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１ コロナ禍での４０周年記念事業 

藤沢市と昆明市は１９８１年に友好都市提携を行ってから本年で４０周年を

迎えました。友好都市提携の絆となったのは中国国歌「義勇軍行進曲」を作曲

した聶耳です。鵠沼海岸で遊泳中に遭難した若き天才音楽家聶耳を悼む市民た

ちにより戦後記念碑建設の運動がおこり、藤沢市の協力も得て１９５４年に中

国紅十字会の李徳全会長も列席し記念碑の除幕式が行われました。それから今

日まで市民の手により大切に守られ、毎年聶耳の命日である７月１７日に開催

される碑前祭には、藤沢市、中国大使館など関係団体をはじめ多くの市民が参

列しています。 

今回の４０周年記念事業については、本来であれば両市の市民訪問団の相互

訪問交流や日中文化展などが行われるところでしたが、２０２０年初頭からの

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって、藤沢市と昆明市のさまざま

な友好交流事業(湘南藤沢市民マラソン、彩雲基金日本語スピーチコンテスト、

藤沢市民まつり、湘南中国語スピーチコンテスト、藤沢市民訪問団の派遣など)

が中止や延期を余儀なくされました。そのため本年の藤沢市・昆明市友好都市提

携４０周年記念事業としてどのようなものを実施していくかを実行委員会など

で論議してきました。そのなかで直接的な訪問交流に代わるものとして、オンラ

インによる市長会談や日中文化交流を実施し、４０周年という大きな節目に合

わせた記念誌発行を記念事業の柱とすることとしました。コロナ禍のなかでた

びたび緊急事態宣言も発出され、実行委員会も延期になるなど厳しい状況が続

いてきましたが、構成団体のご協力を得ながら実行委員会を６回、事務局会議を

３０回開催しながら記念事業の実施に努力してまいりました。 

その結果、藤沢市・昆明市代表者オンライン会談と 2022～2026 年度友

好協力覚書の調印、医療分野オンライン会談、オンラインによる日中文化交流

事業を実現するとともに、４０周年記念誌を発行し記念グッズを作成いたしま

した。コロナ禍の大変厳しい状況の中で迎えた友好都市提携４０周年という大

きな節目の年に、このように多彩な記念事業が実施できたことは実行委員会を

構成する各団体のご協力の賜物であり、改めて関係各位にお礼申し上げます。 

このコロナ禍において藤沢市と昆明市が協力し合い艱難を共にするなかで育

まれた両市市民の友情、友愛、友好が、若い世代の人たちにさらに受け継がれ

ていくことを心から祈念いたします。 
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2020年

11月 24日 令和２年度第２回藤沢市都市親善委員会

藤沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会の設置について報告

11月 27日 設置に向けた事務局会議①(市主管課・人権男女共同平和国際課及び湘南日中による。以下同じ)

実行委員会の規約案及び構成、４０周年記念事業の内容、第１回実行委員会等について協議

12月 4日 設置に向けた事務局会議②

実行委員会名簿案、12月17日実行委員会開催通知について協議

12月 11日 設置に向けた事務局会議③

12月17日実行委員会の議事及び進行について協議

12月 16日 設置に向けた事務局会議④

12月17日実行委員会の配付資料の確認、会場準備について協議

12月 17日 第１回藤沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会(設置)

実行委員会規約案及び名簿案の承認、４０周年記念事業及びスケジュールの報告・質疑

12月 23日 事務局会議(1) (実行委員会規約に基づく設置。以下同じ)

第１回実行委員会における議論の整理、第２回実行委員会に向けた課題の検討

2021年

1月 13日 事務局会議(2)

緊急事態宣言発出と第２回実行委員会開催の検討、討議課題と記念誌発行について協議

2月 1日 事務局会議(3)

緊急事態宣言の延長の可能性が高いことから第２回実行委員会の延期を検討

2月 8日 事務局会議(4)

第２回実行委員会を4/14に延期し、実行委員に関連情報を提供することとする

2月 26日 事務局会議(5)

