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  ●日中国交正常化 45周年記念 丹羽宇一郎講演会「変転する世界経済と日本─トラン

プ・習近平時代の到来と日本の進むべき道─」 

9月 9日（土） 開場 13:30 開演 14:00 立正佼成会横浜教会普門館 （横浜駅西口より徒歩 5～6分） 

チケット 全席自由 500円（資料代）  完売済み 主催 丹羽宇一郎講演会実行委員会  

  ●中国結び 

9月 13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 

●日中国交正常化 45周年記念「日本の中の中国展～神奈川の中の足跡を訪ねて」 

   9月 15日（金）～24日（日） 10:00～17:00 地球市民かながわプラザ２F展示コーナー  

徐福、禹王、孫文、魯迅、聶耳らの足跡写真約 100点 入場無料 

●「日本の中の中国展」 関連講演会・漢詩朗詠会 入場無料 講演会は事前予約申込制 

区 分 期 日 時 間 会議室名 演 題 等 講  師 

漢詩朗

詠会 

9 月 15 日 

（金） 

14:00～            

15:30 

５階 

映像ホール 

魯迅らの漢詩の中国語に

よる朗詠、日本語吟詠 

桜美林大学名誉教授 植田 渥雄氏

ほか 

講演会 
9 月 16 日 

（土） 

15:30～ 

17:00 

１階 

A 研修室 
孫文と横浜華僑 塾「寺子屋」 符 順和氏  

同 上 
9 月 17 日 

（日） 

10:30～ 

 12:00 

１階 

中会議室 

藤沢の海に消えた中国国

歌作曲者 
元中京学院大学教授 岡崎 雄兒氏  

同 上 
9 月 20 日 

（水） 

13:00～ 

 14:30 

１階 

中会議室 

相模湖・ダムの歴史を後世

に伝える 

相模湖・ダム建設殉職者合同追悼会実

行委員会事務局 太田 顕氏 

同 上 
9 月 21 日 

（木） 

13:00～ 

 14:30 

１階 

中会議室 
神奈川と徐福 神奈川徐福研究会理事 前田 豊氏  

同 上 
9 月 22 日 

（金） 

15:00～ 

 16:30 

１階 

中会議室 
中国治水神「禹王」 

日中歴史文化交流センター代表理事 

露木 順一氏 

  ●日中国交正常化 45周年記念「謝雪梅 来日２０周年記念コンサート」 

   ～古筝と唄による日中名曲の調べ～ 

9月 23日（土）開場 13:30 開演 14:00 はまぎんホール ヴィアマーレ（桜木町駅より徒歩 5分） 

チケット 全席指定 2500円 

主催 謝雪梅来日 20周年記念コンサート実行委員会 (株)チャイナチャンス 

【お問合せ】 横浜中華芸術団 20周年記念コンサートチケット係 050(5858)3144 

●第 13回日中水墨協会展 

 9月 27日（水）～10月 1日（日） 吉野町市民プラザギャラリー（横浜市南区） 

 ○講演会「日中水墨画の栄光と歴史」 9月 28日（木）9:30～11:30 同市民プラザホール 

  講師 満柏さん 定員 200人 先着順入場無料 主催日中水墨協会 【お問合せ】０４５－６６４－３７８９ 

  ●漢詩吟詠会・生誕 150年、夏目漱石と黒田長成を詠む 

9月 30日（土）15:00～18:30 清閑亭（小田原市南町 1-5-73） 

出演 住田笛雄さん（全日本漢詩連盟常務理事）、横溝藍鵬さん（朝翆流みゆき吟詠会会長）、 

    陳愛樺さん（神奈川県日中友好協会中国語講師）ほか 



定員 30名（申込先着順） 参加費 2500円（漢詩冊子、十五夜御膳付） 

主催 神奈川県漢詩連盟詩游会 【お問合せ】 清閑亭 0465-22-2834 

  ●第 35回全日本中国語スピーチ大会神奈川大会 

10月 8日（日） 地球市民かながわプラザ１F会議室 

10:00～12:00 朗読発表会部門 （中学生・高校生の部、大学生・大学院生の部、一般の部） 

13:00～    スピーチコンテスト部門（高校生部門・大学生部門、一般部門） 

●第３回日中友好「三国志読書会」 

 10月 14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 多起男先生 参加費 500円 8人まで 

●神奈川徐福研究会 17年 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 参加費 1000円 

○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 

   【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） 

旅行代金 130,000円（公募高校生 65,000円）定員 20名（高校生 5名を含む） 

【お問合せ】 神奈川県日本中国友好協会事務局 

【お申込み】 ㈱二十一国際旅行社 間地さん 03(3660)0920 

●日中友好秋期スクーリング 

10月 28日（土）13:30～29日（日）13:00  平塚総合公園・研修施設 宿泊定員 50名  

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 

主催 神奈川県日本中国友好協会青年学生部会（チャイ華）  

●第 3回日中友好ファッション交流（日程のみ） 

12月 1日(金) 米山ファッションビジネス専門学校 

   共催 県協会女性部会・きらび学苑・米山ファッションビジネス専門学校 

   ●未病健康講座（日程のみ） 

12月 13日(水)  地球市民かながわプラザ１F会議室 

講師 王 廷絹（おう・ていけん）先生 

受講料 ５００円 

 
 

 

 

 

 

 

 

【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 
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