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2018 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ご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、総会後のパネルディスカッションでは安田震一先生のコーディネーターの下熱心なディスカッシ
ョンをありがとうございました。初めての企画でしたがパネラーの神奈川県日中友好協会上島副会長、望
月青年部長、多摩大学の西田良太さん、郭艶霞さんに「若者の日中交流をどう進めるか」をテーマに発表いた
だきディスカッションをいただきました。湘南日中会員からも質問が多く出されディスカッションに参加いただ
きました。これからの日中交流活動のヒントが得られたと思います。
会員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

懇親会でご挨拶の藤沢市鈴木市長
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、竹村裕幸専務理事
神奈川県日中友好協会上島副会長、浅沼知行企画部
長、望月徳三青年部長、大和日中石井会長、
藤沢市 関口隆峰企画制作部長、他

藤沢商工会議所 増田隆之会頭挨拶
藤沢商工会議所の増田隆之会頭には彩雲基金
の代表を引き受けていただいております。
また、「姉妹都市・友好都市との交流を深める市
民の会」を通じて彩雲基金への支援をいただいて
おります。

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
２０１8 年第 9 回日本語スピーチコンテストが
無事開催されました。昨年増田隆之代表(藤沢商工
会議所会頭)のもと第３期５年間（第１１回～第１
５回）の継続実施について決定しております。
■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２0 日〜２
1日
（担当；春名康夫）
平塚市総合公園 研修施設
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 2８（日）
予定 場所；検討中（担当；春名康夫）
■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 2019 年 2 月１0 日予定（担
当；塚本昌紀）
日時：２０１9 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）
◆湘南日中交流ボランティア （担当；大縫光宏、
春名康夫）
◆日中料理教室 六会公民館 調理室 （担当；
大森佐知子）
◆湘南日中文化教室
・漢詩同好会
岩崎富久男講師
■ その他
・運営規定の整備 規約の改定を受けて各行事の
運営ノウハウを運営規定として整備します。
・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。
■規約の改定
現状の活動内容に合わせて規定の改定を行い承
認されました。
■新会員の紹介
７名の退会会員がありましたが１３名の新規入
会員があり会員数は７１名となりました。

パネルディスカッション
・テーマ 「若者の日中交流をどう進めるか」
・コーデネータ 多摩大学グローバルスタディーズ学
部長 安田震一先生-湘南日中会員
・パネラー 神奈川県日中友好協会・上島副会長
神奈川県日中友好協会・望月青年部長
中国人留学生 郭艶霞さん 多摩大学 2 年生
日本人大学生 西田良太さん 多摩大学４年生

まず、それぞれの討論者が順番に意見を述べ、そ
の後にお互いに議論を行い、会場からの質問にも応
じるといった形式で行いました。
■上島副会長発表主旨
神奈川県日中友好協会
の青少年事業について紹
介。特に中国語スピーチ
コンテストの開催は３６
回を数え、学生を中国遼
寧省へ派遣しています。
多くの青少年にイベン
トに参加していただくこ
とで、協会の活性化、会
員発展の活力となる。
そのため、協会として
青少年が参加できる「場
づくり、環境づくりに頑
張っていきたい。

コーデネーターの
多摩大学安田震一先生

■望月青年部長発表主旨
チャイ華の活動を紹介。
チャイ華は日本で生活し
ている中国人の若者と日
本の若者の交流を図るこ
とを目的としている。
しかし、中国人参加者
パネラーの県日中
の確保が難しい。留学生
上島副会長(右)
の多くがアルバイトをし
と望月青年部長
ており土日のイベントに
参加しづらい。
日本人の参加者も若者が少ない。そのため中国人
の若者も参加しても話題が合わない。
チャイ華の今後は各イベントを日中の若者に興味深
いものにしていきたい。また、チャイ華スタッフの活
動を有意義にしていくためにチャイ華内の語学研修の
実施、チャイ華スタッフに中国人を勧誘してチャイ華
内の日中交流を図っていきたい。