昆明市の取り組み状況、緊急事態宣言、４０周年記念誌の掲載資料の検討

3月 4日 市主管課保存の４０周年記念誌関係資料の点検

5日 市主管課保存の４０周年記念誌関係資料の点検

3月 10日 事務局会議(6)

４０周年記念誌の構成、第２回実行委員会の開催について協議

3月 25日 事務局会議(7)

第２回実行委員会の4/14開催、４０周年記念事業の検討内容について協議

4月 6日 事務局会議(8)

4月14日実行委員会の議事及び進行について協議

4月 13日 事務局会議(9)

4月14日実行委員会の配付資料の確認、会場準備について協議

4月 14日 第２回藤沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会

４０周年記念事業の検討課題(オリンピック、訪問団、文化交流、記念誌発行など)について報告

4月 21日 事務局会議(10)

実行委員会予算、日中文化・スポーツ交流の内容整理、記念誌・記念グッズ作成について協議

5月 10日 事務局会議(11)

予算案、交流事業の意向調査、記念誌のアウトライン、記念グッズ具体例調査について協議

5月 20日 事務局会議(12)

予算案、交流事業意向調査票、記念誌編集、記念グッズ(エコバッグ)について協議

5月 27日 事務局会議(13)

事業予算の素案、交流事業意向調査票を作成

２　実行委員会及び事務局会議の経過
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6月 1日 交流事業意向調査票を実行委員会各団体に発送

6月 16日 事務局会議(14)

事業予算(素案)の検討、記念誌の編集、意向調査票の状況について協議

7月 5日 事務局会議(15)

事業予算案、記念誌の構成、意向調査票に基づく交流事業の内容整理について協議

7月 20日 事務局会議(16)

第３回実行委員会の配付資料の確認、会場準備について協議

7月 26日 第３回藤沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会
日中文化スポーツ交流事業、記念誌発行、事業予算案、記念グッズについて承認

7月 29日 事務局会議(17)

第３回実行委員会で出された意見について集約、検討

8月 5日 事務局会議(18)

予算等の見直し、交流事業の調整、記念誌の発行スケジュール、エコバッグのデザインについて協議

8月 19日 事務局会議(19)

緊急事態宣言発出に伴う第４回実行委員会開催方法、協賛金(寄付)の依頼、ＩＣＴを活用した日中文化
交流事業について各団体との調整、記念誌への寄稿依頼、エコバッグデザインなどについて協議

8月 26日 事務局会議(20)

第４回実行委員会の書面決議開催、予算修正案、記念誌の寄稿状況、エコバッグ、11/5の提携４０周
年記念の両市長オンライン会談企画について協議

9月 2日 事務局会議(21)

第４回実行委員会の書面決議内容(公式訪問団の派遣中止、予算修正案、ＩＣＴによる日中文化交流事業
の検討経過、記念誌及び記念グッズの制作経過)について協議

9月 3日 第４回藤沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会(書面決議)
全委員２２名からの回答により公式訪問団の派遣中止及び予算修正案について原案承認される

9月 17日 事務局会議(22)

書面決議の状況確認、オンライン交流実施団体との調整、記念誌・記念グッズ関係、11/5提携４０周
年記念両市長オンライン会談の調整状況、第５回実行委員会開催などについて協議

9月 24日 事務局会議(23)

書面決議承認内容の報告、11/5提携４０周年記念両市長オンライン会談の調整状況、医師会から提案
のオンライン医療交流などについて協議

10月 8日 事務局会議(24)

日中文化交流、記念誌、記念グッズ、11/5市長オンライン会談、医療交流について協議

10月 15日 事務局会議(25)

第５回実行委員会次第、日中文化交流、記念誌、記念グッズ、11/5市長オンライン会談、オンライン
医療交流について協議

10月 21日 事務局会議(26)

第５回実行委員会の議題について協議

10月 26日 第５回藤沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会
11/5提携記念公式行事(市長オンライン会談)、日中文化交流事業(華道、雅楽、多摩大学)、医療交流、
事業予算(中間報告)について報告、記念誌・記念グッズの配布

