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Ⅰ はじめに 

 

（設立） 

 一般財団法人友愛は、昭和２８年（1953 年）に結成された友愛青年同志会を

母体とし、昭和３４年（1959 年）に財団法人日本友愛青年協会（所管文部省）

として設立された。平成２３年（2011 年）４月に一般財団法人へ組織変更し、

また日本友愛協会と名称を変更して公益事業を継続。 

平成２９年（2017年）１２月２２日付で、名称を一般財団法人友愛に変更した。 

そして、平成３１年（2019年）３月２８日公益財団法人として認定される。 

 

（目的）  

この法人は、自立と共生の友愛の理念の下に、国内外の青年や社会人の交流を深

め、友愛の理念を次世代に継承、発展させる人材を育成し、もって世界平和に資

することを目的とする。（定款より） 
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Ⅱ 概 況 

総 括 

公益財団法人の認可を受けて２年目となる 2020年度は、更なる事業の発展と充

実を目指すべく意気込んでスタートしたが、2019 年度末から世界を襲った新型

コロナウイルスの影響は、終焉を迎えるどころか拡大の一方で、世界中がこの対

応に追われた一年であった。このため、当財団の公益事業、特に国際的に展開し

ている事業においては、延期を余儀なくされる結果となった。 

ミャンマー農業発展支援・農業指導者育成事業においては、2020 年度の招へい

を断念し、特定費用準備資金を設け、次年度日本国内でミャンマーの農業発展に

資する事業を行うこととした。OEJAB 派遣事業は、コロナ禍の中優秀な熱意あ

る学生の応募があり、６名を派遣員としたが、実際の派遣を実施することは叶わ

ず、この事業も特定費用準備資金を設け、次年度の実施となった。 

友愛国際写真コンクールは、応募者の数は半減したが、優秀な作品が集まり、イ

ンターネットでの情報交換を行いながら、日中双方の審査員によって入賞作品

を選考することができた。コロナ禍の状況を如実に表現し、そんな中で人と人の

想いが如何に大切かを訴える「友愛理念」を表現した作品に多く触れることがで

きたことは、本コンクール事業の真髄に違うことのない歩みを感じられる。 

同様に「私にとって友愛とは」の小論文コンテストでも、新型コロナウイルスの

影響を取り上げた作品が多くあった。こちらも選考委員のご協力を得て、入賞作

品が決まり、賞状・文集などを送ることができた。しかしながら、どちらも表彰

式に赴くことはできず、友愛理念の伝達を実践する機会を持つことができなく

なったため、特定費用準備資金を設け次年度の実施を考えている。 

そんな状況下であるが、永年カウンターパートとして協力していただいている

中国国際青年交流中心等から、日本のマスク不足を心配してマスクが贈られ、多

くの日本の医療機関、障がい者施設等に寄贈することができた。これは正に世界

がこのような状況にある今こそ、友愛理念が必要なことを示す出来事であると

言える。 

併せて幸いなことに、友愛派遣員として各地に赴いた経験をもつ若者が、「友愛

ユニオン」と命名した組織を立ち上げ、今後の友愛活動に協力を申し出てくれて

いる。 

具体的な事業の実施がかなわなかった部分も多かった今年度ではあるが、次代

を担う若者の成長は、何よりのこととして本年度の総括の柱としたい。 
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Ⅲ 公益事業実施報告 

１、国際交流事業 

（定款 第４条 第１項 第⑴号に基づく事業） 

 

⑴OEJAB 派遣 

 事 業 概 要  

国際相互理解促進のための交流を実践する事業である。人材育成及び支援事業

として友愛派遣員等の交流を通じて、相互理解、相互尊重、相互扶助を両国の

若者が実践する機会を与える。具体的には、永年協力関係にあり、協力協定を

結んでいるエヤップ（OEJAB／オーストリア勤労青年連盟）と協力し相互交流

の機会を設ける。 

 

① 広告及び募集 

▶ポスター郵送 ２０２０年４月３日（金） 

全国国立大学及び都内近郊私立大学４１校へ掲示依頼  

   

▶応募締め切り２０２０年６月１１日（木） 

 ※コロナ禍により問い合わせが多数寄せられたため 

  締め切りを６月３０日（火）必着まで延長 

 

② 選考 

▶応募者人数 １４名 

 

  ▶提出書類【申込書（写真貼付）、教授の推薦状（書式自由）、４００字程度で

参加希望動機・自己紹介文（書式自由）】 

その他動画（１分以内で自己紹介） 

 上記提出書類及びビデオを以って、選考委員が採点し、得点順により男女それ

ぞれ上位３名を派遣員候補として理事会に報告した。 

推薦派遣人数 男子学生３名 女子学生３名 

 

