聶耳と藤沢

(文責 上野)

１ 聶耳の生涯(略歴)

日中関係史

(出典は主に「聶耳物語」(1989年 聶耳記念碑保存会)による)

1894 年

日清戦争(日本が台湾と澎湖諸島を獲得)

1904 年

日露戦争(〃 大連、旅順及び東清鉄道の租借権を獲得)

1910 年

日本が韓国を併合

中国雲南省昆明市で生まれる

1912 年

中華民国建国(孫文が臨時大総統就任→翌年袁世凱)

(本名：聶守信、父：聶鴻儀、母：彭寂寛)

1914 年

第一次世界大戦始まる(日独青島戦争、中華民国も参戦)

1916 年

父が亡くなり、母が薬局を引き継いで一家を支える

1915 年

日本が中華民国に21カ条要求→袁世凱が受諾

1918 年

昆明県立師範付属小学校に入学

1917 年

ロシア１０月革命

1919 年

五・四運動(山東主権回収を求める学生などの抗日運動)

1912 年

中国全土で21カ条要求反対運動
聶耳(1912-1935)

ベルサイユ条約(中国は調印拒否)
1922 年

私立求実小学校高級部に転入

1921 年

上海で中国共産党結成

1922 年

ワシントン会議(山東権益の中国返還＝幣原外交)
中国の独立・領土保全等に関する九カ国条約締結

1924 年

孫文が国民党第1回全国代表者会議を開催
三大政策決定

1925 年

雲南第一連合中学に編入学

1927 年
1928 年
1929 年
1930 年

黄埔軍官学校設立(校長蒋介石)

1925 年

孫文死去(「革命未だならず」)

雲南省立第一師範学校高級部外国語組英語学科に入学

1926 年

国民革命軍(総司令官蒋介石)北伐開始

国民革命軍第１６軍に参加

1927 年

蒋介石、共産党粛清開始

雲南省立第一師範学校に復学

1928 年

日本が山東出兵

この間、音楽・演劇活動に傑出した能力を発揮し始める

1929 年

世界大恐慌始まる

1931 年

柳条湖事件→満州事変始まる(九・一八事変)

1925年の聶一家の記念写真

関東軍による張作霖爆殺事件

雲南省立第一師範学校を卒業
兄の紹介で上海の雲豊商店に勤務する

1931 年

上海の雲豊商店が倒産
聯華影業公司音楽歌舞学校の楽隊練習生として採用される
第一バイオリニストとして活躍、作曲も始める

1932 年

中国国民政府が柳条湖事件を国際連盟に提訴
国際連盟理事会、日本軍満州撤退決議案を採決

雲豊商店で店員たちと

明月歌劇社の音楽研究グループ責任者になる

1932 年

第一次上海事変始まる

明月歌劇社を退社し、北京へ

関東軍による満州国建国宣言

国立北平大学芸術学院を受験するも不採用となる

国際連盟臨時総会、満州国不承認を決議

北京を去り、上海の聯華影業公司第一映画製作所に入る

５．１５事件(犬養首相暗殺)

この頃、劇作家の田漢(1898-1968)と知り合う
1933 年

聯華公司一廠音楽係主任として映画の配音と歌唱指導
映画の挿入曲などを作曲する

1933 年
聶耳と田漢(1933年 上海で)
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国際連盟総会、リットン報告書を採択
日本、国際連盟を脱退

1934 年

聯華公司一廠を解雇される

1934 年

土竜山事件(東北民衆自衛軍の蜂起)

1935 年

梅津・何応欽協定(日本による華北分離工作)

国立音楽専科学校のバイオリン選科を受験するも不採用となる
東方百代公司に入り録音、歌唱指導、写譜、作曲などを担当
映画「大路」の主題歌「大路歌」などを作曲
百代公司を退社
1935 年

聯華影業公司二廠音楽部主任となる
映画「逃亡」の主題歌「逃亡曲」と挿曲「塞外村女」を作曲

北平学連の学生による一二・九運動始まる

映画「凱歌」の主題歌「打長江」と挿曲「採菱歌」を作曲

華北分離に反対する大規模デモが全国化し、この頃から

映画「風雲児女」の主題歌「義勇軍行進曲」の初稿完成

映画「風雲児女」とともに「義勇軍行進曲」が全国に広

4月15日 上海から長崎丸で渡日

まっていく
映画「風雲児女」のポスター

さらにその後の日中戦争でも抗日の歌や曲として広く使

4月18日 東京に到着(友人の張鶴宅へ)