11月 2日 事務局会議(27)

11/5提携記念公式行事及び11/6医療分野交流の実施詳細、日中文化交流事業の配信、記念誌・記念
グッズの取扱について協議

11月 5日 鈴木藤沢市長及び孫群昆明市副市長のオンライン会談と覚書調印
(別記)

11月 6日 藤沢市医師会及び藤沢保健所による昆明市との医療交流
(別記)

11月 15日 事務局会議(28)

４０周年記念事業の実施状況、第６回実行委員会開催について協議

12月 7日 事務局会議(29)

４０周年記念事業報告書(案)、決算について協議

12月 16日 事務局会議(30)

第６回実行委員会の議題について協議

12月 21日 第６回藤沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会
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３ 実施事業 

(１) 藤沢市・昆明市代表者オンライン会談 

期日 １１月５日(金)午前１０時３５分～正午 

会場 藤沢市役所本庁舎６階会議室 

出席者 《藤沢市》鈴木恒夫藤沢市長、佐賀和樹藤沢市議会議長、増田隆之藤

沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」と

し、一部省略する。)実行委員長、柳田秀憲副実行委員長、渡辺光雄副実行委員

長、長田華鳳副実行委員長、興邊義人副実行委員長、古橋宏造実行委員、大縫光

宏実行委員、上野篤志事務局長、神村健太郎事務局次長。《昆明市》楊正暁昆明

市人民代表大会常務委員会主任、孫群昆明市人民政府副市長、張暁明外事弁公室

主任、習青外事弁公室副主任、劉婕メディア弁公室副主任、蒋堅橋教育体育局副

局長、王明瑶文化旅游局副局長、王慶華衛生健康委員会副主任、劉雲坤昆明市文

連副主席、王広躍昆明市聶耳墓文管所所長、金飛彪昆明登山探検協会会長。 

(藤沢市司会 和田章義副市長) 

内容 第１部では、鈴木市長及び楊主任の挨拶の後、藤沢市・昆明市 2022

～2026 年度友好協力覚書(別記)に署名。相互に贈呈する記念品の紹介を行う。

第２部では、両市副市長の挨拶につづき増田実行委員会実行委員長(藤沢市都市

親善委員会会長)、柳田副実行委員長(湘南日本中国友好協会会長)、渡辺副実行

委員長(聶耳記念碑保存会会長)から挨拶。昆明市からは、劉婕メディア弁公室副

主任、蒋堅橋教育体育局副局長、王明瑶文化旅游局副局長が挨拶し、それぞれの

分野で藤沢市との人的交流を積極的に推進していきたいと発言されました。 

なお当日昆明市においては、友好都市締結４０周年を祝賀する記念展(聶耳や

日本文化の紹介)が昆明藤沢友誼館で行われ、多くの昆明市民が参加しました。 

  
      藤沢市側出席者           昆明市側出席者 
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オンラインで覚書に署名する鈴木藤沢市長と孫群昆明市副市長 
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(２) 医療分野オンライン会談 

期日 １１月６日(金)午後３時１５分～午後５時 

会場 藤沢市役所本庁舎６階会議室 

出席者 《藤沢市》石原宏尚藤沢市医師会副会長、加藤葉子副会長、阿南弥生

子藤沢市保健所長、増田隆之実行委員会実行委員長、宮原伸一藤沢市企画政策部

長。《昆明市》李蘭昆明市第一人民医院副院長、白勁松昆明市第三人民医院副院

長、李軻昆明市第一人民医院北区医院医務部主任、沐永俊第一人民医院北区医院

児童及び青少年保健センター主任、李国忠昆明市第三人民医院医務部主任、習青

昆明市人民政府外事弁公室副主任、應雯昆明市人民政府外事弁公室アジア処長。 

内容 世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症への対策、ワクチンに

関すること、病院の入院者が多数になった場合の対応に関することなどについ

て意見交換と質疑応答を行いました。今後も両市の医療分野での交流をいっそ

う深めていくこととしました。 

(３) オンラインによる日中文化交流事業 

 実行委員会において提案があった団体により、動画による日本伝統文化の紹

介や大学間の交流を行いました。 

◆ 藤沢華道協会 

 長田会長からお祝いのメッセージ、

華道展の出品作品の紹介、いけばなパ

フォーマンスを披露しました。 

 動画は、https://www.youtube.com/ 

watch?v=TngT6k2n81M で配信中。 

  
     藤沢市側出席者           昆明市側出席者 
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◆ 藤沢雅楽協会 

