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先日の 2017 年度湘南日本中国友好協会の総会には、会員の皆様はじめ多くの来賓の方々にご出席頂き
誠にありがとうございました。皆様のご協力により議事は滞りなく進行し、新年度の予算及び事業計画な
ど全ての議題は可決了承されました。また、役員につきましては、楊副会長と葉山副会長および大内副理
事長の退任をうけ、齋藤理事と塚本理事が副会長に、上野理事が副理事長にそれぞれ就任しました。なお、
楊副会長と葉山副会長は新たに顧問に就任いたしました。
これまで長年にわたり当会の活動に多大な貢献をいただいた退任役員の皆様に心からの敬意と感謝を申
し上げますとともに、新しい役員一同力を合わせて日中友好活動に取り組んでまいります。
皆様におかれましては引き続きご指導ご鞭撻くださいますようお願いいたします。
湘南日本中国友好協会会長 柳田秀憲

藤沢市鈴木市長の挨拶
ご来賓ありがとうございました。
鈴木市長はじめ多くのご来賓の
ご出席を得ました。
藤沢商工会議所 増田隆之会頭
神奈川県日中友好協会 三浦氏他
大 和 日 中、 厚 木日 中 、逗 子 葉 山 日
中、鎌倉市日中
藤沢市 三ツ橋課長 他

これまで二つの中国の
狭間に生きてきた経験に
ついて説明。その経験か
ら現在では、中国、台湾
にとらわれず広く中国語
・中国文化圏、すなわち
「大中華圏」と考える必
要があることに気づく。
まさに、「東京オリンピッ
講演中の安田先生
ク・パラリンピック 2020」
、
さらには 2018 年から 3 年連続で開催される「セーリング・ワー
ルドカップ」を見据え、藤沢・湘南の観光・インバウンドを考える
なら、この「大中華圏」というキーワードを理解する必要がある。
このことを皆さんと一緒に考えることにしたい。
総会講演会には 40 名余の方々が聴講されました。

柳田会長の議長で協議を進め承認を得ました。
■彩雲基金第３期 11 年目以降の取り組み
２０１7 年第 8 回日本語スピーチコンテスト
が無事開催されました。
彩雲基金代表は田中代表から新たに増田代表(藤
沢商工会議所会頭)へ引継ぎ第３期５年間（第１１
回～第１５回）の継続実施について協議し継続を
決定しました。
■聶耳碑前祭参加
７月１７日 聶耳記念碑
会員に加えて中国人市民の参加を推進します。
■日中秋期交流スクーリング １０月２８日〜２
９日
（担当；春名康夫）
平塚市
主催;神奈川県日中 共催;地域協会
湘南日中友好協会は日本語の講師を担当予定
■国際交流フェスティバル
１0 月 29（日）予
定（担当；春名康夫）
場所；「サンパレット」（さいか屋西側のエ
スカレーターがあるところ）予定
■みかん狩り １1 月／下旬予定 会員神保憲
朗さんのみかん畑 県日中と共催（担当；神村健
太郎）
■春節交歓の集い 2018 年 2 月１１日予定（担
当；塚本昌紀）
日時：２０１８年春節前後の日曜日
会場：藤沢市民会館 第２展示ホール
■通年行事
◆湘南日中中国語教室 (担当：平中恭子，耳野紀
久代)
◆中国語ボランティア活動 ( 担当：平中恭子)
◆日本語教室“かわせみ”
（担当：時本 忠，
平中恭子）
★１０周年記念祝賀会 １１月４日(土) 藤沢市
民会館 第２展示ホール
◆湘南日中交流ボランティア （担当；大縫光宏、
春名康夫）
◆湘南日中文化教室
・漢詩同好会
岩崎富久男講師
・日中料理教室(新設) 六会公民館 調理室
（担当；大森佐知子）
■ その他
・規約関係の見直し
湘南日中友好協会規約および彩雲基金定款等現
在の活動内容とかけ離れており、今後理事会で見
直しをし２０１８年総会に提示します。
・中国からのお客様、また会員からの要望により、
随時行事を行う。
※ これらの事業は、すべて独立採算にする。

総会・講演会に引き続いて
「松の間」で劉妍さんによる
京劇・変面の実演がありまし
た。
３０分にわたる変面と京劇
の実演と解説に懇親会参加
者以外の方々も参加して楽
しみました。
懇親会は２２名が参加。
ご来賓のあいさつに続いて
阿部知子顧問はじめ新しく
副会長、理事になられた方々
のご挨拶をいただきました。

阿部知子顧問の挨拶

変面の実演

厚木日中高橋会長
のご挨拶

今回は役員改選でした。懇親会で新役員の方々の
ご挨拶をいただきました。

新役員体制
会長
副会長
理事長
副理事長
理事

顧問
監事

柳田秀憲
大縫光宏，齊藤健夫，塚本昌紀
春名康夫
平中恭子(兼会計),鈴木富与子,上野篤志
耳野紀久代，時本忠，大嶋幹枝，
伊藤一夫，大森佐知子，木村光子，
岡部初子，神村健太郎
阿部知子，鈴木恒夫，楊麗華，葉山水樹，
中塚一宏，渡辺光雄，小松碧
林雄一郎，平野芳郎