われるようになる

遅くとも5月初めには「義勇軍行進曲」の決定稿を上海に送る
東京では、東亜日語補習学校に入学して日本語を学び、演劇、
映画、演奏会にも精力的に出かけて日本の芸術文化を積極的に
吸収しようとした
7月9日 友人の李とともに藤沢へ(李の知人・濱田實弘宅)
この間、江の島など湘南観光をしたり鵠沼海岸で泳いだり
して、藤沢の人々と交流を深める
7月17日 鵠沼海岸で遊泳中に遭難(享年23歳)

東京隅田公園で張鶴ら友人たちと

【付記】

1936 年

西安事件(張学良が蒋介石に一致抗日を要求)

1937 年

盧溝橋事件→日中戦争始まる
第二次上海事変

なお藤沢の寄宿先の濱田實弘氏によると、聶耳の遺体は鵠沼海水浴場の泳いでいた地点から西南に30ｍ
の海底で発見されたという。友人の張鶴が東京から駆け付けて本人の確認をし、藤沢の火葬場で荼毘に付

第二次国共合作なる

された。１９３５年秋、聶耳の遺骨は張鶴らに抱かれて上海に戻り、翌年兄の聶叙倫により故郷の昆明に

国民政府の首都南京への攻略戦による南京大虐殺事件

帰った。１９３７年、昆明市滇池の西山美人峰の墓地に葬られた。戦後、西山森林公園にある現在の墓地

1939 年

第二次世界大戦始まる

に改葬された。

1941 年

日米開戦(中国国民政府、日本に宣戦布告)

1942 年

日本軍、雲南省に侵攻

1943 年

ルーズベルト、チャーチル、蒋介石のカイロ会談
(連合国による対日処理方針の決定)

1945 年

1937年、聶耳の墓前に集う親友たち

昆明市滇池西側の西山森林公園にある聶耳の墓
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日本、ポツダム宣言受諾

２ 聶耳記念碑建設と日中友好運動

1949 年
1950 年

1954 年

日中関係史
1945 年

9月9日 南京にて日本軍と国民政府軍の降伏文書調印式

1946 年

国共内戦始まる

1949 年

蒋介石、国共内戦に敗れ台湾へ

聶耳の「義勇軍行進曲」が中国国歌に選ばれたことを機に藤沢市民の記念碑建設運動が始まる

中華人民共和国の成立(毛沢東国家主席)

「聶耳記念の夕べ」が済美館で開催される(「義勇軍行進曲」が日本で初めて歌われる)

人民政治協商会議で「義勇軍行進曲」が暫定的国歌に

日本中国友好協会が結成される

1950 年

朝鮮戦争始まる(～1953年)

金子藤沢市長を会長に記念碑建設実行委員会

1951 年

サンフランシスコ講和条約(ソ連、中国は招請されず)

山口文象デザインの「耳」を象った記念碑と秋田雨雀による聶耳

1953 年

朝鮮戦争休戦

1958 年

大躍進政策(～1961年)

1962 年

日中間でLT貿易始まる(～1973年)

1963 年

中日友好協会設立される(名誉会長 郭沫若、会長 廖承志)

1966 年

文化大革命

1968 年

田漢死去(70歳)

追悼の碑文が建てられる
李徳全・中国紅十字会会長を迎え除幕式が行われる(11月1日)
除幕式には多くの藤沢市民や横浜華僑総会の関係者なども参加する
(このときの記念碑は引地川の西岸に建設された)
1958 年

狩野川台風で記念碑が流される

1954年に建設された記念碑

聶耳記念碑保存会による再建運動が始まる
(会長 山口倉吉、事務局長 葉山峻)
1965 年

引地川の東側に聶耳記念碑が再建される
郭沫若の揮毫による「聶耳終焉之地」の碑も建てられる
廖承志・中日友好協会会長、孫平化・東京弁事処首席

1971 年

代表も参列し、盛大な再建除幕式が行われる(9月18日)
(記念碑が現在の引地川東岸に移設されたのは聶耳の遭難
した場所に近いことによる)
1975 年

湘南日本中国友好協会が設立される(会長 佐藤楽造)