③ 決定 

選考委員会の報告を受け、第１２回 理事会において、選考委員会の推薦する

者を 2020年度の派遣員として決定した。 

ポスター 
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  ▶派遣人数 男子学生３名，女子学生３名 決定 

  ２０２０年８月７日付で合否の通知を応募者全員に郵送 

２０２０年度派遣員 

 小倉佑太  ２２歳 東京医科歯科大学 ２年 男性 

 浦 彩人  ２１歳 東京大学     ２年 男性 

 舘 宏輔  ２１歳 東北大学      ２年 男性 

 田島桃子   ２０歳  九州大学     ３年 女性 

 龍 舞香  ２１歳  東京医科歯科大学 ４年 女性 

 手塚七彩  ２２歳 東京女子大学   ４年 女性 

 

④ オーストリアへ派遣実施時期について 

第一候補:2020年８月中旬～９月上旬 ⇒新型コロナウイルスの影響で延期 

2020年８月１日（土）第１２回通常理事会において実施の可否が検討

された。 

ア）EU において日本は渡航禁止の対象国となっている イ）帰国後

２週間の自宅待機が必要とされている ウ）多くの大学で、学生の渡

航を禁止している 以上 

ア）～ウ）を考慮すると、９月の実施は現実的ではないとの結論を得、   

３月上旬に調整することで決議された。 

第二候補：2021年３月上旬 ⇒新型コロナウイルスの影響で 2021年度に延期 

2021 年３月１３日（土）第１５回通常理事会において、2020 年度の

OEJAB派遣については、特定費用準備資金を設け、2021年度に実施す

ることが決議された。次年度の実施時期については、OEJAB側と連絡

を取り日程を決める、また、派遣予定員のうち卒業などで状況が変わ

る者については、個別に対応することとなった。 

 

⑤ カリキュラム実施 

（１）勉 強 会 

２０２０年１２月１２日（土） 午前１０：００～１２：００ 

友愛サロンに於いて 

 ▶講師 戸澤英典（東北大学教授） 

      「クーデンホーフ＝カレルギーの劇的な生涯と後世への影響」 

     西川伸起（公益財団法人友愛 理事 OEJAB 受入･派遣事業担当） 

      「友愛の歴史」 

河口ハルトマン ミヒャエラ（翻訳家・通訳） 「OEJAB について」 
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（２）鳩山会館 見学 

２０２０年１２月１３日（日）午前１１：００～１２：００ 

引率者：西川伸起 （公益財団法人友愛 理事 OEJAB 受入･派遣事業担当） 

    羽中田元美（公益財団法人友愛 事務局長） 

後藤大智 （第二期友愛派遣員） 

 

（３）友愛ユニオンの会 参加 

２０２０年１２月１２日（土）午後１５：００～１９：００ 

友愛サロンに於いて国際交流事業の一環として行っている OEJAB（エヤップ）へ

の学生派遣事業及び中国で開催されたアジア・アフリカユースフェスティバル

への派遣事業など、次世代を担う若者に、国際感覚を養い、友愛の理念を体感す

る機会を提供するため実施している派遣事業の経験者が一堂に会し、派遣に関

する情報交換を行った。また自らの体験を通じてこれからの友愛について語ら

い、親睦を深めた。 

前回の派遣員は、既に社会人になっている者も混じる。鳩山由紀夫理事長を囲ん

で、楽しく有意義な時間を過ごした。 

出席者：鳩山由紀夫 理事長 

    谷藤悦史 早稲田大学教授（公益財団法人友愛 評議員） 

    戸澤英典 東北大学教授（公益財団法人友愛 評議員） 
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    田中正基 京都府立洛水高等学校教諭（公益財団法人友愛 評議員） 

    河口ハルトマン ミヒャエラ（翻訳家 通訳） 

西川伸起 （公益財団法人友愛 理事 OEJAB 受入･派遣事業担当） 

    井田安信 （公益財団法人友愛 理事  

ミャンマー農業研修生受入事業担当） 

    松下昌代 （鳩山友愛塾 第一期修了生 前埼玉県朝霞市市議会議員） 

    羽中田元美（公益財団法人友愛 事務局長） 

    第一期友愛派遣員 坂本卓哉・戸澤春奈・安達陽菜 

    第二期友愛派遣員 後藤大智・成田 葵・森﨑桃子・木本康瑛・吉田大志 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵OEJAB 受入 

