
１９７９年 ４月２１日 梁霊光 中国軽工業部部長 

      ６月１９日 廖承志 全国人民代表大会常務委員会副委員長（友好の船団長） 

      ６月１９日 粟 裕 全国人民代表大会常務委員会委員 

李頡伯 鉄道部副部長 

王西萍 交通部副部長 

姚 進 財政部副部長 

劉 毅 商業部副部長 

９月 ８日 谷 牧 副総理（国家基本建設委員会主任） 

１９８０年 ４月１３日 余秋里 副総理（国家計画委員会主任）をお迎えして、詩碑建立一周

年祝賀会を行った。 

     ５月３１日 華国鋒 総理（そめいよしの桜 記念植樹） 

黄 華 外交部部長 

高文礼 公安部副部長 

符 浩 駐日大使 

１９８１年１１月１８日 彭 冲 全国人民代表大会常務委員会副委員長 

     １２月１７日 韓光中 国国家基本建設委員会主任 

鄭拓彬 対外貿易部部長 

王柄乾 財政部部長 

１９８２年 １月１６日 賈 石 中国対外貿易部副部長 

２月２７日 徐運北 軽工業部副部長 
   ４月１１日 薄一波 副総理 

      ４月１９日 宋之光 駐日大使 
      ４月２０日 康克清 中華全国婦女連合会主席 
      ５月１６日 周培源 全国人民政治協商会議全国委員会副主席 
      ５月１８日 郝建秀 紡織工業部長 
      ６月 ４日 趙紫陽 総理 
     １０月１０日 王 震 前副総理／王炳南 中国人民対外友好協会会長 
１９８３年 ３月 １日 陳慕華 国務委員兼対外経済貿易部部長 
      ３月３１日 夏 衍 中国人民対外友好協会副会長 
      ４月１４日 姚依林 副総理 
      ４月２１日 韓念龍 外交部顧問 
      ５月２１日 王首道 全国人民政治協商会議全国委員会副主席 
      ６月１２日 楊 波 軽工業部部長 
      ９月１４日 李一氓 中国国際交流協会会長 
     １１月１１日 経普椿 前中日友好協会会長 廖承志未亡人 
     １１月２８日 胡耀邦 中国共産党中央委員会総書記 

１９８４年 ４月 ４日 張香山 中国共産党中央対外連絡部顧問、中日友好協会副会長 
      ４月１６日 方 毅 国務委員、国家科学技術委員会主任 
      ４月１７日 王 震 中国共産党中央政治局委員、中日友好協会名誉会長 
      ５月１３日 姫鵬飛 国務委員 
      ６月２１日 朱穆之 中国文化部部長 
      ７月２２日 張勁夫 国務委員、国家経済委員会主任 
      ９月 ９日 李 鵬 副総理 



１９８５年 ４月２８日 彭 真 全国人民代表大会常務委員会委員長 
      ５月１８日 鄭鴻業 大使館商務処参事官 
      ８月１０日 谷 牧 国務委員 
     １１月１４日 白紀年 中国共産党陝西省委員会書記 
１９８６年 １月１８日 章 曙 中国駐日本国特命全権大使 
      １月２４日 張香山 中日友好協会副会長 
      ４月１７日 楊 鐘 林業部部長 
      ６月２５日 賈 石 中国国際貿易促進委員会会長 

９月１９日 段 雲 中国国家計画委員会顧問 

     １０月２０日 厳東生 中国科学院副院長 
１９８７年 １月１８日 田紀雲 副総理 

 ６月１１日 崔之夫 民生部部長 
      ６月２５日 周恩来総理記念詩碑 破壊事件発生（同日午前 7 時 30 分頃発見） 
      ６月２８日 周恩来総理記念詩碑 破壊に対する被害届を太秦警察署に提出 
      ７月 ９日 周恩来総理記念詩碑 破壊に対する告訴状を太秦警察署に提出 

７月２０日 周恩来総理記念詩碑 修復作業完了 
７月２０日 蒋光化 中国共産党対外連絡部副部長 
７月２１日 「日中国交正常化１５周年記念と詩碑おひろめの集い」 
      徐敦信 臨時代理大使公使参事官、 

文 遅 中国駐大阪総領事 
１０月１４日 黄世明 中国人民対外友好協会副会長 
１１月１４日 孫平化 中日友好協会会長 

１９８８年 ６月２８日 朱 良 中国共産党中央委員会委員、中共中央対外連絡部部長 
      ８月 ４日 「日中平和友好条約締結 10周年・周恩来総理誕生 90周年 

記念講演会（講師：岡崎嘉平太氏）及び祝賀パーティー」 
楊振亜 特命全権大使、韓秋芳夫人、 
陸 琪 中国在大阪総領事、範淑琴夫人、宮朝清領事 

１９８９年 ４月１１日 李寿葆 上海市人民対外友好協会会長 
１１月２１日 孫平化 中日友好協会会長 

１９９０年 ７月 ７日 季鉄映 国務委員、 

楊振亜 中国大使 

 ７月２1日 「詩碑建立 11周年・日中平和友好条約締結 12周年記念祝賀会」 

            （１９８９年が１０周年であったが、天安門事件で実施できず） 

孫平化 中日友好協会会長、 

千昌奎 中国駐大阪総領事 

１９９１年 ９月２４日 李貴鮮 国務委員兼中国人民銀行行長 

１９９２年 ５月２５日 万 里 全国人民代表大会常務委員長 

１９９４年１１月 ３日 栄毅仁 国家副主席（当時）御夫妻一行 

１９９７年       胡錦涛 中国共産党中央政治局常務委員・中央書記処書記・中央党学

校校長（胡錦涛氏は翌年 1998年 3月国家副主席に、2003年

から国家主席） 

１９９８年 ３月 ５日 周恩来生誕１００年 

２００７年 ４月１３日 温家宝 総理 



２００９年 ３月１８日 崔天凱 中国大使、鄭祥林 中国駐大阪総領事 

      ４月 ２日 李長春 中国共産党中央政治局常務委員 

 ８月２５日 李金章 中国外交部副部長、崔天凱 駐日大使 

     １１月２２日 楊潔篪 中国外交部長、崔天凱 駐日大使 

２０１０年 ９月２７日 周恩来総理記念詩碑にペンキ塗布事件発生、翌日修復 

２０１２年 １月１１日 烏雲其木格 中国全国人民代表大会副委員長(副首相級) 

 