1972 年
1965年に再建された記念碑

(日中国交正常化を受け、聶耳記念碑建設運動に関わってきた市民が中心になり結成された)

1981 年

1982 年

法的代表と決議(台湾の追放)
米ニクソン大統領が中国訪問(米中和解へ)
田中首相の訪中→日中共同声明(国交正常化)

1975 年

蒋介石死去(87歳)

1976 年

周恩来死去(77歳) 毛沢東死去(82歳)

以下「湘南日中」と略す
1980 年

国連総会で中華人民共和国が国連における中国の唯一の合

文化大革命終結

湘南各界友好訪問団(団長 葉山藤沢市長)が昆明訪問

唐山地震

昆明市友好訪問団(団長 李原昆明市長)が藤沢訪問

1977 年

鄧小平が党副主席に

藤沢市友好訪問団(団長 葉山藤沢市長)が昆明訪問

1978 年

日中平和友好条約締結される

昆明市友好訪問団(団長 朱奎昆明市長)が藤沢訪問

全人代で「義勇軍行進曲」が正式の国歌に

藤沢市と昆明市が友好都市提携の調印(11月5日)

改革開放政策(市場経済体制への移行)

日中友好都市卓球交歓藤沢大会が開催される
湘南日中藤沢市友好交流視察団が昆明訪問
神奈川県日本中国友好協会が設立される

葉山市長と朱市長による調印式
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1982 年

全人代で「義勇軍行進曲」が国歌と定められる

1983 年

昆明市農業技術研修生が来藤する(以降、医療・食品工業・行政などで研修生が来藤する)
湘南日中が昆明師範専科学校と日本語交流を開始する

1984 年

雲南省経済代表団が来藤する
藤沢市友好訪問団が昆明訪問

1985 年

湘南日中を中心に「藤沢昆明友誼館建設市民の会」が結成される(5月14日)
(100団体と468人からの募金総額25,247,446円

1986 年

藤沢市から600万円の補助金)

神奈川県、藤沢市の協力を得、また藤沢市民などからの
寄付も受けて、聶耳没後５０周年記念事業として記念碑
周辺を整備し聶耳記念碑広場となる(3月)
聶耳のブロンズ製レリーフ(作者 菅沼五郎)とその碑板
(高さ267.5㎝)とともに、解説碑「聶耳記念碑の由来」も
新たに建てられた
昆明で藤沢昆明友誼館の起工式(3月 林田団長他6人参加)
藤沢市議会が昆明市人代(議会)の代表団を正式招聘する

聶耳記念碑広場として整備される

聶耳没後５０周年記念式典が開催され、昆明市政府、中国大使館などから多くの関係者が参列
聶耳の兄・聶叙倫氏も来藤し、記念碑建設と保存運動に感謝の言葉が述べられる
藤沢昆明友好都市提携５周年友誼館建設記念中国民族音楽の夕べ(藤沢市民会館 400人参加)
藤沢昆明友好都市提携５周年記念市民代表団が昆明訪問(佐藤団長以下50人参加)
昆明で藤沢昆明友誼館の落成式(11月3日)
藤沢昆明友誼館は友好都市提携５周年を記念して、華道・茶道・
日本語教室など日本文化の紹介と日中両国市民の友好交流を図るこ
とを目的に建設された。敷地面積3,500㎡で煉瓦鉄筋造３階建て
730㎡の主楼や庭園などから成っている。「市民の会」から主楼及
び付属建築工事に要する建設資金3,000万円を支出し、中国対外友
好協会昆明市分会からは土地徴用費、諸設備費用、庭園工事費用
など45万元が提供された。財産権と管理権は中国対外友好協会昆
明市分会が保有し、運営については必要に応じて日本側と協議調
整していく。連絡窓口は藤沢市渉外主管課となっている。

落成した藤沢昆明友誼館

1988 年

雲南省対外友好協会副会長、昆明市人民政府顧問など来藤する

1989 年

江沢民、党総書記に就任(後に国家主席も兼務)

1990 年

昆明市友好訪問団(団長 王廷深昆明市長)が藤沢訪問

1990 年

北京でアジア競技大会が開催される

藤沢、昆明、ウィンザー、マイアミビーチ、ヤルタによる核兵器廃絶など「藤沢アピール」を採択
雲南省訪日団(団長 和志強省長)が来藤する
昆明市職工歌舞団が来藤する
1991 年

