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大変お忙しいなか、日本語教室「かわせみ」１０周年の集いに大勢の皆様
のご参加をいただき、改めて心から御礼申し上げます。また、過分なカンパ
をいただきありがとうございました。
ご挨拶でも申し上げましたが、日常の「かわせみ」は、ﾒﾝﾊﾞｰ双方の事情で
ﾊﾞﾗﾊﾞﾗに活動せざるを得ない生徒さんや支援者達の集まりですので、今回、
思い切って、皆様方のご支援で、初めて全員が一緒に集まれる行事が出来た
ということは、本当に嬉しいことでした。
日本語教室「かわせみ」は、現在生徒さんが５０数名、講師は４０名弱で、
まだ９０名ほどの小さな組織ですが、最近は、日本語を勉強したいと、クチコ
開会挨拶の時本代表
ミやｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの応募がｼﾞﾘｼﾞﾘ増え続けており、徐々に運営にも工夫が必要になってきました。
中国語教室と日本語教室は、日常の活動形態が少し異なりますが、昨年の合同の「日大お花見会」のよ
うに、何か楽しみながら、交流が出来るチャンスもあるといいな、と思っています。これからも、
「かわせ
み」は、ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ活動のなかで試行錯誤しながら、『日本語を学んでくれてありがとう』の合言葉を忘れず
に、頑張っていきますので、湘南日中の皆様からのご支援を、宜しくお願い致 します。
湘南日中友好協会 日本語教室「かわせみ」 代表
時本 忠

参加者 120 名－多くの方の参加をありがとうございました
参加者は藤沢市長をはじめ１2０名になりました。本当に多くの
方々のご参加をありがとうございました。藤沢市人権男女共同平和課
の三ツ橋課長、藤沢市市民活動推進センターの細矢岳彦センター長、
手塚明美副理事長、堀千鶴六会市民活動プラザ 室長、湘南日中友好
協会の会員の皆様方にはお忙しい中ご出席いただき御礼申し上げま
す。今後共日本語教室「かわせみ」を宜しくお願い致します。
日本語教室「かわせみ」１０周年のつどい実行委員会
司会の木下・瀬戸内・船山さん

挨拶と乾杯の後は多彩なアトラクションとゲーム
に子供達も大喜びで参加しました。いろんな国の民族
衣装に着替えて盛り上げる方もありました。
最初は日本大学生物資源科学部フォルクローレ合
奏団の演奏リズムに乗って踊りに参加する人もあり
賑やかでした。○×クイズでお土産をゲットも。
最後はサプライズで高橋先生への感謝のセレモニ
ーと創立時の講師へのお礼がありました。１５周年、
２０周年へと勉強を確認して日本式の三三七拍子で
締めました。皆さんありがとうございました。

湘南日中塚本副会長の音頭で乾杯！

藤沢市、桐原工業団地にありますシロキ工業
（株）のインドネシア人技能実習生(今年 1 月来藤)
による古武術、ペンチャック・シラット
古武術、ペンチャック・シラットをご披露しま
した。ガムランの音色に合わせて、2 人の演者が日
本の空手のような技を 5 分程繰り広げました。来
場した殆どの方は初めて目にしたということを聞
き、実習生達も感無量だったようです。またご披
露する機会がありましたら是非参加したいと思い
ますので、その際は宜しくお声かけ下さい。
素晴らしい体験をさせて頂き、ありがとうござい
ました。
アトラクション担当 瀬戸内 恵

生徒さんのご家族も
たくさん参加いただきました

古武術、ペンチャック・シラット

○×ゲームで盛り上がり－景品の提供ありがとうございました。

日本大学生物資源科学部
フォルクローレ合奏団の演奏

この度は 日本語教室「かわせみ」10 周年のつどい
に私達夫婦をお招き
頂き有難うございました。心より御礼申し上げます。その上、過分の「御礼」
を頂戴し恐縮に存じます。
祝賀会が立派に行なわれたことを感謝いたします。 これほど多くの人々が参
加し、出席者全員が喜びを分かち合う集いが開催され感激とともに驚いていま
す。実行委員各位の熱意が見事な企画と実行に結実し、講師の皆さんの一致協
力を産み出している姿を拝見し嬉しい限りであります。
講師の皆さんのご尽力に重ねてお礼を申し上げますとともに、「かわせみ」を
高橋伸輔先生ご夫妻
ここまで立派に育てること粉骨砕身された時本さんに敬意を表します。
「かわせみ」の草創期に活躍された
先輩講師の方々をお一人お一人紹介し御礼を送呈する時本代表を見て、講師の皆さんの温かい心を感じ深
く感銘を受けました。有難うございました。
高橋伸輔 章子

