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●神奈川徐福研究会 10 月定例会
10 月 18 日（水）14:00～17:00 かながわ県民センター会議室 711
○寒川神社調査報告 事務局 伊藤健二さん
○寒川神社と富士古文献 神奈川徐福研究会理事 津越由康さん 参加費 1000 円
【お問合せ】 神奈川徐福研究会事務局 伊藤健二 E-mail xufu@krd.biglobe.ne.jp

●2017 年神奈川県日本中国友好協会訪問団派遣
10 月１９日（木） ～24 日（火） 5 泊 6 日 訪問地 瀋陽市・鄭州市・登封市（嵩山少林寺）
瀋陽市人民政府表敬訪問、瀋陽日本国総領事館表敬訪問、遼寧省人民政府表敬訪問、
東北育才学校・日本語スピーチコンテスト・高校生交流、河南省人民政府表敬訪問、
嵩山少林寺見学など 訪問団 18 人（うち高校生 6 人）

●日中友好秋期スクーリング
10 月 28 日（土）13:00～29 日（日）13:00 1 泊 2 日 平塚市総合公園・研修施設 現地集合解散
アクセス ①又は② ①ＪＲ平塚駅西口下車 徒歩 25 分 ②平塚駅北口下車バス 10 分
中国語教室、日本語教室、言葉の交流会、太極拳、日本の遊び体験（かるた、百人一首など）
参加費 日本人社会人 7000 円、中国人社会人 5000 円、学生 4000 円 参加資格中学生以上
宿泊定員 50 名 主催 神奈川県日本中国友好協会青年学生部会（チャイ華）
【お申込み・お問合せ】 chaika@kanagawa-jcfa.jp まで下記事項を記載
郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・性別・年齢・電話・メールアドレス・出身（日本/中国）
・種別（一般/学生） 語学レベル（日本人→中国語＝初/中/上） （中国人→日本語＝初/中/上）
ワークショップ（太極拳/レクリエーションから選択）

●第 38 回日中経済文化講座 「習近平二期体制の展望」
１0 月 28 日（土）16:00～19：00 かながわ県民センター会議室 1502
講師 矢吹 晋先生 横浜市立大学名誉教授 参加費 500 円 後援 横浜華僑総会 定員 30 名

●厚木市日中友好協会「みんなで広げよう友好・友情の輪」
１0 月 29 日（日）11:00～14：00 厚木ＹＭＣＡ体育館
市内外の在日外国人、市内作業所に通所されている方々、高齢者などが一堂に集まり、合唱やゲー
ムなどを通して交流を深める催し

●日中国交正常化 45 周年記念 「日中女性フォーラム～未来志向の日中民間交流～」
１１月 4 日（土）受付 12：00 13：00～16：30 日本青年館ホテル
○基調講演 総務大臣 野田聖子氏
駐日中華人民共和国大使夫人・大使館友好交流部参事官 汪 婉氏
○シンポジウム ○レセプション 17：30～ 主催 公益社団法人日本中国友好協会
参加費 フォーラム参加費 1000 円（資料代） レセプション会費 5000 円
【お問合せ】 日中女性フォーラム実行委員会 03-3291-4231 郷右近 2017josei-forum@j-cfa.com

●日中青年交流会
１１月 5 日（日）13:30～16:00 山下公園 水の守護神像前 対象者 高校生～30 代までの日本人・中国
人 先着 20 名 参加費 200 円 持ち物 筆記用具、飲み物 主催 青年学生部会（チャイ華）

【お申込み】 氏名・年齢・メールアドレス・出身（日本 or 中国）を下記アドレスまで
chaika@kanagawa-jcfa.jp 11 月 1 日（水）締め切り

●中国結び
11 月 8 日(水) 午前クラス 10:00～12:00 午後クラス 13:00～15:00
地球市民かながわプラザ１F 協会事務室 講師 本間初枝先生 参加費各 1000 円

●秋の三溪園散歩

11/18 中日交流活動

11 月 18 日（土）13：00～16：00 集合 13：00 根岸駅改札口 参加費 600 円 （入場料）
主催 青年学生部会(チャイ華)
【お申込み】 氏名・電話番号・出身（日本 or 中国）を下記アドレスまで
chaika@kanagawa-jcfa.jp 11 月 12 日（日）締め切り

●第 39 回日中経済文化講座 「晩秋の江ノ島・鎌倉に「中国」を訪ねて」
１１月 19 日（日）10：00～16:00 集合 10：00 小田急線・鵠沼海岸駅 解散 16：00 江ノ電・極楽寺
案内人 岡崎雄兒先生 『神奈川の中の中国』著者・元中京学院大学教授
参加費 500 円＋食事 交通費は自己負担 後援 横浜華僑総会

●第 3 回日中友好ファッション交流
12 月 1 日(金) 午前の部 9：00～12：00 午後の部 13：00～16：00 米山ファッションビジネス専門学校
共催 県日中女性部会・きらび学苑・米山ファッションビジネス専門学校

●第４回日中友好「三国志読書会」
12 月 9 日（土） 11:00～12:30 地球市民かながわプラザ 1F 協会事務室
講師 大塩 多起男さん 参加費 500 円 8 人まで

●未病健康実践講座
12 月 13 日(水) 14：00～16：00 地球市民かながわプラザ１F 会議室 受講料 ５００円
講師 王 廷絹（おう・ていけん）先生 王 涛（おう・とう）先生 共催中国養生法普及会
東洋健康法を通して体のツボを叩き、未病改善を図る。当日は運動しやすい服、靴をご用意ください。

●「日本の中の中国展～神奈川の足跡を訪ねて～」大和巡回展
12 月 20 日(水) ～24 日（日）10：00～16：00 （最終日 15：30 まで） 大和市渋谷学習センター1 階ギャ
ラリー 入場無料 禹王、徐福、蘭渓道隆、孫文、魯迅、聶耳らの神奈川における足跡を訪ねる写真展
主催 大和地区日中友好協会 共催神奈川県日中友好協会

●2018 年新春交歓のつどい
1 月 30 日(火) 崎陽軒本店 講演会 15：30～17：20 6 階会議室
講師 共同通信横浜支局外信部次長 松岡誠氏 高校生の訪中報告
懇親会 17：30～19：30 5 階マンダリン 吉川久子氏のフルート演奏（ギター演奏付き）
【お問合せ・お申込み】
（一社）神奈川県日本中国友好協会
経済文化交流部会・地域組織部会・女性部会・青年学生部会（チャイ華）
・神奈川徐福研究会・ボランティア日本語さくらの会連絡先
TEL 045－896－0124 FAX

045－896－0125

E-mail info@kanagawa-jcfa.jp