湘南日中、映画「聶耳伝」(趙丹主演)をビデオ化して上映する
昆明市行政視察団(団長 傳国英昆明市副市長)が来藤する
4 / 10 ページ

友好都市提携１０周年記念昆明市視察団が来藤する
友好都市提携１０周年記念公式訪問団(団長 葉山峻
藤沢市長)と湘南日中の市民訪問団(団長 桝居祐三
会長 参加者190人)が昆明市を訪問する
友好都市提携１０周年記念式典では葉山藤沢市長と
王昆明市長が両市の市旗を交換する
昆明市での友好都市提携１０周年記念式典

1992 年

友好都市提携１０周年記念市民訪問団の雲南・昆明写真展を開催
雲南省友好訪問団が来藤する

1993 年

昆明市囲碁代表団が来藤し藤沢市囲碁協会と交流する

1995 年

湘南日中、昆明錦繍花卉有限公司の胡蝶蘭視察団を招聘する

1994 年

三峡ダムに着工

1997 年

鄧小平死去(92歳)

藤沢市商工課が昆明輸出品交易会訪問団を組織し派遣する
1996 年

雲南省麗江でＭ７の地震災害が発生し、藤沢市と湘南日中が救援募金活動を行う
友好都市提携１５周年記念昆明市視察団(団長 章振国
副市長)が来藤する
友好都市提携１５周年記念公式訪問団(団長 山本捷雄
藤沢市長)と湘南日中の市民訪問団(団長 岩崎富久男
副会長 参加者140人)が昆明市を訪問する
湘南日中が友好都市提携１５周年記念継続事業として、
藤沢昆明友誼館に日本語教室を開設することについて昆
明市対外友好協会との協議書に調印する
(1997年～2002年の継続事業)

1997 年

聶耳の墓に献花する山本藤沢市長

湘南日中は前年の協議書に基づいて日本語教師を派遣し、友誼館に日本語教室と日本図書閲覧室を開設
した
この教室で日本語を学んだ修了生は1999年と2003年の二度に分けて来日し、日本での生活を体験し日
本語学習において大きな成果をあげ、その後の両市市民による交流の基礎を築いた

香港の主権がイギリスから返還される

湘南日中「雲南少数民族舞踊の会」を開催する
酒井仁美氏を中心に藤沢希望小学校訪問団が組織され、湘南日中の橋渡しで昆明市郊外の貧困地区である
禄勧彝族苗族自治県九龍郷沙魚郎村を訪問し校舎建設資金を提供する(以降「中国教育支援基金ふじさ
わ」として活動)
1998 年

1999年の昆明世界園芸博覧会準備のため、昆明市園林代表団を招聘する

1998 年

江沢民国家主席が訪日→日中共同宣言

1999 年

ポルトガルからマカオが返還される

藤沢市議会が満場一致で９９昆明世界園芸博覧会の日本展示への出資を決定する(以降、藤沢市秘書課国
際平和担当が日本展示の中心的役割を担う)
1999 年

９９昆明世界園芸博覧会記念講演「花と雲南」を開催する
5 / 10 ページ

禄勧彝族苗族自治県九龍郷沙魚郎村の小学校が完成し「中国
教育支援基金ふじさわ」も参加して村民とともに完成祝賀会
を行う
湘南日中が９９昆明世界園芸博覧会市民訪問団(団長 岩崎富久
男会長 参加者140人)を組織し派遣する
藤沢昆明友誼館日本語教室第２期が開講する
藤沢昆明友誼館日本語教室第１期修了生が修学旅行で来藤する
2000 年

９９昆明世界園芸博覧会の会場

湘南日中の中国語教室が始まる
日本雲南聯誼協会(会長 初鹿野恵蘭)が設立される
聶耳の兄・聶叙倫氏が死去
雲南省農業視察団(団長 萬兆燦雲南省僑務弁公室処長)が来藤する

2001 年

友好都市提携２０周年記念事業実行委員会(会長 塩田豊永都市親善委員会会長)が発足する

2001 年

上海協力機構が成立

2002 年

胡錦涛、党総書記(国家主席も兼務)に就任

2003 年

広東、香港、北京などでSARSが発生

2004 年

全人代で憲法改正が行われ「義勇軍行進曲」を国歌と明記

友好都市提携２０周年記念昆明市視察団(団長 章振国市長)が
来藤する
友好都市提携２０周年記念公式訪問団(団長 山本捷雄
藤沢市長)と湘南日中の市民訪問団(団長 岩崎富久男
会長 参加者213人)が昆明市を訪問する
記念式典では、山本捷雄藤沢市長と葉山峻前藤沢市長
に対して「昆明市名誉市民」の称号が授与される
2002 年