 松永会長からお祝いのメッセージ、

雅楽の歴史と楽器の紹介、伝統芸能発

表会での演奏の様子を披露しました。 

 動画は、https://www.youtube.com/ 

watch?v=QoNvKwY55sc で配信中。 

 

 

◆ 多摩大学・雲南大学滇池学院文化交流イベント 

 安田多摩大学副学長から「藤沢市・昆

明市友好都市提携事業には３５周年の

ときから本学も参加し、昆明市の大学と

の交換留学生の派遣交流など提携を行

っている。今回はコロナ禍の厳しい環境

のなかでオンラインを活用した学生交

流を続けている」と挨拶。学生同士がお

互いの生活や勉強などについて気さく

に質問しあい交流をしました。 

 動画は、https://www.youtube.com/watch?v=BJJdDWdPsFE で配信中。 
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(４) ４０周年記念誌及び記念グッズ 

 本年は藤沢市と昆明市が１９８１年に友好都市提携を締結してから４０年と

いう大きな節目の年にあたりますが、折からのコロナ禍により両市の相互訪問

と交流は実施できない状況となりました。そのなかで事務局や実行委員会とし

て実施可能な事業を検討し、オンライン交流のほか記念誌の発行と記念グッズ

の作成を行うこととしました。 

◆ 記念誌「友好４０年の歩み」の発行 

 この記念誌の主な構成は、①藤沢市、昆明市

の市長、友好団体などからのお祝いのメッセー

ジ、②友好の絆となった音楽家聶耳の生涯と功

績、③聶耳の来日と藤沢でのくらし、④聶耳記

念碑建設とその後の経過、⑤藤沢市と昆明市の

友好都市提携４０年の歴史、⑥春城昆明市を訪

問交流した方々からの寄稿となっています。 

 ５００部印刷され、実行委員会の各団体、昆

明市、中国大使館、寄稿者、日中関係団体、藤

沢市の図書館、市民センター、公民館などに配

布されました。 

 

 

◆ 記念グッズの作成 

 記念グッズの選定にあたっては環境問題にも

配慮し、携帯して繰り返し使用できるエコバッ

グを作成しました。素材は丈夫なポリエステル

製で折り畳み式になっており、色はバーガンデ

ィ(赤ワイン色)です。エコバッグ中央のイラス

トは藤沢市の花「藤」と昆明市の花「椿」に、藤

沢の公式マスコットキャラクター「ふじキュン

♡」をあしらったものです。 

 ５００個作成され、有料で頒布されました。 
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新聞記事から 
↓ ２０２１年１１月６日(土) 神奈川新聞 

↑ ２０２１年１１月６日(土) 読売新聞朝刊 

↑ ２０２１年１１月９日(火) 朝日新聞朝刊 
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４ 実行委員会の構成及び規約 

 

