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■ 「かまくら国際交流フェスティバル2016」開催!! ■
・日時：平成 2８年 11 月１３日（日）10 時～15 時
・場所：高徳院鎌倉大仏殿
市役所・支所・学習センターにある案内チラシについてい
る入場券をお持ちください。
【お問合せ】かまくら国際交流フェスティバル 201６実行
昨年のアンサンブルダンケシェーンの演奏風景

委員会事務局(文化人権推進課)６１－３８７０（直通）

JIAOLIU 鎌倉
多言語おもてなし支援サイト
フード鎌倉

https:∥foodkamakura.com

鎌倉野菜を
使ったお店
はどこ？

鎌倉にはどんな
食材があるの？

https:∥foodkamakura.com/shops/

JIAOLIU 鎌倉 (担当 新井)
℡：0467-32-9217
Email：contact@jiaoliu.jp

URL：http://www.jiaoliu.jp/

AMDA 鎌倉クラブ
チャリティーサロンコンサート
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いつも AMDA 鎌倉クラブの活動にご協力いただき、ありがとうございます。
どうぞご来場お待ちしています。
鎌倉芸術館集会室（３F）
2016 年 11 月 27 日（日）
♪フラメンコ
開演 14 時 00 分
♪箏
会費 2,000 円（ドリンク付き）
♪コーラス
お問い合わせ 事務局 鈴木まで
♪演奏と唄
Tel: 090 - 1999 – 8540
Email: s2425391@giga.ocn.ne.jp

かまくらアッカデミア・イタリアーナ

イタリア語教室
初級クラス新規募集!!
講師：Miho 先生、Lucia 先生
受講料：2５,000 円…当会会員
３０,000 円…会員以外
期間：2016 年 1０月３日～12 月 12 日まで
(全 1０回)
毎週月曜日 19 時～20 時 30 分

中級クラス

第６回イタリア文化サロン
「ことばの仕組み：Arezzo で考えたこと」
平成 28 年 9 月１０日（土）に SPACE B にて、佐藤裕美
先生（神奈川大学外国語学部教授）をお招きして、途中お弁
当をいただきながら特別講座を開催いたしました。言語の成
り立ち、母語として話している人たちの言葉と、それを外国
語として勉強した人たちの言葉の文法の捉え方など、興味の
尽きない佐藤先生のお話は、面白い講座でした。是非またこ
の続きのお願いしたいと思います♪

いつからでも参加 O.K.です

講師：Lucia 先生
受講料：11,000 円／月
日時：金曜日 10 時～11 時 30 分

綺 麗なイ タリア 語 の
鎌倉観光マップ
あります！

両クラス場所：鎌倉婦人子供会館 15 号室

さ さめや ゆきさ んが
協 力して くださ った

お申し込み：かまくらアッカデミア・
イタリアーナ事務局

マップです。鎌倉観光
協 会でお 尋ねく ださ
い。

Sayune 先生、
楽しい授業をありがとうございました！
2016.7.18 初級クラスを教えてくださった
Sayune 先生がイタリアへお帰りになります。
クラスの皆で一品持ち寄り、会員のお宅で“さ
よならパーティー”をしました。まだ陽の明る
い時間から気がつくとすっかりあたりは真っ暗
な時間までおしゃべりと歌で過ごした楽しい時
間でした。

イタリアーナ事務局
Fax：０４６７－３１－２８１７
Ｅメール：italianamiki@gmail.com
ホームページ：aikamakura.com

鎌倉日仏協会
～ フランス語新講座～
入門クラスから中級クラスまであります。
一緒に始めませんか。途中参加も歓迎です！
久保クラス（入門クラス） 定員５人
■日 程 ９月２１日(水)から
①18 時から 19 時 30 分
②19 時 30 分から 21 時
■受講料 10 回 25,000 円
花川クラス
■日 程 ９月５日(月)から
①９時 30 分から 11 時
9 月 26 日(月)から
②11 時５分から（募集中）
■受講料 10 回 25,000 円
イザベル・デスパールクラス（日常会話）
■日 程 ９月１７日(土)から
①９時から 10 時 30 分
②10 時 30 分から 12 時
③12 時 30 分から 14 時
■受講料 ９回 22,500 円
※場所はいずれも鎌倉婦人子供会館。

～ フランス語文化講座 ～
フランスを様々な面から知るための文化講座です。
■日 程 平成 2８年９月１日(木)から(旗日は休み)
19 時から 20 時 30 分
■場 所 鎌倉婦人子供会館１号室
■講 師 イザベル・デスパール先生
■テーマ 「フランスの扉を開ける鍵」
■受講料 ８回 会員 20,000 円
(全てのクラスで日仏協会に入会していただきます。)

鎌倉日仏協会「パリ祭」
鎌倉日仏協会は 2016 年 7 月 10 日に恒例の｢パリ祭｣をｱﾏﾝﾀﾞﾝﾌﾞﾙｰ
鎌倉にて開催した。当日は AFJ(在日フランス人協会)ベルナール･スロ
ック会長を始め、日仏協会及び一般の方々42 名の参加がありました。
当｢パリ祭｣は 1789 年 7 月 14 日にパリの民衆が、絶対主義王政に対
し人間の自由･平等、主権在民、言論の自由、私有財産の不可侵などを
求めて立ち上ったフランス革命に由来するもので、鎌倉日仏協会では毎
年開催している年中行事の一つであります。 今年の｢パリ祭｣は 2 時間
半にわたり行われた。クラシック音楽の演奏、ハーモニカ演奏、シャン
ソングループのコーラスなど多彩なプログラムを楽しみながら会員間
の懇談が行われ、楽しい国際交流の輪が広がりました。

