
No 中国語 ピンイン 日本語

1 集会 jíhuì 集会。催し。集会を開く。
2 活动 huódòng 活動。催し。行動する。体を動かす。ぐらぐらする。融通が利く。

3 比赛 bǐsài 試合。試合する。
4 文体活动 wéntǐ huódòng 文化娯楽と体育の催し。
5 文娱活动 wényú huódòng 文化的娯楽活動。レクリエーション活動。
6 娱乐活动 yúlè huódòng 娯楽活動。レクリエーション活動。
7 纪念活动 jìniàn huódòng 記念の催し。
8 庆祝活动 qìngzhù huódòng 祝賀行事。
9 庆祝会 qìngzhùhuì 祝賀会。
10 节日 jiérì 記念日。祝祭日。祭りの日。
11 节庆 jiéqìng 祝日。フェスティバル。
12 〜节 〜jié 〜祭り。〜の日。
13 狂欢节 kuánghuānjié カーニバル。
14 文化节 wénhuàjié 文化祭。
15 艺术节 yìshùjié 芸術祭。
16 冰雪节 bīngxuějié 雪まつり。
17 摇滚音乐节 yáogǔnyīnyuèjié ロックフェスティバル。
18 〜祭 〜jì 〜祭。
19 大祭 dàjì 大祭。
20 安魂祭 ānhúnjì 鎮魂祭(ちんこんさい)。
21 祭典 jìdiǎn 古くからつづく祭典。
22 日本的祭典 rìběn de jìdiǎn 日本の祭り。
23 祭礼 jìlǐ 神や祖先を祭る儀式。供え物。
24 秋天祭礼 qiūtiān jìlǐ 秋祭り。
25 庙会 miàohuì 寺などの縁日。縁日の市。
26 夏季庙会 xiàjì miàohuì 夏祭り。
27 赛会 sàihuì 町中を練り歩く祭り。大型の競技大会。コンペ。
28 迎神赛会 yíng shén sàihuì 神を迎える祭り。
29 仪式 yíshì 儀式。
30 开幕仪式 kāimù yíshì 開幕式。
31 告别仪式 gàobié yíshì 告別式。
32 追悼仪式 zhuīdào yíshì 追悼式。
33 葬礼 zànglǐ 葬式。
34 祭祀 jìsì 祭祀(さいし)。神仏や祖先を祭ること。
35 〜会 〜huì 〜会。
36 大会 dàhuì 集会。大会。全大会。
37 报告会 bàogàohuì 報告会。
38 晚会 wǎnhuì 夜の集まり。夜会。パーティー。
39 联欢会 liánhuānhuì 交歓会。懇親会。パーティー。
40 联谊会 liányìhuì 親睦会。交流会。パーティー。
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41 派对 pàiduì パーティー。
42 舞会 wǔhuì ダンスパーティー。
43 聚会 jùhuì 集い。会合。集う。会合する。
44 欢迎会 huānyínghuì 歓迎会。
45 欢送会 huānsònghuì 送別会。
46 送别会 sòngbiéhuì 送別会。
47 生日会 shēngrìhuì 誕生日会。
48 宴会 yànhuì 宴会。
49 誓师大会 shìshī dàhuì 決起大会。
50 烟花大会 yānhuā dàhuì 花火大会。
51 庆典 qìngdiǎn 祝典。祝いの儀式。
52 创建五十年纪念庆典 chuàngjiàn wǔshí nián jìniàn qìngdiǎn 創立５０周年記念式典。
53 盛典 shèngdiǎn 盛大な儀式。
54 体育运动的盛典 tǐyù yùndòng de shèngdiǎn スポーツの祭典。
55 盛会 shènghuì 盛大な会合。
56 ⺠族盛会 mínzú shènghuì ⺠族の祭典。
57 典礼 diǎnlǐ 儀式。
58 入学典礼 rùxué diǎnlǐ 入学式。
59 毕业典礼 bìyè diǎnlǐ 卒業式。
60 结婚典礼 jiéhūn diǎnlǐ 結婚式。
61 赛事 sàishì 競技の催し。
62 ⻢拉松大赛 mǎlāsōng dàsài マラソン大会。
63 比赛会 bǐsàihuì コンテスト。コンクール。
64 竞赛会 jìngsàihuì 競技会。
65 品评会 pǐnpínghuì 品評会。
66 评赛会 píngsàihuì 品評会。
67 展会 zhǎnhuì 展示会。
68 会展 huìzhǎn 展示会。
69 展示会 zhǎnshìhuì 展示会。
70 展览会 zhǎnlǎnhuì 展覧会。
71 展销会 zhǎnxiāohuì 展示即売会。
72 展卖会 zhǎnmàihuì 展示即売会。
73 讲演会 jiǎngyǎnhuì 講演会。
74 演讲会 yǎnjiǎnghuì 講演会。
75 研讨会 yántǎohuì シンポジウム。セミナー。
76 集训 jíxùn 合宿。集中訓練。集中的に訓練する。
77 演唱会 yǎnchànghuì コンサート。
78 演奏会 yǎnzòuhuì 演奏会。
79 音乐会 yīnyuèhuì 音楽会。
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