(注)人事異動等により、当初の監事・塚本昌紀湘南日本中国友好協会副会長、実行委員・

佐保田俊英藤沢市企画政策部長、事務局次長・諏訪間光藤沢市人権男女共同平和国際課

長につきましては、それぞれ後任の方に交代しています。 

役　職 氏名 団　体　名　等

実行委員長 増田　隆之 藤沢市都市親善委員会会長

副実行委員長 柳田　秀憲 湘南日本中国友好協会会長

副実行委員長 渡辺　光雄 聶耳記念碑保存会会長

副実行委員長 長田　華鳳 藤沢市文化団体連合会会長

副実行委員長 林　武人 JAさがみ藤沢地区副委員長

副実行委員長 興邊　義人 湘南地域連合副議長

実行委員 古橋　宏造 聶耳記念碑保存会事務局長

実行委員 大縫　光宏 湘南日本中国友好協会副会長

実行委員 田口　迪子 藤沢市茶道協会会長

実行委員 大庭　るり子 藤沢華道協会副会長

実行委員 湯浅　裕一 藤沢市観光協会会長

実行委員 安田　震一 多摩大学副学長

実行委員 竹村　裕幸 藤沢商工会議所専務理事

実行委員 川井　裕之 「姉妹都市・友好都市との交流を深める藤沢市民の会」事務局代表

実行委員 加藤　正美 藤沢市社会福祉協議会会長

実行委員 石井　恒男 藤沢市みらい創造財団理事長

実行委員 鈴木　紳一郎 藤沢市医師会会長

実行委員 宮原　伸一 藤沢市企画政策部長

監事 武田　勝年 湘南日本中国友好協会副会長

監事 林　良雄 藤沢市体育協会会長

事務局長 上野　篤志 湘南日本中国友好協会理事長

事務局次長(会計) 神村　健太郎 湘南日本中国友好協会副理事長

事務局次長 横田　祥子 藤沢市企画政策部人権男女共同平和国際課長

事務局 佐野　真梨子 藤沢市企画政策部人権男女共同平和国際課課長補佐

事務局 中村　俊哉 藤沢市企画政策部人権男女共同平和国際課主査

事務局 舘野　匠平 藤沢市企画政策部人権男女共同平和国際課主査

事務局 酒井　萌 藤沢市企画政策部人権男女共同平和国際課主任

事務局 高木　麗子 藤沢市企画政策部人権男女共同平和国際課都市親善推進員

藤沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会 名簿



12 
 

 

藤沢市・昆明市友好都市提携４０周年記念事業実行委員会規約 

 

(目的及び設置) 

第１条 この規約は、藤沢市と昆明市の友好都市提携４０周年を記念し、

両市市民による教育・文化・自治・産業・スポーツなどの交流を促進し、

もって両市の友好親善を深めるため、藤沢市・昆明市友好都市提携４０

周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置し、その

組織及び運営について必要な事項を定める。 
(事務所) 

第２条 実行委員会の事務所を藤沢市内に置く。 
(組織) 

第３条 実行委員会は実行委員（以下「委員」という。）により構成する。 
２ 委員は、第１条の目的に賛同する藤沢市内の日中友好団体、国際親善

団体、文化団体、産業団体、スポーツ団体等、並びに藤沢市企画政策部

から選出するものとする。 

(役員) 

第４条 実行委員会に次の各号の役員を置く。 
 (1) 実行委員長 １名 

 (2) 副実行委員長 若干名 

 (3) 事務局長 １名 

 (4) 事務局次長 若干名 
(5) 会計 １名 
(6) 監事 ２名 
２ 役員は委員の互選により選出する。 

(職務) 

第５条 実行委員長は実行委員会を代表し、会務を統括する。 

２ 実行委員会は実行委員長が招集し、その議長となる。 

３ 副実行委員長は実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるときはそ

の職務を代行する。 
４ 事務局長は実行委員長の命を受け、会務を執行する。 
５ 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務

を代行する。 
６ 会計は実行委員会の経理事務を処理する。 

７ 監事は会務を監査する。 
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(事務局) 

第６条 会務を執行するため事務局を置く。 
２ 事務局は事務局長、事務局次長及び事務局員により構成し、事務局長

がこれを統括する。 

(財政) 

第７条 実行委員会の財政は奨励金、助成金、寄付金等の収入によるもの

とする。 
(資金の管理) 

第８条 実行委員会の資金については、金融機関の専用口座に預金し、会

計が記帳及び管理を行うものとする。 
(監査) 

第９条 会計は実行委員会の財政について、事業終了時に監事による監査

を受け、実行委員会に報告しなければならない。 

(その他必要事項) 

第１０条 実行委員会の運営に関するその他必要な事項については、実行

委員長が定める。 

 

 

 附 則 

 この規約は、２０２０年１２月１７日から施行する。 
 