神村健太郎新理事
のご挨拶

葉山水樹顧問
のご挨拶

日程
7 月 16 日(日)
7 月 17 日(月)
海の日
7 月 18 日(火)
7 月 19 日(水)
7 月 20 日(木)
7 月 21 日(金)
7 月 22 日(土)
7 月 23 日(日)
ホストファミ
リー

来日－羽田空港出迎え
9:30～10:30 聶耳碑前祭
→江の島水族館、江の島観光
18:00 ～20:00 歓迎会(松の間)
10:00～13:00 多摩大学訪問交流
→鎌倉観光・茶道・華道体験
8:30～9:00 鈴木市長表敬訪問
→東京観光・歌舞伎鑑賞
8:30～9:00 彩雲基金増田代表表敬訪
問→横浜観光
箱根観光－箱根細工体験・温泉
ホストファミリーと自由行動
帰国－小田急デパート前 6:45 集合
陳麗娜さん 増田隆之彩雲基金代表
張鶴耀さん 吉岡英樹/恵会員

■７月１７日(月) 聶耳碑前祭で交流しましょう。
■同日 歓迎会のご案内 会費\5,000 円
18:00 ～20:00 藤沢市民会館３階・松の間
同封の返信はがき７月１０日までに返信下さい。
第８回日本語スピーチコ
ンテストの優勝、準優勝の
大学生２人が来藤します。
会員皆さんで熱烈歓迎しま
しょう。
日程は上記のとおりです。
聶耳碑前祭、歓迎会には是
非とも参加いただきたく宜
しくお願い致します。
東京観光、横浜観光も大
学生に合わせて若い人の同
陳麗娜さんと張鶴耀さん
行を募集しています。
日本研修旅行招待
ご協力いただける方は連絡
いただきたく宜しくお願い致します。
また、湘南日中総会で今後共第３期(第 11 回～１
５回)の継続実施を決定いたしました。
彩雲基金の基金がひっ迫しておりますのでご支援を
宜しくお願い致します。基金は常時受け付けており
ます。
彩雲基金担当 上野篤志

彩雲基金の受付中

2017 年 6 月 28 日 聶耳碑参拝で交流
総会講演会で紹介のあった多摩大学と雲南民族
大学の提携で６名の雲南民族大学代表団が来藤さ
れました。会員の皆様にはメール連絡でご案内しま
したが大縫副会長、塚本副会長、他５名が参列しま
した。
代表団の中には日本語スピーチコンテストでお
世話になっている梅子老師も来られており日本研
修で来日の陳麗娜さん(雲南民族大学)をよろしく
とのことでした。
藤沢市から急遽の連絡でしたのでメール以外の
連絡が出来ませんでしたが今後も緊急連絡、ご案内
があると思います。メールアドレスの連絡をいただ
ければ助かります。事務局あてメールアドレスの連
絡を宜しくお願い致します。
事務局 mail harunay@jcom.home.ne.jp

■7 月 3 日(月) 国際交流フェスティバル打合せ
■7 月 7 日(金) 「音楽で結ぶ友好の橋」コンサート
関内ホール 横浜日中主催
■7 月 8 日(土)14:0016:00 湘南日中理事会
16:00〜 彩雲基金・日本研修打合せ
■7 月 10 日(月) 「姉妹都市・友好都市との交流を深
める市民の会」役員会
■7 月 16 日〜23 日 彩雲基金・日本研修旅行
■7 月 17 日 9:30〜 聶耳碑前祭
18:00〜彩雲基金・日本研修旅行歓迎会
■8 月 7 日(月) 神奈川県日中友好協会理事会
■8 月 19 日(土)14:0016:00 湘南日中理事会

日中料理教室(新設) 六会公民館
当；大森佐知子）準備中です。

調理室

（担

基金がひっ迫してきておりま

す。ご協力宜しくお願い致します。

横浜銀行辻堂支店（普通預金）1603294「彩雲基
金会計岡部初子」または

ゆうちょ銀行 00230‐2

‐47875「彩雲基金」
募金額 法人一口一万円 個人一口千円（原則三口以上）

担当の大森理事

新装なった六会公民館

■聶耳碑前祭のご案内
2017 年 7 月 17 日(月-海の日) 9:30〜10:00
聶耳記念碑保存会からの連絡です。会員皆様のご出
席を宜しくお願い致します。

「日本と中国」の新聞は購読希望者のみ実費負担
とすることとし会費改訂します。
入会金
\1,000 円
現状どおり
会費
日本人
\5,000 円
外国出身者 \3,000 円
法人
\8,000 円
家族
\8,000 円
「日本と中国」新聞購読料＋\2,000 円(送料込み)
「日本と中国」の新聞は８月１日より新聞購読料払
込の方のみにお送りします。7 月 15 日までに
□会計取り扱い
払込ください
振込専用口座－手数料がかかりません。
藤沢郵便局 振替口座 00270-2-112030
湘南日本中国友好協会
銀行振込
横浜銀行 藤沢中央支店
普通口座 618-1093016
湘南日本中国友好協会

平中 恭子

「湘南日中ニュース」の原稿送付は
春名理事長まで＜自宅＞
〒252-0802 藤沢市高倉 2656-2
春名康夫
TEL・兼 FAX ０４６６－４３－０２２６
E-mail harunay@jcom.home.ne.jp
携帯 ０９０－２２１６－１０８０

