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第１５回湘南支部総会・プログラム 
 
                            

１．開会挨拶：山内副支部長 

２．来賓挨拶：大森 猛 県連会長 

３．議長選出 

 

４．資格審査：渡辺理事 
 

 

５．議事 
 

 

（１）2020年活動報告：山内副支部長 
 

 

（２） 〃 決算報告：渡辺理事 
 

 

（３）会計監査報告：府川監査 
 

 

（４）2021 年運動方針 (案) ：今野副支部長 
 

 

（５） 〃 予算 (案) ：渡辺理事 

 

（６）質疑・応答 
 

 

（７）採決 

  

 
 

６．次期役員選出 
 

 

７．役員紹介・挨拶：山内副支部長  

 

８．ニエ・アルをしのぶ会 会計報告 
 

 

９．閉会・退任挨拶：今野副支部長 
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2020年度活動総括
昨年度の方針のキーワードは、①米中対立の激化、②中国の日本への好感度 45%(嫌日 53%)が続く中で、

日本の中国への好感度はメディアの中国及び共産党批判の中で、好感度指標は下がり(10%)、嫌中が 90%

に増幅したこと、③日中友好と不再戦の運動が大切なこと、④コロナ禍の中でもマスクや医療用品を相互

に送りあったこと、などとなっています。「視野は大きく、活動は身近な支部から」をモットーに地道に

こつこつと続けたい。 
1.組織活動では、この 1年間では正会員が 16→15名、準会員が 20→15名となった。         

正会員の高齢化が進んでいるのが理由。 

2.役員会はコロナ禍の中でもズーム会議で対応し、会場変更等に対応した。 

3.県連役員会への参加は総会以外には 1回だけにとどまった。反省点です。 

4.映画会 2回、講演会 2回、歴史散歩 1回に取り組み毎回 13～25名と、懇談と懇親を深めることができた。 

5.ニエアル記念広場の毎月清掃と保存会行事への参加を通じて、当会の地道な活動への理解が拡がった。 

6. 行政への提案という点では、前回の植え込みの手入れ要望につづき、８月にニエアル広場の縁石・天

板の補修要望３か所を行い、１１月には補修された。その他、要望を通じての市の行政の改革改善とい

う点で、会員或いは広く在日または観光客の要望の把握などは課題だ。 

7.その他、最後になりましたが、支部ニュース 4 回、カレンダーの普及 61 本など取り組んできました。 

 
活動経過                                    
20200808  第１4回湘南支部総会１3時半～ ニエアル没後 85周年記念講演、岡崎雄兒氏「歌で革命に挑んだ男」  
20200905  ニュース133号 8/8支部総会開催・10月講演花水川流域の「自由民権運動」と日中「70年戦争」・聶耳の命日に献花 

20200907  ニエアル広場の清掃 １0 時半～  

20200913  湘南支部理事会 9-１１時 市役所５階  

20201005  ニエアル広場の清掃 １0 時半～   

20201010   台風により延期 花水川流域の「自由民権運動」と日中「70年戦争」 講 師：府川きよしさん 

20201101  花水川流域の「自由民権運動」と日中「70年戦争」  講 師：府川きよしさん 25名 

20201102  ニエアル広場の清掃 １0 時半～  

20201205  ニュース 134号  日中友好講演のつどい開催 

20201207  ニエアル広場の清掃 １0 時半～  

20201213  映画会 「鬼が来た！」 市役所５階  13 名 

20210101   ニュース 135号 「鬼が来た！」を上映・大会分担金について・２月１４日に視聴会を予定・ニエアル広場がきれいに 

20210104  ニエアル広場の清掃 １0 時半～  

20210107  緊急事態宣言発令 至る 3/7 

20210110  湘南支部理事会 10-１2 時 市役所５階  

20210201   ニエアル広場の清掃 １0 時半～ 

20210214  湘南支部理事会  山内事務所 「創立 70 周年記念シンポジウム」動画視聴会 Zoom 

20210301  ニエアル広場の清掃 １0 時半～ 

20210314  湘南支部理事会 １4 時 山内事務所  

20210405  ニエアル広場の清掃 １0 時半～  

20210411  映画会 「ココシリ」 市役所５階  17 名 

20210504  ニエアル広場の清掃 １0 時半～ 

20210515  ニュース136号 映画鑑賞会で「ココシリ」・オンラインで動画視聴会・中国を知るシリーズ＜第 7回＞ 華南地方 

20210516  湘南支部理事会 10-12 時 市役所５階 

20210607  ニエアル広場の清掃 １0 時半～  

20210620  岡崎雄兒さんの案内で 「神奈川の中の中国」を歩く、片瀬江ノ島駅 13：15 14 名 

20210705  ニエアル広場の清掃 １0 時半～  

20210717  ニエアル記念碑・碑前祭中止、県連としての参拝に参加 10時 

20210718   湘南支部理事会 9 時～市役所 5 階 第 4 会議室 総会議案と会計監査   

20210802  ニエアル広場の清掃 １0 時半～   

20210808  第１5回 湘南支部総会１5時半～  藤沢市民会館  第 3会議室                      
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２０２０年度の湘南支部 会計監査報告 