昆明市文化視察団が来日する
「日本年・中国年」の雲南省ＰＲ団が来藤する

記念式典で山本市長が名誉市民に

「中国教育支援基金ふじさわ」が沙魚郎村の希望小学校を訪問し助学金を贈呈する
江の島植物園に「四阿」建設のため、昆明から建築技術者たちが来藤する
昆明市挿花訪日団を招聘する
2003 年

江の島植物園の「四阿(あずまや)」が完成し祝賀団が昆明市から
来藤する
藤沢昆明友誼館の日本語教室第２期第３期の修了生が修学旅行で
来藤する
ＳＡＲＳ流行のため湘南日中事務局と「中国教育支援基金ふじさ
わ」の代表が昆明を訪問する

2004 年

湘南日中事務局が沙魚郎村の九龍中学校と東川区を視察する
「中国教育支援基金ふじさわ」が沙魚郎村の希望小学校を訪問し
助学金を贈呈する

2005 年

湘南日中の鈴木三枝子副理事長が雲南大学の日本語講師として赴任

植物園内に完成した「四阿」
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藤沢昆明友誼館で日本語教室、日本語会話サロン、音楽会、講演会、日本文化祭など多彩な日中友好活
動を行う
友好都市提携２５周年記念事業実行委員会(会長 塩田豊永都市親善委員会会長)が発足する
2006 年

雲南省に貢献した外国人に贈られる「彩雲奨」と賞金１万元が鈴木三枝子副理事長に授与される
友好都市提携２５周年記念公式訪問団(団長 山本捷雄
藤沢市長)と市民訪問団(参加者150人)が昆明市を訪問
する
２５周年記念事業として日中文化交流展が昆明市博物
館を会場に開催され、日中双方から絵画、書道、写真
の作品１００点ずつが展示された
また友誼館において華道展、茶道交流も行われた

2007 年

湘南日中の髙橋伸輔会員などにより日本語教室「かわせみ」

華やかな日中文化交流展の開会式典

が始まる
2008 年

昆明の日本語学習者来日支援のための「彩雲基金」が設立される(代表 鈴木恒夫県会議員)
鈴木三枝子副理事長が事務局となり「彩雲奨」の賞金１万元を基に募金活動を始める

2009 年

第１回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南大学において
開催される(以降毎年開催)
優勝 高朝(雲南大学) 準優勝 宋旭艶(雲南師範大学)
藤沢昆明友誼館で日中文化交流として、華道実演、和服着付け、
似顔絵コーナーなどが行われる
第１回彩雲基金日本語スピーチコンテストの優勝者・高朝と
2010 年

彩雲基金日本語スピーチコンテスト

第２回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南大学にお
いて開催される
優勝 仝菲(雲南師範大学) 準優勝 和青(雲南大学)
彩雲基金日本研修旅行(仝菲、和青)
友好都市提携３０周年記念事業実行委員会(会長 田中正明
都市親善委員会会長)が発足する
聶耳ゆかりの雲南省から石を取り寄せ、「聶耳の略歴」と
「聶耳の生涯と聶耳記念碑保存会の活動」を中国語で彫刻
した石碑が建立される
駐日中国大使館からも参列し除幕式が行われる(12月11日)

胡錦涛国家主席が訪日→「戦略的互恵関係」の包括的推進
に関する日中共同声明
四川大地震
北京オリンピック開催

雲南大学外国語学院日本文化週が開幕する

準優勝者・宋旭艶が１週間の日本研修旅行に招待される

2008 年

聶耳と保存会活動についての中国語案内
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2011 年

第３回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南師範大学
において開催される
優勝 李氷燕(雲南師範大学) 準優勝 童心舟(雲南大学)
彩雲基金日本研修旅行は東日本大震災に伴う原発事故の
ため翌年に延期となる
友好都市提携３０周年を記念して昆明市政府代表団(団長
呂天雲昆明市外事弁公室主任以下13人)と市民訪問団(参
加者100人)が来藤し、藤沢市民まつりなどで市民との交