 事 業 概 要  

OEJAB が推薦する若干名の若者を受入、日本についての研修、平和理解のた

めの広島市視察などを実施。戦争の傷跡を有する日本とオーストリアの若者

で、世界平和に向けての新たな思いの形成につながる。また、両国の若者の交

流は、相互理解の基礎となる。世界平和を目指す若者の育成は、本財団の要と

鳩山由紀夫理事長を囲んで、全員が笑顔で勢揃い。

この力とエネルギーを結集して友愛活動を推進して

行きましょう！ 

第２回目 「友愛ユニオン」の記念に作成したミニアルバム。友愛ホームページに

全頁カラーで掲載しております 
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なる理念を実践する事業である。 

※ エヤップ受入事業については、2020 年３月実施の方向で準備を進めていた

が、2019年１２月より世界的な新型コロナウイルス流行がおきた。 

2020 年３月には WHO よりパンデミック宣言も出され、全世界においてコロナ

禍は終焉することなく、現在に至る。東京都をはじめ、日本の都道府県でも緊急

事態宣言が発令されているなど、実際の行き来が不可能な状況となり、エヤップ

とも協議の上、今年度は実施を見送ることとした。 

 

⑶ミャンマー農業発展支援・農業指導者育成事業 

 事 業 概 要  

貧困の解消は、世界平和の基盤であり、ミャンマーも例外ではない。経済基盤を

農業に求めているミャンマーに向けて、農業発展支援・農業指導者を育成するた

めの事業である。アウンサンスーチー国家顧問より依頼を受け、友愛の理念のも

と、「全ビルマ学生連盟外交委員会日本」と「ミャンマーニューリーダーを育成

する会」と協力し、ＮＬＤ（国民民主連盟）等の協力を得、派遣された研修生等

に、ミャンマー農業発展に資する指導者としての必要な研修及び農業発展技術

習得の情報を与え、その活動を支援するものである。 

 

事業目的 

ミャンマーの主たる産業が農業であることから、農業に関する知識、技術を日本

の文化や考え方、生活に触れながら学ぶ機会を設けること。 

研修後は自国において、日本で学んだことを伝え実践するよう努める。 

研修を通して日本について理解してもらい、今後のミャンマーとの友好関係を

緊密なものにする役割を担ってもらう。 

同時に日本国内の若者に、アジアの他国の実情を知る機会ともなり、相互理解

の推進につながる。 

 

事業実施 

新型コロナウイルスによるパンデミックの影響で、日本とミャンマーとの往来

が不可能な状況が続いた。当初 2020年６月下旬から７月上旬の招へいを予定し

ていたが、事実上実施そのものを見直す必要に迫られたことから、2020 年８月

１日（土）に開催された第１２回通常理事会において事業の実施について協議さ

れた。 

結果、ア）ビザの発給が受けられない イ）入国後２週間の隔離等が解除されて

いない ウ）実施終了予定時期に日本がミャンマーの「入国拒否対象国」となっ
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た場合、研修生が帰国できなくなる 等の理由が挙げられ、2020 年度の招へい

は断念せざるを得ないと決議された。 

その後、ミャンマー国内においてクーデターが発生したこともあり、2021 年３

月１３日（土）第１５回通常理事会において、ミャンマー農業研修生支援事業に

ついては、特定費用準備資金を設け、2021 年度に在日のミャンマーの若者を対

象に日本国内においての研修などを実施することが決議された。 

 

 

２、表彰事業 

（定款 第４条 第１項 第⑵号に基づく事業） 

 

⑴友愛国際写真コンクール 

 事 業 概 要  

言語を超えて訴える写真という媒体を通して、友愛・平和・環境の重要性を表

現した作品を表彰し、世界平和実現の精神涵養につなげる。 

「友愛」「平和」「緑(環境保護)」「人と自然」をテーマに、写真コンクールを行

う。方法として、インターネット（携帯電話を含む）が世界的に発達し、社会的

コモンセンスを得ていることから、世界を対象にインターネットでの募集・応募

も安易に行えるようになった、 

これらを踏まえ、植林事業において永年カウンターパートとして協力関係を続

けている中華全国青年連合会（中国国際青年交流中心）との関係をこの事業を以

って継続し、日中友好を築くこととする。 

国籍を問わず応募者を募り、友愛の理念を広める契機となる。 

 