           

（１）７月１８日午前９時から、藤沢市役所５階の会議室で、支部の理事会

参加を兼ね、会計監査を行いました。山内、今野、会計担当の渡辺さんと会

計監査の私・府川の４名の参加です。担当から、各種書類（決算報告書、収

入・支出を記帳した帳簿、振込票、現金、通帳の写し、レシート類）を呈示

され、説明を受け、監査をしました。 

（２）担当者は４年目です。事務はきちんと整理、記帳がされ、特に問題は

ありません。コロナ禍が２年目に継続した中で、支部の取組みや、この間の

担当者の苦労を察します。ご苦労さまです。 

（３）湘南支部は、決算報告書の通リ、前期繰越金約３１.１万円が、次期繰

越金は約２６.２万円となりました。約４.８万円ほど少なくなりました。繰

越金を除いた実収入は４０.４万円。実支出は４５.３万円で、差引き４.８万

円赤字で、その分次期繰越金が減ったわけです。でも健全な会計を維持して

います。 

（４）会費収入が予算より、6.4万円減りました。総括報告が示しているよ

うに会員、準会員の減少によるものです。新年度は、着実に増やしていきた

いものです。 

（５）コロナ禍などで活動が自粛せざるをえなかった結果、支出の各項目で

抑えられ、それが反映しています。 

（６）今年度の予算案は、前年度と同じ考えで、活発な行動計画に見合う組

み方がされています。コロナ禍が当分続きそうですが、ワクチン接種が進み

終息に向かえば、取り組みもみんなで力を合わせ、拡げていきたいものです。

期待します。 

           ２０２１・８・８  会計監査・府川 清  ○印  
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2021年度（2021 年 9 月〜2022 年 8 月） 

湘南支部運動方針（案） 

はじめに 

 新型コロナウイルス感染症がパンデミックの状況から抜け出せない中で、人と人とが

つながり合う国際友好運動をどうすすめるのか、厳しい局面に工夫が求められています。 

湘南支部では全国的に見てもいち早く Zoom会議を導入して役員会を継続して開催し続け

てきました。これからも Zoomや SNSを利用しての組織的な結びつきを強化する必要があ

るでしょう。また、メーリングリストを使っての情報発信も有益であり、ウェッビナー

などの機能を利用した非対面式講演会・学習会などにもチャレンジすべきです。 

一方で、対面で人と人とが交流することの意義の大きさも明らかとなっている。中国訪

問旅行はまだ先になるでしょうし、中国からの訪日旅行（インバウンド）も展望は開か

れていません。それでも、2022 年 2 月には北京冬季オリンピックも開催される予定です。

同年は湘南支部ゆかりの聶耳（ニエアル＝中国国家作曲者）生誕 110 周年でもあります。

こうした機会を通じて、中国の人や文化、歴史や社会についての理解が深まるよう、私

たちも力を尽くしましょう。 

2021 年 4 月の菅義偉首相とバイデン大統領との日米首脳会談では、「台湾海峡の平和と

安定の重要性」を明記した共同声明が発せられ、中国の覇権主義的行動を口実として、

中国への軍事的な対応を強化することは、“軍事対軍事”の危険な悪循環を生み出すだ

けです。日中不再戦を指針とする私たちは、軍事対応拡大路線を絶対に許すことはでき

ません。今年 10月までには衆議院総選挙が必ず実施されます。日本の軍事拡大を許さな

い、東アジアの平和を目ざす政権を産み出す必要があります。 

日本の大手メディアでは新疆、香港問題を最大限に活用して、「嫌中」報道を繰り返し

ています。災害や事故でさえ、ことさらに嫌悪感をあおる報道ぶりには怒りすら覚えま

す。私たちは機関誌や SNS、各種行事を通じて、こうした「オール嫌中体制」にひたす

ら抗っていくほかありません。市民の連帯の力で、世論に影響を与える強固な協会をつ

くりましょう。 

＜1年間の主な課題＞ 

１．組織の拡大強化 

２．誰でも参加できるイベントの実施 

３．「ニエ・アルをしのぶ会」の支援活動 

４．日中友好カレンダーの普及 

５．中国百科検定の普及 

６．ホームページの充実などインターネットの活用 
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＜具体的取組＞ 

