関西を元気にすることを

目的とする。 

� 開催予定日時：201１年 9 月 17 日（土） 10:00～20:00 

                   18 日（日） 10:00～18:00 

� 開催予定地：史跡難波宮跡（大阪市中央区法円坂 1） 【現在利用許可申請中】 

� 入 場 料：無 料 

� 主  催：中秋明月祭大阪 2011 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、西日本新華僑華人聯合会、西日本中

国企業連合会、西日本中国留学人員友好聯誼会 

� 共  催：中華人民共和国駐大阪総領事館、中国国家観光局大阪駐在事務所、大阪市 

� 後援依頼予定団体：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、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、一般財団法人日中経済協会関西本部、社団法人

関西経済同友会、日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、一般社団法人日中経済貿易センター、

大阪府日本中国友好協会                                     （順不同） 

� 協賛依頼予定企業：パナソニック株式会社、ダイキン工業株式会社、京セラ株式会社、日本電

産株式会社、ローム株式会社、オムロン株式会社、浙江・中国小商品城集団会社（株）、中国・

雲南省 プーアル市                                         （順不同） 

� 予定内容：中日民族音楽や舞踊、中国国内から招聘の芸術団公演、飲食ブース、物販ブース、企

業ＰＲブース、旅行案内・中国商談等 PR ブース、日中友好・文化交流ブースなど 

� 来場目標：2 日間 45000 人（2010 年度 入場者数約 40000 名） 

 

【事 務 局】 中秋明月祭 大阪 2011 実行委員会運営事務局 

〒550-0004 大阪市西区靭本町 3-9-18 （大阪華僑総会内） 

TEL：06-6448-0541  FAX：06-6448-0545 

公式ホームページ：http://www.moon-osaka.org 

イベントガイド HP：http://meigetsusai-guide.com/ 

お問い合わせ用メールアドレス：info2011@moon-osaka.org 
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【中秋明月祭 大阪 2011 実行委員会 構成】 

 

顧     問   張 欣（中華人民共和国駐大阪総領事館 副総領事） 

            鄭保壘（中国国家観光局大阪駐在事務所 所長） 

            鄭正勝（京都華僑総会 会長） 

            鮑悦初（神戸華僑総会 会長） 

戦松茂（中秋明月祭大阪 2010 実行委員長   大阪華僑総会 副会長） 

楊  萍（西日本中国企業連合会 会長） 

            張朔源（西日本中国留学人員友好聯誼会 会長） 

 

実 行 委 員 長   曽昇龍（大阪華僑総会 会長） 

 

実行副委員長   李国夫（西日本新華僑華人聨合会 会長） 

 

運 営 事 務 局   事 務 局 長  ： 王遵輝 

            事務局次長 ： 邵 礼 

            オブザーバー： 大阪市政策企画室より 1 名 

 

     財務部   部 長 ： 張廖昭男 

            副部長 ： 楊恵一 

 

運営部   部 長 ： 常建華 

            副部長 ： 許士超 

 

     企画部   部 長 ： 郭 強 

            副部長 ： 李存琳 

 

     総務部   部 長 ： 于学偉 

            副部長 ： 孫雄厚 

 

     広報部   部 長 ： 劉中耀 

            副部長 ： 趙永健 
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【中秋明月祭大阪 2011 の企画内容（案）】 

 

中秋明月祭大阪 2011 の会場には以下の４つのゾーンにより構成し、150 ブースの出展を企画。 

「文化」・「経済」・「観光」・「飲食」の４つの交流テーマを基に、来場者・関係者に日中共通の習慣である 

“中秋の明月”を楽しんで頂くことにより、日中の文化を相互理解して頂き、日中両国・両国民の末長い 

友好関係の発展を願う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一一一一,,,,日中日中日中日中文化交流文化交流文化交流文化交流：：：：中日民族音楽中日民族音楽中日民族音楽中日民族音楽やややや舞踊舞踊舞踊舞踊、、、、中国中国中国中国からのからのからのからの芸術団公演及芸術団公演及芸術団公演及芸術団公演及びびびび日中文化交流日中文化交流日中文化交流日中文化交流 32323232 ブースブースブースブース    

【民族音楽や踊りなど両国の伝統芸術文化を通じ、両国の見識を深め、更なる交流の促進を図る】 

《企画 案》 

①中央舞台でのイベントは毎日 10:00 から 19:00 まで１３回の演出を予定 

②日中文化交流の場となる書道、美術、語学、太極拳、漢方医学、茶道、音楽などの教室 

③日中両国語によるカラオケ大会（中国人は日本歌、日本人は中国歌の競演） 

④日中写真展 

⑤日本での生活、留学、就職の法律相談、指導コーナー（入国管理局） 

⑥中国での生活、留学、就職の法律相談、指導コーナー（中国駐大阪総領事館） 

 