実施内容 

・中国国内においては、中華全国青年連合会（中国国際青年交流中心）が核とな

り、インターネットを利用した募集、管理を行う。 

・日本国内においては、友愛のホームページ上に、コンクール開催を掲示し募集

する。 

・投票サイトを開設。日本語・中国語・英語にて掲載。 

・応募締め切り後、日中両国の審査員によって審査を行う。 

・審査終了後、別途日程を定め、中国(北京)において、展示会及び 

表彰式を行う。 

募集テーマ 

「友愛」「平和」「緑(環境保護)」「人と自然」 

 

ホームページ上の応募
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応募資格 

国籍を問わず、年齢１３歳以上の者 

応募規定 

ひとり３作品まで。自作、未発表の作品を 

インターネットで応募すること。紙焼き等の応募は不可 

広告・募集方法・日程 

広  告：ホームページ上での広告・ポスター作成（各大学等貼り出し依頼） 

 募集方法：日本と中国の双方にそれぞれ応募サイトを設けインターネットによ

る募集を行った。 

 応募期間：２０２０年６月１０日(水)～ 

９月１０日(木) 

作品審査：２０２０年１２月～２０２１年１月 

応募総数 

応募期間に、寄せられた作品は約 3,000点強 

選考委員により選考：推薦作品 192点 

応募参加の国々 

世界１６ヶ国 

日本側審査員 

・新 藤 健 一（フォトジャーナリスト･  

元共同通信社編集次長） 

・石渡菜々子（スタジオ CAC主幹･カメラマン） 

中国側審査員 

・于文国（中国報道写真学会副会長） 

・成衛東（中国写真家協会会員） 

・陳奇軍（『中国撮影』雑誌編集部主任） 

・呉承歓（中国写真家協会ネット編集者） 

・翟紅剛（新浪網写真部ディレクター） 

受賞作品・決定 

専門賞(芸術写真として完成度の高いものに一等から三等の賞)、友愛賞、優秀賞、

友好参加賞、ネットユーザー人気賞、携帯写真賞(携帯電話で撮影したもの)等、

部門毎の賞を設定し、中国側審査員５名、日本側審査員２名及び理事会の厳正な

る審査の結果、約８２点が受賞作品に選ばれた。 

 

 

 

 

ホームページ上の応募フォーム 

友愛賞 

張岩「兄の責任感」 楊冠平「みんなママの子だよ」 
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表彰式 

通年、作品の展示会及び表彰式を北京市内のホテルに会場を設営して行ってい

たが、今年度は新型コロナウイルスの影響で、訪中することも叶わないことから、

年度内の表彰式開催は、断念した。 

カウンターパートである、中国国際青年交流中心がプラットフォームを設定し、

可能な限りオンラインでの参加を中心に表彰式を開催する予定である。 

（2021年５月中旬） 

受賞者をはじめ、北京市、在中国日本大使館などにもご参加いただき、友愛側か

らは、審査員のコメント、理事長挨拶、受賞者の言葉などビデオで参加する予定

を進めている。 

受賞作品は、機関紙『友愛』３月号（569号）に掲載し、その功績を称えた。 

 

 

受 賞 作 品 
＊受賞作品を機関紙『友愛』(５６９号)にて発表 

＊友愛ホームページ上に掲載発表（インターネット関連 48 点を除く） 
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各賞及び賞金 

専門賞 １等賞 （１名） 5,000 元×  １名 ＝ 5,000 元 

２等賞 （３名） 3,000 元×  ３名 ＝ 9,000 元 

３等賞 （５名） 2,000 元×  ５名  ＝10,000 元 

優秀賞（１０名） 500 元×１０名 ＝ 5,000 元 

友愛賞 ２名 4,000 元× ２名 ＝ 8,000 元 

ネット人気賞 １等賞 （１名） 2,000 元× １名 ＝ 2,000 元 

２等賞 （２名） 1,000 元× ２名 ＝ 2,000 元 

３等賞 （４名） 500 元× ４名 ＝ 2,000 元 

携帯賞 クリエーション賞（２０名）  100 元×２０名 ＝ 2,000 元 

感動賞（２０名）  100 元×２０名 ＝ 2,000 元 

友好参与賞 １０名 賞品 

金額計 47,000 元（１元≒17 円 約 799,000 円） 

 

尚、表彰式における「友愛との歴史」を含め、その模様及び作品集などすべてを

ホームページに掲載し、啓発に資するべく広く報告している。 

 

 

 

 

 