■西田良太さん発表主旨

両親は中国人(黒竜江省)
だが生まれてからずっと
日本人という感覚で中国
の家の子を認めたくなか
った。ニュージーランド
留学時日本人と中国人の
違いを問われ自分を見つ
多摩大学郭艶霞さんと
めなおした。昨年夏に中
西田良太さん
国に行って中国の発展を
目にした。自分は日本も中国も悪くないと思う。
■郭艶霞さん発表主旨
２０１３年に福建省から来日、白鵬女子高校を経
て多摩大学に。日本にいても中国人らしく生きたい。
日本の若者と中国の若者がどうやって交流するか考
えていきたい。
【安田】西田君は９月から雲南民族大学へ行く。日
中の問題が起きたらどうする?
【西田】政治的な問題はできるだけ避けていきたい。
自分の方が偉いと思ったらだめで中国から学んでい
くことを考えたい。
【郭】日本人は優しい。島の問題が起きても日本の
一般の人は悪いとは思っていない。
【上島】神奈川県の前の長洲知事のおっしゃった３
つの原則が大切。①中国文化の敬愛➁反省の気持ち
➂中国との友好交流がないと発展なし
【望月】上海から AI 関係で３０名が来日し対応。日
本への悪い感情はない。日中世論調査で悪い印象は
わからないとの回答が多いのでは。誰かが悪いと言
うとみんながそう思う。
【安田】寺島学長は米→中国へ移ろうとしている。
アメリカ、英語は重要だがこれからは中国へ留学し
なさい、交流すると中国のイメージが変わる。行っ
てみる。触れてみる。中国の人にも来てみてよ。人
的交流が重要。
<会員からの発言>
・会って話すと悪いイメージはない。知らないこと
が大きい。若い人がどんどん交流を。
・日本人と中国人の思考は違う。外観は日本人と同
じなのになぜ? お互いの文化の違いを知って付き合
うことが大切。
・民族の違いを理解してどこが違うか知ることが大
切。欧米人とは外観が違うので違いを理解する。
・観光に目を向けると日本の四季、自然、山、海、
滝、お寺、神社、スポーツ、
・・・２０２０年オリン
ピックに向けて海外に出るだけでなく藤沢を海外に
発信していく。
その他にもたくさんの意見が出て有意義なパネル
ディスカッションになりました。コーディネーター
の安田先生、パネラーの方々、会員の皆さんの参加
をありがとうございました。
事務局

日程
7 月 16 日(月)
海の日
7 月 17 日(火)
7 月 18 日(水)

7 月 19 日(木)
7 月 20 日(金)
7 月 21 日(土)
7 月 22 日(日)
7 月 23 日(月)
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
8:30～9:00 鈴木市長表敬訪問
9:45～10:15 藤沢商工会議所増田会
頭(彩雲基金代表)表敬訪問
横浜観光
18:00 ～20:00 歓迎会(松の間)
10:00～13:00 多摩大学訪問交流
→東京観光
箱根観光－箱根細工体験・温泉
鎌倉観光-華道・茶道体験(木村宅)
ホストファミリーと自由行動
帰国－小田急デパート前 4:50 集合
李可心さん→鈴木三枝子宅
畢語玲さん→小澤由加里宅

会員の皆様には彩雲基金よりすでにご案内してお
りますが第 9 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
非ともご参加いただきたく
宜しくお願い致します。
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
李可心さんと畢語玲さん
上野篤志
日本研修旅行招待

彩雲基金の受付中

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）

■7 月 3 日(火) 国際交流フェスティバル打合せ
■7 月 14 日(土)14:00〜16:00 湘南日中役員会
■7 月 16 日〜23 日 彩雲基金・日本研修旅行
■7 月 17 日(火)9:30〜 聶耳碑前祭
■7 月 1８日 18:00〜彩雲基金・日本研修旅行歓迎会
■7 月 29 日(日)10:00〜日中料理教室
■8 月 8 日(水)13:00～ 日中音楽交流の集い
■8 月 18 日(土)14:00〜16:00 湘南日中役員会
８月の日中料理教室はお休みです。

■聶耳碑前祭のご案内
2018 年 7 月 17 日(火) 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。

２０１８年度総会において新入会員１３名のご
紹介をしました。うち４名は中国出身の方です。湘
南日中会員間でも日中友好交流がより図られるよ
うになりました。
また、日中料理教室は日本料理と中国料理を交互
に作って交流しておりますので楽しい交流となっ
ています。是非とも新しい友達をお誘いいただき日
中交流をしましょう。
<新入会員>
陶 旭茹，安田 震一，李 美大一 ，成島 眞壽，
岩田 廸子 ，伊藤 ミチ子，周 淑芹 ，
古市 シゲ子，齋藤 キミ子，鈴木 正文，
佐々木 美与 ，服部 峰明、内田 明彦
<新会員募集>
新規会員は常時募集しています。湘南日中ホーム
ページに募集要項がありますのでご紹介ください。
http://www.shonan-jcfa.com/snannai/niuk
ai/niukai.htm

「日本と中国」の新聞は購読希望者のみ実費負担
です。できるだけ購読を希望します。
「日本と中国」
の新聞は毎月発行です。同時に県日中等の情報も織
り込みます。購読されない方は湘南日中ニュースの
みですのでホームページ等で情報を得て下さい。
入会金
\1,000 円
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@tbz.t-com.ne.jp
携帯 ０９０－２２１６－１０８０

