


名古屋中国春節祭実行委員会委員長

劉 軍

「名古屋中国春節祭」は、中部地区の華僑華人が中心となり、中日官民各界の多大な

ご支援のもと、中日両国民の友好関係と相互理解を深めることを目的として開催してお

ります。これまで１２年に渡り毎年当祭を実施できましたことは、皆さまのご支援・ご

協力の賜物であると深く感謝する次第です。

同祭を通じた文化交流の参加者も年々拡大し、一昨年より会場を久屋広場にエンゼル

広場を加えて規模を拡張して実施するに至っております。今回も「名古屋の冬の恒例イ

ベント」として皆さまに楽しんで頂けるよう前年を超える中日両国の優れた芸術の共演

更に充実した舞台公演・出展ブース内容などで中日友好に注力した催事にしたいと考え

ております。

常に言われるとおり、中日両国は一衣帯水の関係にあり、二千年余にわたる友好交流

の歴史を有しています。この間、両国間には民間レベルでの根の深い様々な交流が図ら

れてきました。この歴史ある友好交流をより一層発展させるため「名古屋中国春節祭」

を日本における中日民間友好イベントのひとつとして、今年度も実施したいと考えてお

ります。

本事業の主旨と意義をご理解賜り、引き続きご支援・ご協力をいただきますようお願

い申し上げます。

ごあいさつ



第１３回の開催概要

● 名 称： 第１3回 名古屋中国春節祭

● 目 的： 中日友好をより強いものとし、中日民間の交流を促進するために、中国伝統の
旧正月「春節祭」を実施します。伝統的な祭事を通じて、中国文化を深く理解
して頂くとともに、中国の“味”と“香り”と“感動”を味わって頂きます。

● 開催期間： ２０１９年１月１２日（土）11時00分 〜 17時00分
１３日（日）10時00分 〜 17時00分
１４日（月・祝）10時00分 〜 17時00分

● 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」・「エンゼル広場」（名古屋市中区栄）

● 入 場 料： 無料

● 主 催： 名古屋中国春節祭実行委員会
一般社団法人愛知華僑総会・中部日本華人企業家協会・中部日本華僑華人連合会
名古屋中華商会・中華飲食文化聨合会・日本中部華僑華人旅行業協会
中日商報新聞友好交流会・日本中部中国文化芸術連合会・岐阜県華僑華人会
名古屋-南京留学生促友会・日本中部華人産業交流会・日本中部写真家協会
名古屋地域中国留学生学友会・NPO法人東海技術交流センター
日本中部中資企業協会・名古屋中資企業協会・一般社団法人日本中部中華総商会
新建文体倶楽部・中部日本華僑華人婦女連合会・中部日本華僑華人工商学聯誼会
愛知華僑華人国際交流会・日本中部華僑華人美食促進会・中部華人高爾夫協会
日本華僑華人郷情会・一般社団法人名古屋華助中心
漢風唐韵中華伝統文化日本促進会・岐阜華人倶楽部
一般社団法人アジア文化・スポーツ交流協会・中部日本華僑華人秧歌広場舞協会
岐阜日中文化交流協会（星友会）

● 共 催： 中華人民共和国駐名古屋総領事館

● 後 援： 愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県・福井県・名古屋市
NPO法人愛知県日本中国友好協会・一般社団法人東海日中貿易センター
名古屋商工会議所・一般社団法人中部経済連合会・一般社団法人日中文化協会
一般社団法人愛知県観光協会・中日新聞社・NPO法人中部日中経済交流会
名古屋市日中友好協会（順不同）

● 協 力： 東京中国文化センター・全日本華僑華人連合会・三重華僑華人総会
富山県華僑華人会・石川県華僑華人聯誼会・福井華僑華人聯誼会
中国国際航空公司名古屋支店・中国東方航空公司名古屋支店
中国南方航空公司名古屋支店・中国銀行名古屋支店
中国国際旅行社（日本名古屋支店）・中青旅日本株式会社
外国公館支援協議会・中秋明月祭大阪実行委員会
日本華僑華人中国春節祭連合会 ・岐阜春節祭実行委員会
春秋航空公司・上海吉祥航空公司（順不同）

● 協 賛： 各 社

● 開催内容： 中国屋台・中国食品・食材・中国物産・雑貨・書道文化等
中国旅行観光の案内・留学・健康コーナー・中国楽器・民族舞踊・中国獅子舞
龍舞・雑技・武術・太極拳等の予定

● 想定来場者数：100,000人

【構成団体】

（申請中）

（予定）

開催概要



協賛金額 （税込） 募集数：２口

【協賛メリット】

メリット１ 新聞広告（中日新聞 朝刊）

名古屋中国春節祭の実施前日(予定)に行う新聞広告
※上位位置に社名表示
中日新聞 朝刊（市民版）
協賛・協力表示スペース：1c w64mm×h16mm（ロゴ仕様）

メリット２ 当日配布プログラム

当日会場内で配布するイベントプログラム
※上位位置に社名表示
Ａ４縦 仕上がり巻き三つ折り 4c/1c（20,000部）
協賛・協力表示スペース①：4c 表1（ロゴ仕様）

メリット４ ステージ看板（ステージ横2箇所）

ステージ左右に設置する看板（協賛/主催・共催・後援・協力）

看板本体のサイズ：w2700mm×h1800mm
特別協力表示スペース：4c w1000mm×h300mm（ロゴ仕様）

メリット５ 案内看板（会場内 ２ヶ所）

会場内に設置する案内看板(会場案内・ステージ案内）
看板本体サイズ：w3600mm×h2100mm
①特別協力表示スペース：4c w480mm×h90mm（ロゴ仕様）
会場案内看板・ステージ案内看板の上部「特別協力スペ
ース」左右２カ所