⑵小論文コンテスト 

 事 業 概 要  

イギリスの哲学者「フランシス・ベーコン」が「友

愛の理念を以て、全人類の融和を」と説いたように、

友愛理念の啓発は次世代を担う若者にこそ必要で、

世界の平和に資する若者の育成は、必要欠くべから

ざる事柄である。世界の融和を求めるとき、隔たり

となる要因の一つに言語があり、世界でも特殊な言

語である日本語を理解できる人材の育成は、友愛理

念の啓発に重要な要素といえる。中国国内にある諸

大学の協力を得て友愛についてのレクチャー（講

演・ビデオ等）を行い、参加学生より小論文を日本

語で募り、優秀作品を表彰する。 

 

ポスター 
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募集・対象 

2020 年度の小論文コンテストは、北京語言大学日本語学科学生を対象に実施さ

れた。 

校内にポスターを掲示、日本語学科教授からの薦めなど、応募を喚起する方法を

とったが、本事業も、新型コロナウイルスの影響で学生らが登校できない状況が

続き、応募総数は 17編と少なかったが、全員友愛の理念を理解するための模索

と考察に真摯に向き合ったことがうかがえる秀作がそろった。 

 

選考・表彰 

応募作品全編を選考委員が 100 点満点の採点方式で採点し、合計点の順に 1 位

から３位までを理事会に推薦した。この際、第３位を１名増やし４名とすること

を提言した。 

選考委員会の答申を受け、2020 年８月１日（土）に開催された第１２回通常理

事会において、選考委員会の推薦する者を受賞者とすることを決議した。また、

提言を受け、第３位を１名増やし、４名とすることを併せて承認した。 

この理事会において、本コンテストの第１位入賞を「友愛賞」と命名することを

決議した。 

 

表彰式・賞状・奨学金（賞金）授与式は、新型コロナウイルスの影響で訪中がか

なわず、実施することができないため、賞状・作品を収めた文集は、航空便にて

北京語言大学に郵送した。また、奨学金（賞金）については、大学側の協力を得

て、為替送金を実施、すでに入金を確認している。 

大学側は、学生の登校が可能になってきていることから、４月下旬から５月上旬

を目途に、校内で賞状・奨学金伝達式を実施する予定である。 

 

その他 

作品集『私にとって友愛とは』は、機会を得て配布し、友愛理念の普及、国際交

流の意義を伝える一助として活用される。 

併せて本財団ホームページでは、作品集を閲覧に供し友愛理念の普及、国際交流

による相互理解の促進に役立てている。 

位 奨学金(元) 授与 授与数 日本円（１元 17 円） 

友愛賞 5,000 奨学金･賞状･ 記念品 １名 85,000×１＝085,000 

２位 4,000 奨学金･賞状･ 記念品 ２名 68,000×２＝136,000 

３位 3,000 奨学金･賞状･ 記念品 ４名 51,000×４＝204,000 

入選  賞状･ 記念品 ４名 0 

                         日本円 合計 425,000 円 
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３、普及啓発活動 

（定款 第４条 第１項 第⑶号に基づく事業） 

 

 事 業 概 要  

機関紙『友愛』の発行（隔月年 6 回）、ホームページでの活動状況の報告及び情

報開示（法令で定められた情報開示を含む）を実施。 

併せてリーフレット・書籍等の作成、配布及び友愛理念についてのレクチャー 

（講演・ビデオメッセージ）など行い、本財団の実施事業、実施目的などを広く

伝達し、友愛理念の普及に努める。 

これらを以て定款に定めるところの世界平和に資する事業として行う。 

友愛賞 杨镓溪 ２年生 私にとって友愛とは 

第二位 单增 ２年生 私にとって、友愛とは 

第二位 張若玥 ２年生 私にとって友愛とは 

第三位 王広鑫 ２年生 私にとって友愛とは 

第三位 付嘉雯 ２年生 私にとって友愛 

第三位 肖岩 ３年生 国は違うけど、心は一つだ 

第三位 陳瑞錕 ２年生 
友愛は自分の心から生まれ，香りが遠くへ広がっていく 

——私の心の友愛 

入選 秦楚哲 ２年生 「友愛」は「友」と「愛」 

入選 陳旭玉 ２年生 「助け合い」、「繋がり」、「輪」 

入選 赵逸群 ３年生 コロナ禍の中の友愛 

入選 黄寧慧 ４年生 私にとって友愛とは 

参加 侯宇楠 ３年生 私にとって友愛とは 

参加 桑卓雅 ２年生 私の思う友愛 

参加 許宇佳 ２年生 私から見れば友愛とは 

参加 李嘉名 ２年生 千年に咲いてきた花 ―友愛についての作文 

参加 李楽怡 ２年生 私にとって友愛とは 

参加 張国成 ２年生 鳥だったら 

受賞者一覧 
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⑴ 機関紙『友愛』の発行 

・機関紙『友愛』は、５回発行された。 

（2020年５月号は新型コロナウイルスの影響もあり、休刊） 

 