1．組織の拡大強化 

（1）組織強化 5 原則に基づく支部活動をおこないます。 

   ①定期的に役員会を開く 

          ②多彩な行事を開催する 

   ③会員、準会員、「研究中国」読者を増やし、組織を大きくする 

          ④集金を確実に行う 

          ⑤機関紙ニュースを発行する 

（2）次期総会までに会員を 3 名以上、準会員を 6 名以上増やし（純増）ます。 

２．誰でも参加できるイベントの実施 

中国映画や世界遺産 DVD などの上映会や中国問題に関する学習会・講演会を隔月

を目安に実施します。また、湘南地域在住の中国人、中国からの留学生らとの交流

を図りたい。 

３．「ニエ・アルをしのぶ会」の活動支援 

（１）「NPO 法人ゆい」と協力して、ニエ・アル記念碑公園の清掃を行います。 

（２）神奈川県連とともに、ニエ・アルを偲ぶイベントに協力します。 

（３）行政に働きかけ『聶耳記念碑公園の観光資源化』を推進します 

４． 日中友好カレンダーの普及 

   カレンダーは中国の景観・風土・社会を理解し親しむ力になります。また財政活

動でもあります。今年度の普及目標を 50 本とします。  

５．中国百科検定の普及と試験参加者増を目ざす。 

中国百科検定は日中友好協会の重要な取り組みの一つになりつつあります。この

取り組みで中国を正しく理解する人を広げていくことは、今後の中国と向き合う上

で意義のある活動です。このための学習活動を神奈川県連と共催でおこない、受験

者も増やしていきます。 

６．日中友好協会の活動を社会的に広めるためにホームページを活用し、充実させます。

ホームページの閲覧者を増やす試みや SNS の活用なども視野に入れて、支部の社会

的認知を広げるよう努めます。また、ニエアル記念公園について案内や地図、周辺

の自然や観光情報、飲食店などを中国語でも紹介し、周知・宣伝を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 7日（日） 
総会記念講演「西岡瑞江の手記から見えてきた中国の

現代史」菅野正則氏 

2月   日（日） 映画上映会 

4月   日（日） 講演会・学習会・ウォーキングなど 

6月   日（日） 映画上映会 

8月 定期総会 

＜年間スケジュール（予定）＞ 
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日本中国友好協会湘南支部規約 
 
 

第 1 条  この会は、日本中国友好協会神奈川県連合会湘南支部とよび、事務局を藤沢市に 

おきます。 

第 2 条 この会は過去日本が中国をはじめアジア諸国へ侵略した歴史的事実をふまえ、21 世 

紀にむけ、中国との友好平和をいっそう深めるために活動します。 

第 3 条 この会は第 2 条の目的を達成するために以下の運動・事業をおこないます。 

1. 日本と中国の平和友好を促進するための諸活動をおこないます。 

2. 中国の政治・経済・文化・歴史等をまなぶための文化事業をおこないます。 

3. 会員の要求にもとづく諸活動をおこないます。 

第 4 条 

1.  この会の目的に賛成し、会費をおさめる個人、団体を会員とします。 会員は、普通会員、

賛助会員、団体会員、特別会員とします。会員は機関紙「日中友好 新聞」を購読し、協

会本部、県連、支部の各種活動や諸事業に参加できます。この会の 諸機関にたいして発

議し、役員、代議員を選び、またこれらに選ばれることができます。 

2. 準会費をおさめる個人、団体を準会員とします。準会費は機関紙「日中友好新聞」を購読

し、各種活動や諸事業に参加できます。 

会費が 6 ヶ月以上未納のばあいは会員の資格をうしなうことがあります。  

第 5 条 この会につぎの機関をおきます。 

1. 総会 

総会はこの会の最高決議機関で、年 1 回ひらきます。必要により、臨時総会をひらくこと

ができます。総会は支部長が招集します。総会は会員の過半数の出席(委任状をふくむ)で成

立し、議事は出席会員の過半数の賛成で決定します。 

2.  理事会 理事会は総会の決定にもとづき、支部の日常の業務をおこないます。理事会は支

部長が招集します。 

第 6 条  この会につぎの理事・監査をおき、任期はつぎの総会までとします。理事・監査は 

再選をすることができます。支部長 1 名、副支部長若干名、理事若干名。監査 1 名。 

第 7 条 理事・監査は理事会で補充または増員することができます。 

第 8 条 この会の経費は、県連の還付金、事業収入および寄付金でまかなう。 

第 9 条 この会の予算、決算は総会の承認をえなければなりません。 

第 10 条 この規約の改廃は、総会でおこないます。 

[付則] 

1. この規約にないことがらは本部、県連の規約に準じます。 

2. 第 9 条の規定にかかわらず、初年度の予算については総会後の理事会の決定に基づいて施

行します。 

3. 本会の設立年月日は２００７年 ５月１３日であり、本規約も設立日から実施します。 

4. この改定規約は、２００８年６月１４日から実施します。 

5. この改定規約は、２０１８年８月１３日から実施します。 

6.  この改定規約は、２０２０年８月８日から実施します。 

  

 

 

 