昆明市代表団から詩碑の贈呈

流をする
昆明市から友好都市提携３０周年を記念して詩碑「一曲
報国驚四海 両地架橋恵萬民」が贈呈される
友好都市提携３０周年記念公式訪問団(団長 山田秀一
藤沢市副市長)と市民訪問団(参加者122人)が昆明市を
訪問する
３０周年記念事業として日中文化交流展が雲南省図書館
を会場に開催され、美術展、写真展、華道展、書道展が
行われた
また日中文化市民交流イベントとして藤沢昆明友誼館に
おいて華道、茶道、詩吟、折り紙などの教室も開かれた
３０周年記念式典で日中友好を祝う花火

2012 年

聶耳生誕１００周年記念式典が行われる

2012 年

姪の聶麗華氏も来藤する
第４回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南師範大学
において開催される
優勝 谭笑(雲南師範大学) 準優勝 周贵明(雲南師範大学)
上野雅楽会の公演など日中文化交流も行われる
彩雲基金日本研修旅行が第３回第４回合同で行われる
(李氷燕、童心舟、谭笑、周贵明)

2013 年

湘南海岸を散策する研修生４人

第５回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南大学滇池学院において開催される
優勝 杨鸿维(雲南大学) 準優勝 胡雪(雲南大学)
彩雲基金日本研修旅行(杨鸿维、胡雪)

2014 年

彩雲基金日本語スピーチコンテストは会場の都合により中止となる
藤沢昆明友誼館において命題スピーチによる「2014年雲南日本語能力大会」を実施した
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習近平、党総書記(国家主席も兼務)に就任

2015 年

第６回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南大学において開催される
優勝 段青(雲南旅游職業学院) 準優勝 刘依萌(雲南大学滇池学院)
彩雲基金日本研修旅行(段青、刘依萌)
友好都市提携３５周年記念事業実行委員会(会長 田中正明都市親善委員会会長)が発足する

2016 年

第７回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南大学において開催される

2017 年

優勝 文家豪(雲南民族大学) 準優勝 陆晓丹(雲南師範大学)
彩雲基金日本研修旅行(文家豪、陆晓丹)
友好都市提携３５周年記念公式訪問団(団長 鈴木恒夫
藤沢市長)と市民訪問団(参加者83人)が昆明市を
訪問する
３５周年記念事業として日中文化交流展が昆明市博物館
を会場に開催され、美術展、写真展、華道展、書道展が
行われた
３５周年記念祝賀パーティー(翠湖賓館)

2017 年

第８回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南民族大学において開催される
優勝 陈丽娜(雲南民族大学) 準優勝 张鹤耀(雲南師範大学)
彩雲基金日本研修旅行(陈丽娜、张鹤耀)
日本語教室「かわせみ」が１０周年のつどいを開催する

2018 年

第９回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南民族大学において開催される
優勝 李可心(雲南大学) 準優勝 毕语玲(雲南旅游職業学院)
藤沢昆明友誼館で講演会、華道教室、茶道教室など日中
文化交流が行われる
彩雲基金日本研修旅行(李可心、毕语玲)

2019 年

第１０回彩雲基金日本語スピーチコンテストが雲南大学
において開催される
優勝 王明宇(雲南大学) 準優勝 胡欣雨(雲南師範大学)
１０周年記念事業として藤沢昆明友誼館で鈴木三枝子会
員を講師に「彩雲基金１０年の歩み」記念シンポジウム
が行われる

彩雲基金１０年を語る鈴木三枝子会員

彩雲基金日本研修旅行(王明宇、胡欣雨)
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全人代で中華人民共和国国歌法が制定される

第１回湘南中国語スピーチコンテスト実行委員会が結成さ
れる(会長 増田隆之都市親善委員会会長)
2020 年

第１回湘南中国語スピーチコンテストが開催される(多摩
大学キャンパス)
優勝 山本海渚(藤沢清流高３年) 西谷拓海(多摩大学４年)
第１１回彩雲基金日本語スピーチコンテストは新型コロナ
ウイルスの感染拡大により中止となる

中国語スピーチコンテストの入賞者一同

中国でのコロナ対策を支援するため、湘南日中と藤沢市が
昆明市にマスクなどを送る
昆明市でのコロナ感染が終息する中で、昆明市から藤沢市
にマスクなどが送られてくる

支援マスクを受取る鈴木市長と渡辺会長
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