２０２０年(令和２年)度機関紙『友愛』発行履歴 

 

２０２０年７月（第５６５号） 4,000 部発行 

▶特集号 百花繚乱 想いを綴る 

 ・私たちの使命 …理事長 鳩山由紀夫 

 ・コロナ禍でビジネスマンが思い出した論語ベスト３とは …理事 西川伸起 

 ・コロナ禍で学ぶこと …理事 芳賀大輔 

 ・入梅鰯 …理事 山嵜偉広 

 ・「鳩山一郎研究会」について …理事 中島政希 

 ・機関紙「友愛」より …理事 攪上哲夫 

 ・日中一帯一路チャリティー活動報告 

「山川異域 風月同天」そして、「但愿人長久 千里共婥娟 」…理事 髙邑 勉 

 ・武雄の大楠 …理事 井田安信 

 

２０２０年９月（第５６６号） 4,000 部発行 

▶公益財団法人友愛 第１２回定例理事会開催 

 ２０２０年度実施事業の見直しを協議 

 エヤップ派遣学生を選任 

 平成３０年度公益目的支出計画実施報告書承認 

▶OEJAB２０２０年度派遣学生の選考を終えて …理事 西川伸起 

▶２０２０年度国際交流事業 OEJAB 学生派遣 

 ６名の学生が個性豊かにそれぞれの抱負を 

 来年の派遣に向けて期待と意気込みにあふれて 

・夢への一歩…東京医科歯科大学医学部医学科４年 龍 舞香 

・貴重な体験を頂けることに感謝して…東北大学理学部地球科学系２年 舘 宏輔 

・OEJAB 派遣員としての抱負…東京女子大学現代教養学部４年 手塚七彩 

・異例尽くしのオーストリア派遣に向けて…東京大学教養学部２年 浦 彩人 

・夢へ大きな一歩に…九州大学法学部３年 田島桃子 

・夢と希望をもってウィーンへ…東京医科歯科大学２年 小倉佑太 

▶Book For All Children すべての子どもたちに本を！ …攪上久子（友愛会員・

バリアフリー絵本研究者） 

▶友愛ほんだな 速報『脱 大日本主義』 中国にて刊行 

▶「友愛」７月号「百花繚乱・想いを綴る」を読んで…香川県／友愛会員 池尻保彦 
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２０２０年１１月（第５６７号） 4,000 部発行 

▶友愛のこれからをみつめて 意見交換会開催 

鳩山由紀夫理事長 友愛の想いを熱く語る 

 それぞれの意見を持ち寄り更なる発展を目指す 

 ・谷藤悦史教授の発言 

 ・戸澤英典教授の発言 

 ・田中正基教諭の発言 

 ・井田安信さんの発言 

 ・西川伸起さんの発言 

 ・攪上哲夫さんの発言 

 ・松下昌代さんの発言 

▶友愛小論文コンテスト入賞作品 

私にとって友愛とは 

 北京語言大学日本語学科学生の作品を紹介 

 第２位入賞の作品 全作品 HP にて閲覧可能 

 ・私にとって友愛とは ４年生 劉 品原  

 ・私にとって友愛とは ３年生 楊 中奕 

 

２０２１年 １月（第５６８号） 4,000 部発行 

▶新春巻頭言 

 友愛を一段高みへ導く希望の年に …理事長 鳩山由紀夫 

▶２０２０年度 OEJAB 派遣学生事前レクチャー勉強会 

  これからの友愛について 意見交換会・友愛ユニオン懇親会 

・２０２０年度 OEJAB 派遣学生事前レクチャー勉強会実施 …理事 西川伸起 

・意見交換会・友愛ユニオンの会に参加して―第３期派遣員の感想― 

   ＊俺の一択 東北大学 理学部 ２年 舘 宏輔 

   ＊仲間が増えた喜び 九州大学 法学部 ３年 田島桃子 

   ＊会って話をすることの大切さ 東京医科歯科大学 歯学部２年 小倉佑太 

・写真で綴る一日 笑顔と笑い声に満ちて 

 