日中国交正常化 45 周年を記念したコンサート『古
筝と唄による日中名曲の調べ』が９月 23 日、横浜市
内の「はまぎんホールヴィアマーレ」で５００人の参
加のもと開催された。コンサートは、謝雪梅来日 20
周年記念コンサート実行委員会（委員長：矢部房雄前
逗子市葉山町日中友好協会会長）が主催した。
矢部委員長の開会あいさつの後、来賓の並木裕之神
奈川県日中友好協会会長が「今回のコンサートを機に
音楽や芸術を通じて両国の人々の相互理解が深まる
ことを祈念します」などとあいさつ。謝さんの迫力あ
る演奏、著名な京劇俳優やピアノ・尺八・京胡・琴の
演奏家とのコラボ演奏など、あっという間の２時間で
あった。 謝さんが、「来日した時は、20 歳を過ぎ
たばかりで日本語も全く分かりませんでした。多くの
方に助けていただき、今日という日を迎えることがで
きました。私は心から日本を愛しています。日本は第
２の祖国です。両国が末永く仲良くなるのが私の願い
です」などと謝辞を述べると、会場は割れんばかりの
拍手で包まれた。
県日中 三浦

2017 年 9 月 29 日から 10 月 3 日まで、一
般社団法人ユースクラシックが主催する国際交
流イベントが開催されました。今回は上海音楽学
院付属学校で音楽を専門的に学ぶ学生 8 名、教師
2 名を神奈川県へ招待しました。
10 月 2 日午後 14 時〜15 時、藤沢市の鵠沼
海岸にある「聶耳記念碑」を参加者一同で見学し、
聶耳記念碑保存会の会長より記念碑の由来と現
在行われている活動についてお話しを伺いまし
た。初めて聶耳が日本で亡くなられたことを知っ
た学生も多く、とても興味深くお話しを聞いてい
ました。帰りバスの中でも、記念碑のことが話題
となり、日本で聶耳を大事に記念していることに
対して大変感心したようです。
陶 旭茹

10 月 2 日 上海中学生聶耳碑参拝

謝雪梅来日 20 周年記念コンサート

10 月 19 日

雲南省商務庁聶耳碑参拝

湘南日中の中国語教室も鳥居ジュアンさんの「楽楽中国語学習サークル」Ｂクラスが開校し賑やかに
なってきました。第５３期の開校に際し大縫副会長にそれぞれの開校式でご挨拶をいただきました。

3 日楽楽中国語学習サークル開校

11 日許老師初級開校

9 日周老師基礎開校

11 日許老師基礎開校

9 日周老師初級開校

13 日許老師入門開校

湘南日中友好協会会員の神保さんの農園です。
天気が良ければ富士山が大変きれいです。伊豆大島
も望めます。まさに紅葉真っ盛り。ハイキング気分
で参加ください。
◎日時
１１月２6 日（日）下曽我 (神保農園)
◎集合午前 10 時 下曽我駅前 梅の里センター
◎解散

場所

午後 3 時頃 下曽我駅前◎場所

神保みかん農園
◎定員

日･時

神奈川県小田原市下曽我

3０名 各人昼食・飲み物持参願います。

◎費用 ７００円（一般）

会費
幹事

２０１７年１１月２９(水)
１７：００〜１９：３０
大門屋 オオモンヤ 0466-26-1250
藤沢駅北口 徒歩 6 分
５，０００円 当日持参ください
大縫副会長 090-1700-8366

※同封のハガキで１１月２０日までに申し込み
ください。

５００円（湘南日中会員・中国人・学生）
＊当日お支払願います。（みかん食べ放題・みかん
のお土産１袋約３ｋｇ）昼食は各自持参して下さ
い。焚き火（焼き芋、ウインナーあり）をしながら
昼食をとります
交 通 案 内①
横浜駅発 8:43－国府津駅
9:23(JR アクティー)
藤沢駅発 9:03－9:23 国府津駅（JR アクティー）
＊国府津駅下車、御殿場線に乗り換え
国府津駅発 9:49－下曽我駅 9:54（御殿場線）
※同封のハガキで１１月２０日までに申し込みく
ださい。

主催
大和地区日本中国友好協会
共催
横浜・湘南・厚木・海老名日中友好協会
大和地区日中友好協会と横浜・湘南・厚木市・海
老名市の各日中友好協会の共催により、下記の通り
標記シンポジウムを開催するはこびとなりました。
隣り合う友好協会と日中友好活動の現状をレポ
ートし合い、情報交換することにより、草の根活動
の更なる可能性を探ります。ご参加くださった皆様
の質問やご意見も交え、語り合えればと存じます。
会員や友人などをお誘い合わせて、お気軽にご参
加下さい。
パネラー…横浜、湘南、厚木、海老名、大和の各協
会の会長等５名＜湘南日中は春名が発表します＞
コメンテーター…日本大学総合科学研究所教授
露木 順一氏
期 日…１２月９日（土）
時 間…午後２時 30 分～４時 30 分（開室 午後
２時 10 分頃）
会 場…大和市文化創造拠点「シリウス」６階 大
会議室 （小田急江ノ島線大和駅、相鉄線大和駅
下車、徒歩３分）入場料…無料

「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。

□会計取り扱い
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

