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何年ぶりかの快晴のもと第 15 回ふじさわ国際
交流フェスティバルが藤沢駅北口サンパレットに
場所を替えて開催されました。
10/28 藤沢市長来場
実行委員会水嶋会長の晴れやかな笑顔の開会宣
言で始まりました。場所の関係で一回り小さいテントになりましたがほぼ例年通りの飾りつけ、配置で飾
りつけし、焼売の販売をしました。会員の皆さんには朝早くから会場設営、買い出し等お手伝いいただき
開会の前には準備完了。焼売の販売も開始しました。
人通りは昨年までのサンパール広場に比べると少なく焼売の売れ行きに不安がありましたがお昼ごろに
は多くの方が買って下さり完売しました。天気が良かったのも幸いでした。その他昆明の物産ではプーア
ル茶の試飲と販売が好評でした。また、大縫副会長始め藤沢市の高木さんから昆明のお土産の提供があり
販売しました。多くの皆さんのご協力ありがとうございました。

10/28 藤沢市日本語教室テント

昨年同様に藤沢市日本語教室テント
にも日本語教室「かわせみ」から参加
し成島さんを中心にテントの設営から
外国人市民の対応をしました。
人権男女共同平和課からペルーへ 2
年間行かれていた田崎さんが帰国され
日本語教室の方々とも再会を喜び合っ
ていました。
日本語教室「かわせみ」の生徒さん
の顔もありフェスティバルらしい雰囲
気で無事終了しました。
事務局 春名康夫

秋晴れの平塚市総合公園研修施設をお借りして
県日中チャイ華主催の日中秋期交流スクーリング
を開催しました。
参加者は 40 名で日中ほぼ同数で良い日中交流に
なりました。二日間日本語と中国語が飛び交い楽し
い交流となりました。
湘南日中からは日本語初級、中級、ビジネス日本
語の講師を担当し日本語教室「かわせみ」の先生を
中心に参加しました。ビジネス日本語では元「かわ
せみ」生徒の斉さんが日本でのビジネスの体験を講
演し議論に花が咲きました。 事務局 春名康夫

10/20 スクーリング夜の懇親会で二胡演奏の馬さん

藤沢市日本語ボランテイア養成講座の受講者約
30 名の中から日本語教室「かわせみ」の見学に
12 名の方が参加されました。 見学された 12 名
の内 7 名の方が「かわせみ」で活動したいとの希
望があり、ベテラン講師による実践入門講座を開
催中です。
7 名の新たな講師が参加されますと講師は約 45
名体制となります。現在の生徒数は 60 名を超え
ており、さらに日本語を勉強したいとの申し込み
が連日あり講師が不足しており待っていただいて
いる状況です。12 月の実践講座終了と同時に新し
い講師の方々に担当いただく予定です。
講師、生徒がどんどん増えてくると運営面でも
いろいろと問題が発生してきます。幸いに勉強の
場所は藤沢市市民活動推進センターに加えて六会
分室の六会プラザが軌道に乗りました。これから
は講師、生徒全体のコミュニケーションが取れる
かどうか、運営体制の工夫が必要です。
湘南日中友好協会会員の皆さんのご協力をよろし
くお願いいたします。
事務局 春名康夫

10/20

スクーリング参加者記念写真

10/21

ビジネス日本語で話す斉さん

9/7 日本語教室「かわせみ」の見学

11/9

第 3 回実践入門講座

「グローバル化する観光産業の
人材育成と活用」
第 7 回多摩大学グローバルスタデーズ学部主催
のシンポジウムが藤沢商工会館ミナパークで開催
されました。
今回は寺島学長の基調講演に加えて日本語スピ
ーチコンテスト時の 2018 年 4 月 14 日に昆明市
へ同行された安田学部長さん達の提案も含めての
シンポジウムでした。
冒頭藤沢市長のご挨拶もあり湘南日中会員は阿
部知子顧問も含め 10 数名が参加しました。シン
ポジウムは継続して開催されていますのでご案内
いたします。
事務局