２０２１年３月（第５６９号） 4,000 部発行 

▶第１５回定時理事会開催 ２０２１年度 事業計画・事業予算承認 

           特定費用準備資金を設ける 

           友愛創立７０周年記念事業を見据えた計画及び予算 

▶第７回友愛国際写真コンクール紙上発表会実施 

   世界１６ヶ国から 3,000 点を超える応募作品 

   ７人の写真家など専門家による選考を経て６３名が受賞 

 ▶ 自然との共生 ～オーガニック農業と友愛理念～    

南埜幸信 鳩山友愛塾第２期修了生 
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◆ 送 付 先 

会員・関係各位団体等 ： 1,400 箇所に郵送 

また、関係各所にて配布を実施。 

海外関係先へ送付、配布依頼（中国国際青年交流中心・北京理工大学等）。 

 

 

⑵ホームページの公開・更新 

①随時ホームページを更新した。写真を多用し、「見て解る」活動内容の掲示に

努めた。 

②友愛会員登録はホームページから可能に設定してある。 

③「第７回２０２０年友愛国際写真コンクール」は、すべてインターネットを利

用しての応募、人気投票であったため、ホームページが活用された。 

④機関紙『友愛』バックナンバー（第 1号〜最新号[５６９号]）の掲示が完了し

ており、『友愛』発行毎に更新が行われている。 

⑤QR コードを設定し、機関紙『友愛』紙上など機会をみて掲示。 

 一人でも多くの人に手軽にスマートフォンでホームページに 

アクセスできるよう普及に努めた。 

⑥ 問い合わせ専用ページを作成し、メールでの問い合わせ連絡、寄稿など、利

用しやすく改良した。 

 

 

⑶小冊子等の作成・配布 

① リーフレット『友愛とは』の配布 

本財団の目指す理念・歴史・活動・を解りやすく案内しており、

正にエッセンスとしての役割を果たすべく作成されている。 

日本語の他、英語版・中国語版も作成し、国内外で折をみて配布

している。 

＊現在内容の見直し、改訂版の作成など「あり方検討委員会」で検討されている。 

 

②『私にとって友愛とは』2 0 2 0年版表彰事業「友愛小論文コンテスト」に

寄せられた作品『私にとって友愛とは』を年度別にまとめた作品集であるが、「友

愛を各人の言葉で伝える」という役割をも果たしている。 
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日本語版は国内で、作品を綴った同世代（大学生・

高校生）に折をみて配布し、中国語版が作成できた

年度は、中国国内で交流した方々に配布し、友愛理

解の一助としている。 

 

③『友愛不孤 必有隣』の配布 

友愛理解のために行われた講和・説話を含め、友愛の活動がわ

かる当財団の近代史として活用できるよう編集されている。友

愛理解の一助として、必要に応じて都度配布している。 

 

④『鳩山一郎とその時代』 

当財団の創設者鳩山一郎の活動をまとめた一冊である。友愛という理念の生ま

れた背景、その実践など史実に基づいて編纂されている貴重な学術書であり、啓

発の礎となる書である。 

友愛理念理解のためにまた、友愛普及のために公的な図書館・旧国立大学図書館

に寄贈し、広く提供できる状況を設えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 業務執行 

１、理事会開催 

 

第１１回 通常理事会（書面による決議） 

     本来ならば理事会を開催し、協議すべきところ、新型コロナウイルス

感染予防の観点から「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」

第９６条及び本財団定款第４６条に基づき、事業報告及び計算書類

に関して書面により決議をした 

裏 表表紙 
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発 送 日：２０２０年 ６月  ５日（金） 

返信日付：２０２０年 ６月１５日（月） 

議 事：２０１９年度事業報告 

    ２０１９年度計算書類（添付資料 監査報告書(写)）  

 

第１２回 通常理事会 

開催日：２０２０年 ８月１日（土） 午前 10時～ 

場 所：友愛サロン 

議 事：職務執行報告：経理・庶務関係業務及び対外提出・来状書類に関して 

実施事業関連：エヤップ派遣など交流事業に関して。ミャンマー農業 

研修生受入事業に関して。「小論文コンテスト」に関し

て 

     協 議 事 項：(1)OEJAB 派遣事業派遣員の選任 (2)ミャンマー農業研

修生受入事業実施について (3)友愛小論文コンテスト

選考等について (4)経理規定の一部改正について  

(5)バリアフリー協会への協賛について  

 