②協賛・協力表示スペース：4c（ロゴ仕様）
会場内協賛一覧看板「協賛・協力表示スペース」１カ所

メリット６ 懇親会にご招待

名古屋中国春節祭実行委員会・総領事館主催の懇親会に、
ご協賛・ご協力各社様をお招きします。
日時・場所は後日お知らせします。

※各画像は昨年のものを使用しております。 ※各サイズは状況に応じて変更となる場合があります。

会場内にブースを１小間提供

会場内に設置する出展ブース
小間テントのサイズ：W5,400mm×D3,600mm×H2,000mm
（梁まで）
１小間：W2,700mm×D3,600mm（机、椅子、電源等が附属）

メリット３

￥ 1,０００,０００ -

2

特別協賛

1



協賛金額 （税込）￥ ５００,０００ - 募集数：4口

【協賛メリット】

メリット１ 新聞広告（中日新聞 朝刊）

名古屋中国春節祭の実施前日(予定)に行う新聞広告
※上位位置に社名表示
中日新聞 朝刊（市民版）
協賛・協力表示スペース：1c w64mm×h16mm（ロゴ仕様）

メリット２ 当日配布プログラム

当日会場内で配布するイベントプログラム
※上位位置に社名表示
Ａ４縦 仕上がり巻き三つ折り 4c/1c（20,000部）
協賛・協力表示スペース①：4c 表1（ロゴ仕様）

メリット３ グランド看板（ステージ下）

ステージ下左右に設置するグランド看板
看板本体のサイズ：w900mm×h900mm
特別協力表示スペース：4c w900mm×h600mm（ロゴ仕様）

メリット４ 案内看板（会場内 ２ヶ所）

会場内に設置する案内看板(会場案内・ステージ案内）
看板本体サイズ：w3600mm×h2100mm
①協賛・協力表示スペース：4c（ロゴ仕様）
会場内協賛一覧看板「協賛・協力表示スペース」2カ所

メリット５ 懇親会にご招待

名古屋中国春節祭実行委員会・総領事館主催の懇親会に、
ご協賛・ご協力各社様をお招きします。
日時・場所は後日お知らせします。

協賛表示スペース②：1c 中面（モノクロ小広告枠）

※各画像は昨年のものを使用しております。
※各サイズは状況に応じて変更となる場合があります。

1

2

特別協力



協賛金額 （税込）￥ ３００,０００ - 募集数：20口

【協賛メリット】

メリット１ 新聞広告（中日新聞 朝刊）

名古屋中国春節祭の実施前日(予定)に行う新聞広告
中日新聞 朝刊（市民版）
協賛・協力表示スペース：1c w64mm×h16mm（ロゴ仕様）

メリット２ 当日配布プログラム

当日会場内で配布するイベントプログラム
Ａ４縦 仕上がり巻き三つ折り 4c/1c（20,000部）
協賛・協力表示スペース：4c 表1（ロゴ仕様）

メリット３ グランド看板（ステージ下）

ステージ下左右に設置するグランド看板
看板本体のサイズ：w900mm×h900mm
協賛表示スペース：4c w900mm×h300mm（ロゴ仕様）

メリット４ 案内看板（会場内 ２ヶ所）

会場内に設置する案内看板(会場案内・ステージ案内）
看板本体サイズ：w3600mm×h2100mm
協賛・協力表示スペース：4c（ロゴ仕様）
会場内協賛一覧看板「協賛スペース」１カ所

メリット５ 懇親会にご招待

名古屋中国春節祭実行委員会・総領事館主催の懇親会に、
ご協賛・ご協力各社様をお招きします。
日時・場所は後日お知らせします。

※各画像は昨年のものを使用しております。
※各サイズは状況に応じて変更となる場合があります。

協賛A



協賛金額 （税込）￥ １００,０００ - 募集数：70口

【協賛メリット】

メリット１ 新聞広告（中日新聞 朝刊）

名古屋中国春節祭の実施前日(予定)に行う新聞広告
中日新聞 朝刊（市民版）
協賛表示スペース：1c（活字仕様）

メリット２ 当日配布プログラム

当日会場内で配布するイベントプログラム
Ａ４縦 仕上がり巻き三つ折り 4c/1c（20,000部）
協賛表示スペース：1c 中面（活字仕様）

メリット３ ステージ看板

ステージ右に設置する看板（協賛）
看板本体のサイズ：w2700mm×h1800mm
協賛表示スペース：1c（活字仕様）

メリット４ 案内看板（会場内 ２ヶ所）

会場内に設置する案内看板(会場案内・ステージ案内）
看板本体サイズ：w3600mm×h2100mm
協賛・協力表示スペース：1c（活字仕様）
会場内協賛一覧看板「協賛表示スペース」１カ所

メリット５ 懇親会にご招待
名古屋中国春節祭実行委員会・総領事館主催の懇親会に、
ご協賛・ご協力各社様をお招きします。
日時・場所は後日お知らせします。

※各画像は昨年のものを使用しております。
※各サイズは状況に応じて変更となる場合があります。

協賛B



名古屋中国春節祭実行委員会

〒454-0869 名古屋市中川区荒子二丁目134

有限会社 嵩日商会 内

TEL.052-355-8108 FAX.052-355-8107

お申込み・お問い合わせ

名古屋中国春節祭運営事務局

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-20-9 株式会社 三晃社 内

担当：横井・松井

TEL.052-961-2214 FAX.052-962-1612

平成30年9月28日(金)

お申込み締切日