会員の陶旭茹さん(ユースクラシック主宰)の主
催する上海音楽学院附属生の演奏会が横浜市開港
記念館であり大縫副会長以下と参加しました。ま
た、湘南日本中国友好協会が後援しました。
若い人たちの演奏に 300 名の会場を埋めた観
衆を魅了していました。
陶旭茹さんのユースクラシックは昨年に続いて
上海での公演 11 月 28 日、
昆明での公演 12 月 1
日も計画されています。こちらも湘南日本中国友
好協会が後援しています。
事務局

2018 年はどんな年でしたか。成果有、反省有、
来年はもっと大きく発展したい。湘南日中友好協
会の忘年会を下記の通り行います。
会員皆様の参加を希望します。
・日時 １２月８日(土)午後５時から
・会場 四川料理「星都」(せいと)
藤沢駅南口徒歩 3 分
藤沢市 南藤沢 19-13 一水ビル B1F
・会費 ￥5,400 円
・内容 四川料理の飲み放題付きコースです
・申込み締切り 世話役幹事 上野副理事長まで
メール、電話、同封ハガキいずれかで
12 月 1 日までに申し込みください。
同封の申込みハガキを使用の場合は 62 円切手
を貼って投函ください。
E-mail uenoat@hotmail.co.jp
電話 0466-33-0870

四川料理「星都」案内図

日本語教室の関連でディジタル・ストーリーテ
リング上映会・対話会が 11 月 11 日に藤沢青少
年会館でありました。
外国人市民、帰国子女の子育ての奮闘ぶりが映
像で紹介され、その後ディスカッションされまし
た。
「かわせみ」は子どもたちは対象にしていませ
んが地域で、学校で子供たちを支援している方々
が 40 名位参加しました。
事務局

・10/1 横浜華僑総会主催国慶節祝賀会出席
国慶節のお祝いは毎年ローズホテル横浜で開催
されており、湘南日本中国友好協会からは 6 名が
お祝いに参加しました。
・10/29 神奈川県日中地域組織部会出席
今回は鎌倉日中の担当で大船でありました。大
縫副会長と春名が出席し協議に参加しています。
事務局
10/4 上海音楽学院附属生の演奏会

神保さんの農園でみかん狩りをします。紅葉の下
伊豆の大島、富士山を眺めてハイキングしながらみ
かん山へ行きます。参加希望者は事務局春名まで申
し込みください。
・申込み メール、FAX、電話、または同封の返信
はがきで 11 月 20 日までに申し込みください。
返信はがきの場合は 62 円切手を貼ってください。

◆１１/19 9:20 頃 聶耳参拝 日中友好会館
「後楽寮」に在寮中の中国人留学生 20 名が来られ
ます。藤沢市観光協会より参加依頼です。
◆１１/２５ 日中友好みかん狩り 県日中と共催
・神保農園 ３０名予定 ￥７００円
◆12/8 湘南日中役員会 藤沢市役所会議室 1
◆12/8 湘南日中忘年会 幹事・上野副理事長
・日時 １２月８日(土)午後５時から
会場 藤沢駅南口にある四川料理「星都」(せいと)
会費 一人 5,400 円
内容 四川料理の飲み放題付きコース
◆12/9 日中交流料理教室 六会公民館
◆２０１９年 1/20 湘南日中役員会
藤沢市役所会議室 1
◆２０１９年 1/12(土) 春節を祝う会詳細計画
12 月 8 日湘南日中役員会で詳細を協議します。
◆２０１９年 1/27(日) 藤沢市民マラソン
昆明からは 1 月 25 日～28 日に来藤です。

湘南日中の料理教室が盛況です。11 月は予約
ができず中止でしたが 12 月はおせち料理(日本
料理)です。申し込みは大森佐知子さんまで直接申
込みください。電話 0466-50-5991

彩雲基金の受付中

基金は常時受け付けてお
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）

「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
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E-mail harunay@tbz.t-com.ne.jp
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