第１３回 臨時理事会（書面による決議） 

     本来ならば理事会を開催し、協議すべきところ、新型コロナウイルス

感染予防の観点から「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」

第９６条及び本財団定款第４６条に基づき、協議事項に関して書面

により決議をした 

発 送 日：２０２０年 １２月  ７日（月） 

返信日付：２０２０年 １２月２１日（月） 

議 事：(1)小論文コンテストの受賞者に関して (2)「友愛のあり方委員会」設

置に関して 

 

第１４回 通常理事会（書面による決議） 

     本来ならば理事会を開催し、協議すべきところ、新型コロナウイルス

感染予防の観点から「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」

第９６条及び本財団定款第４６条に基づき、協議事項に関して書面

により決議をした 

発 送 日：２０２１年 ２月１２日（金） 

返信日付：２０２１年 ２月２８日（日） 

議 事：特定費用準備資金等運用規定の制定について 
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第１５回 通常理事会 

開催日：２０２１年 ３月１３日（土） 午後 14時～ 

場 所：友愛サロン 

議 事：職務執行報告：経理・庶務関係業務及び対外提出・来状書類に関して 

    実施事業関連：エヤップ派遣など交流事業に関して。ミャンマー研修生

受入事業に関して。小論文コンテストに関して。「あり

方検討会」若者の意見を聞く会開催。「友愛ユニオン」

懇親会開催。『鳩山一郎とその時代』について 

    協 議 事 項：(1)２０２１年度事業計画書（案）(2)２０２１年度事業 

予算（案）(3)特定費用準備資金について (4)７０周年記 

念事業について  

  

 

 

２、評議員会開催 

第３回 定時評議員会（書面による決議） 

     本来ならば評議員会を開催し、協議すべきところ、新型コロナウイル

ス感染予防の観点から「一般財団法人及び一般財団法人に関する法

律」第９６条及び本財団定款第４６条に基づき、事業報告及び計算書

類に関して書面により決議をした 

発 送 日：２０２０年 ６月２９日（月） 

返信日付：２０２０年 ７月 ８日（水）  

議 事：２０１９年度事業報告 

    ２０１９年度計算書類（添付資料 監査報告書(写)） 

☆なお定款第９条 １項により、評議員会への報告として、各評議員に２０２１

年度事業計画書及び事業予算を郵送した 

発 送 日：２０２１年３月１７日（水） 

 

 

３、あり方検討委員会開催 

公益財団法人友愛の将来を見据え、事業のあり方、ガバナンスの徹底など多岐に

わたり意見を求める場として、「あり方検討委員会」を設置（第 13回臨時理事会

決議）。特に次代を担う若者の参加を求め、これからの財団構築に資する人材、

意見を見出す機会とする。 
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第１回 

開催日：２０２０年１０月３１日（土）午前１０時～午後１２時 

場 所：友愛サロン 

出席者：鳩山由紀夫 理事長 

    谷藤悦史 早稲田大学教授（公益財団法人友愛 評議員） 

    戸澤英典 東北大学教授（公益財団法人友愛 評議員） 

    田中正基 京都府立洛水高等学校教諭（公益財団法人友愛 評議員） 

    西川伸起 （公益財団法人友愛 理事） 

    井田安信 （公益財団法人友愛 理事） 

    攪上哲夫 （公益財団法人友愛 理事） 

    松下昌代 （鳩山友愛塾 第一期修了生 前埼玉県朝霞市市議会議員） 

    羽中田元美（公益財団法人友愛 事務局長） 

 

第２回 （意見交換会として開催） 

開催日：２０２０年１２月１２日（土）午後１３時３０分～１５時３０分 

場 所：友愛サロン 

出席者：鳩山由紀夫 理事長 

    谷藤悦史 早稲田大学教授（公益財団法人友愛 評議員） 

    戸澤英典 東北大学教授（公益財団法人友愛 評議員） 

    田中正基 京都府立洛水高等学校教諭 （公益財団法人友愛 評議員） 

    河口ハルトマン ミヒャエラ（翻訳家 通訳） 

西川伸起 （公益財団法人友愛 理事） 

    井田安信 （公益財団法人友愛 理事） 

    松下昌代 （鳩山友愛塾 第一期修了生 前埼玉県朝霞市市議会議員） 

    羽中田元美（公益財団法人友愛 事務局長） 

   第１期友愛派遣員 坂本卓哉・戸澤春奈・安達陽菜 

   第２期友愛派遣員 後藤大智・成田 葵・森﨑桃子・木本康瑛・吉田大志 

   2020 年度派遣員 小倉佑太・浦 彩人・舘 宏輔・田島桃子・龍 舞香・ 

手塚七彩 

 

 

 

 