日中文化交流 日中観光交流 

日中経済交流 日中飲食交流 

中秋明月祭 

大阪 

２０１１ 
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二二二二,,,,日中日中日中日中観光交流観光交流観光交流観光交流：：：：日中日中日中日中両国両国両国両国のののの観光観光観光観光案内案内案内案内ブースブースブースブース、、、、航空航空航空航空会社会社会社会社、、、、ホテルホテルホテルホテル会社会社会社会社、、、、旅行旅行旅行旅行会社会社会社会社などなどなどなど出展出展出展出展 50505050 ブースブースブースブース    

【観光旅行情報の PR を通じ、両国間の人的往来の増加を促進し、人と人との交流を図る】 

《企画 案》 

①中国国家観光局、中国各地政府・観光局、日本各地駐大阪事務所による観光地 PR 

②日中各航空会社、リゾート、娯楽施設の PR 

③観光旅行企画商品の PR 及び販売 

 

 

三三三三,,,,日日日日中中中中経済貿易交流経済貿易交流経済貿易交流経済貿易交流：：：：物販物販物販物販、、、、企業企業企業企業ＰＲ、ＰＲ、ＰＲ、ＰＲ、中国中国中国中国ビジネスビジネスビジネスビジネス商談商談商談商談、、、、不動産不動産不動産不動産投資商談投資商談投資商談投資商談などなどなどなど 44440000 ブースブースブースブース    

【貿易や物流などビジネスを通じ、相互利益を生むことにより、両国がより一層信頼し合えるパートナー 

関係の構築を図る】 

《企画 案》 

①中国各地企業を招聘し貿易商談、販売  

②日本企業に対する中国ビジネス商談 

③中国企業に対する日本ビジネス商談 

 

 

四四四四,,,,日中日中日中日中飲食文化飲食文化飲食文化飲食文化交流交流交流交流：：：：中華中華中華中華、、、、日本料理店日本料理店日本料理店日本料理店のののの出展出展出展出展 28282828 ブブブブースースースース    

【来場者に両国の特色ある「食」を楽しんで頂き、食文化を通じて両国民間の交流促進を図る】 

《企画 案》 

①中国特色の「刀削麺」（山西省）・「蘭州拉麺」（甘粛省）及び関西の有名中華料理店による「月餅」

など、各種飲茶・銘菓類の販売ブースなど 

②開催地大阪にちなんだ「お好み焼き・タコ焼き・ホルモン・串カツ」店など  
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【 会 場 レ イ ア ウ ト  予 想 図 】  
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～中秋明月祭 大阪 2010 会場 写真集～ 

こちらの写真はごく一部です。イベントガイド HP：（http://meigetsusai-guide.com/）に多数掲載しています。 

（2010 年 9 月 18 日） 

 

開幕式の様子           舞台横設置の協賛企業様看板 

 
 

オープニングアウト：ヤンコー踊り     チャイナドレスファッションショー 

 

 

会場内の様子：昼夜問わず、多くの方にご来場頂きました。
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（2010 年 9 月 19 日） 

 

来場者も参加しての阿波踊り（大阪天水連）     雲南省少数民族歌舞団による演舞 

 
 

長崎県鶴鳴学園高校龍踊部による演舞    神戸華僑総会華芸民間舞踊隊の皆さん 

 
 

プーアル市 展示ブース             閉会式の様子 
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（マスメディアにも取り上げられました） 
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昨昨昨昨    年年年年    度度度度    開開開開    催催催催    事事事事    業業業業    報報報報    告告告告    書書書書 

 

名 称 中秋明月祭 大阪２０１０ 

目 的 

関西地域の市民との交流を通じて、中日友好の輪を広げ、中国伝統文化

の理解を深めると同時に、関西経済の振興と活性化を図ります。中秋明

月祭の賑わいで、中国を旅しているかのような味と香りと感動を味わっ

ていただく。 

実 施 日 時 

平成２２年 ９月１８日（土）１０：００～２０：００ 

 