鎌倉日仏協会

は昨年に創立 20 周年を迎え、以来数々の記念行事を実施してきました
が、今年度は｢鎌倉日仏協会 20 周年記念誌｣を発行しました。今回の｢パ
リ祭｣は記念誌出版を祝うことを兼ねた開催でした。
｢パリ祭｣も｢20 周年記念誌｣も全て会員による手作りで企画･製作し
たものです。行事終了後は反省会を開き、次年度の｢パリ祭｣に向けてよ
り良い企画へと会員自身の反省･啓蒙へと進め、当協会はこれからもフ
ランスという異文化を理解し、友好と交流を通じ鎌倉での市民レベルの
鎌倉日仏協会事務局（http://kamakura-nichifutu.org）
申し込み・お問い合わせ 篠塚
Tel/FAX：0467-24-2439
Email：shinozuka.kamakura@mac.com

活動を一層推進する予定であります。

鎌倉市日本中国友好協会
○講座「漢詩をよむ会」
日 時：平成 28 年 10 月 3 日(月）13:30～15:00
場 所：鎌倉生涯学習センター 第７集会室
講 師：楊 燕燕 先生
内 容：中国の詩人の詩を、中国語と日本語の朗読を聞き
読み解いていく

パリ祭会場

ちゅうごくむすぶ

○ 中 国 結 講習会
日 時：平成 28 年 10 月 18 日(火）13:30～15:30
場 所：鎌倉生涯学習センター 第５集会室
講 師：本間初枝 先生
内 容：中国悠久の歴史が育み伝承されてきた
紐を用いた伝統工芸を体験

【申込・問合せ】 (公・社)日本総合書芸院内
℡：0467-23-2100

Fax：0467-23-2102

鎌倉トーストマスターズクラブ
鎌倉トーストマスターズクラブ（ＫＴＭＣ）は、米国カリフォルニアを本拠地とする非営利教育団体トー
ストマスターズ・インターナショナル（ＴＭＩ）のメンバー・クラブです。
使える英語を習得したい！プレゼンテーションの能力を磨きたい！英語でスピーチが出来るようになりた
い！こんな目的を持った人たちにより、米国本部から送られてくるマニュアルに基づき、英語でスピーチを
することを通して会員相互が助言しあいながら、コミュニケーション技術を、また会の運営上の役割を通じ
てリーダーシップ能力を、それぞれ身につけることを目的としています。
■ 会費：9,000 円/6 ヶ月 入会金：3,000 円 入会資格：18 歳以上 ■

● 例

会 ●（第１および第３土曜日 14:00～ アースプラザ、鎌倉芸術館等）

主として次の３つのセクションで構成されています。
１．Table Topics Session：与えられたテーマについて指名された人が即席でスピーチをします。即興ス
ピーチの構成力を身につけるのが狙いです。
２．Prepared Speech Session：予め指名された人が、米国の本部から送られてくるマニュアルに沿っ
て準備したスピーチをします。
３．Evaluation Session：Prepared Speech に対して、予め指名された Evaluator が、マニュアルの
達成目標に基づき建設的なフィードバックを行います。
会員の方にはこれらの活動に加えて、米国本部から毎月スピーチに関する雑誌が送られてくるほか、全国
レベルでの各種コンテストにクラブ代表として出場する権利も得られます。さらに世界各地のクラブを訪問し、
参加、交流することもできます。

※ 見学は無料です。ぜひお気軽にご連絡ください。
URL：http://seesaawiki.jp/w/prktmc

Email：ktmc200012@gmail.com（担当者：山崎）

●ホームページのお知らせ●
鎌倉市国際交流・協力団体連絡会を、鎌倉市のホームページで紹介しています。連絡会加盟
団体一覧の他、過去の情報かわら版も掲載していますので、ご覧ください。

鎌倉市国際交流・協力団体連絡会ホームページ
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/danjo/renrakukai.html
［鎌倉市国際交流・協力団体連絡会］
AMDA 鎌倉クラブ アムネスティ・インターナショナル鎌倉グループ 小原流若樹会 かまくらアッカデミア・イタリアーナ
日本空手協会 鎌倉市日本中国友好協会 鎌倉中央ロータリークラブ 鎌倉トーストマスターズクラブ
鎌倉日仏協会 鎌倉ユネスコ協会 将棋を世界に広める会 湘南国際交流会
湘南日独協会 湘南ポスト 湘南ラテンアンサンブル NPO 法人地球の木
長野ラオス友好協会 日本語 COSMOS NPO 法人日本バリ協会
ヒッポファミリークラブ ふれあい日本語の会 未来の瞳 JIAOLIU 鎌倉
貴扇本流 鎌倉・四ツ竹の会 地域観光プロデュ－スセンター CIOFF JAPAN

［同連絡会事務局］
〒248-8686 鎌倉市御成町１８－１０ 鎌倉市文化人権推進課内
TEL：0467（61）3870 直通
FAX：0467（23）8700