平成２２年 ９月１９日（日）１０：３０～１８：００ 

実 施 場 所 大阪市中央区法円坂１ 「史跡 難波宮跡」 

主催団体名 

中秋明月祭大阪 2010 実行委員会 

（大阪華僑総会・神戸華僑総会・京都華僑総会・西日本新華僑華人連合

会・西日本中国企業連合会・西日本中国留学人員友好連合会） 

共 催 中華人民共和国駐大阪総領事館・大阪市 

後援団体名 

（順不同） 

大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・大阪商工会議所・京都商工会議所・

神戸商工会議所・社団法人関西経済連合会・財団法人日中経済協会関西

本部・社団法人関西経済同友会・日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本

部・日中経済貿易センター・大阪府日本中国友好協会 

協賛企業名 

（順不同） 

ダイキン工業株式会社・京セラ株式会社・日本電産株式会社・ローム株

式会社・オムロン株式会社・中国義烏 浙江中国小商品城集団会社（株） 

・中国 雲南省プーアル市 

実施の状況 

9 月 18 日（土）・19 日（日）両日とも天候に恵まれ、18 日には約１

６０００名、19 日には約２４０００名、2 日間総勢約 4 万人の来場者が

集った。 

開催当日には、ＮＨＫ、読売新聞社・産経新聞社など各マスメディア

も取材に訪れ、夕方のニュース、翌日の朝刊で取り上げられた。 

事故等も無く、来場者の多くの方々から「是非来年も開催してほしい」

との要望が多くあり、このイベントへの期待感が伝わった。 

開催両日とも、大阪府警東署の協力もあり、事故等なく無事に終了した。
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【収入の部】 

 

 

【支出の部】 

 

 

 

 

 

 

科 目 金 額 

店舗ブース代金費（1 ブース\50,000,―×150 ブース） ￥7,500,000,－ 

主催団体協賛金 ￥1,500,000,－ 

《日本》協賛企業・団体協賛金 ￥3,000,000,－ 

《中国》協賛企業・団体協賛金 ￥3,000,000,－ 

個人協賛金（協賛提灯・協賛グッズなど） ￥3,000,000,－ 

収入収入収入収入合計合計合計合計    ￥￥￥￥11118888,0,0,0,000000000,000,,000,,000,,000,－－－－    

科 目 金 額 

会場設営費（舞台、テント設営・撤収作業など） ￥10,000,000,－ 

音響設備費 ￥250,000,－ 

現場運営費（現場監督【ディレクター・AD 人件費 】） ￥100,000,－ 

警備費（夜間含む） ￥500,000,－ 

保険費 ￥150,000,－ 

演出費（演者交通費・食事費含む） ￥4,000,000,－ 

広告宣伝費（チラシ・パンフレット・メディア掲載など） ￥2,000,000,－ 

衛生許可・書類費 ￥200,000,－ 

ボランティア食費 ￥500,000,－ 

事務雑費（文房具・協賛提灯購入代金など） ￥300,000,－ 

支出合計支出合計支出合計支出合計    ￥￥￥￥11118888,0,0,0,000000000,000,,000,,000,,000,－－－－    
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【中秋明月祭大阪 2011 実行委員会 運営スケジュール】 

時 期 運 営 内 容 

1 月 

実行委員会発足（共同主催者確定） 

協賛企業リストアップ・依頼状発送・告知用資料１作成・HP 案作成 

予算案検討 

2 月 

共催依頼、後援団体リストアップ・依頼状発送 

協賛依頼会社訪問・告知資料１配布・HP 作成開始 

企画内容案作成、予算案作成 

3 月 
後援団体リストアップ・依頼状発送・訪問 

協賛依頼会社訪問、告知資料配布、HP 作成 

4 月 

共催・後援団体訪問 

HP 完成、出展者・出演者募集リスト・資料作成 

協賛依頼会社訪問、企画内容検討 

5 月 

共催・後援団体確定、出展者・出演者・ボランティア募集開始 

協賛依頼会社訪問、企画内容検討、予算確定 

招聘中国企業リストアップ 

6 月 

協賛会社へお礼状送付 

出展者・出演者・ボランティア募集、警察・消防・保健所訪問 

企画内容確定、招聘中国企業確定・招聘準備開始 

7 月 

出展者・出演者確定、会場配置図確定 

チラシ・ポスター作製、告知 

招聘中国企業準備完了 

開幕式来賓リストアップ・依頼状発送 

8 月 

出展者会議開催、出演者・ボランティアとの打ち合わせ 

マスコミへの広報活動、中央区・近隣町会への挨拶 

開幕式来賓確定 

9 月 

各部最終打ち合わせ、委員会全体打ち合わせ 

開幕式最終打ち合わせ（来賓への連絡など） 

9 月 13 日～16 日 設営 

9 月 17 日～18 日 「中秋明月祭大阪 2011」 

9 月 19 日～21 日 撤収 

開催終了後、各団体・企業などへ訪問（お礼） 

 

 


