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かまくら国際交流フェスティバル 2012
10 月 28 日に開催しました！
今年度も、高徳院（長谷鎌倉大仏）にて国際交流フェスティバル
を開催しました。
当日は雨が降ったりやんだりと丌安定な天候の中、参加団体は日
頃の活動を紹介したり、世界各国の民芸品や民族色豊かな軽食販売
を行い、訪れた人たちに異文化を味わっていただきました。

オープニングセレモニーと会場の光景

各ブースは個性豊かに装飾され、たくさんの人でにぎわい、会場は盛り上がりました。

かまくら国際交流フェスティバル実行委員会事務局
（鎌倉市秘書広報課課内）

TEL

0467 (23) 3000

鎌 倉 日 仏 協 会

1２月 2 日（日）
毎年恒例となっています鎌倉散策に、
今年度も 27 名のフランス人協会の皆さ
んが参加して交流会を行いました。
日仏協会からも会員など 8 名が参加し、
初冬の鎌倉を楽しみながら交流を深めま
した。
当日は天候にも恵まれ、鎌倉駅西口を
出発し、大塔の宮、獅子舞から天園ハイ
キングコースへと山道を歩き、太平山広場にて昼食をとり、紅葉の美しい散在ｹ池周辺を散策、大船駅ま
で全行程を歩きました。
フランスの子どもたちは元気よく山を駆け回り、自然を楽しみ、親交を深めました。今後も交流会を
継続し、国際間の絆を深めていきたいと考えています。
鎌倉世界遺産登録推進協議会が主催で開催されたフランス語スピーチコ
ンテストは、選考委員会で選ばれた 9 歳から 68 歳までの方 10 名により、
テーマ「武家の古都・鎌倉」を趣旨とした熱心かつ真剣なスピーチが行わ
10 月 28 日（日）

れました。鎌倉では初めての行事でありましたが、鎌倉の文化高揚のため
には大変よい試みでありました。

フランス語講座

フランス語文化講座

フランス語が全く初めての方、昔学んだけれども

フランスを様々な面から知るための文化講座を

う一度基礎からやり直したい方、フランス旅行を
楽しむためにフランス語を磨きたい方、是非ご参

始めました。“パリ”に続いての第 2 段です。
日程：11 月 15 日（木）～1 月 17 日（木）
19:00～20:30
場所：鎌倉婦人子供会館 2 号室

加ください。場所は鎌倉婦人子供会館。
途中からの参加もできます。
各クラス 10 回、受講料 23,000 円
久保クラス
花川クラス
12/8（土）～3/23（土） 11/5（月）～1/28（月）
① 9:00～10:30
①
9:30～11:00
② 10:30～12:00
② 11:05～12:35
③ 12:30～14:00
イザベル・デスパールクラス（日常会話）
※こちらのクラスのみ９回、受講料 21,000 円
12/1（土）～2/16（土）
① 9：00～10：30

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 80 個の鍵」
（Hachette 社のテキストから抜粋）
受講料：一般 20,000 円、会員 18,400 円
※各クラスの内容等詳しくはお問い合わせください

問合せ・申し込み
篠塚 TEL・FAX 0467-24-2439
mail： shinozuka.kamakura@mac.com

鎌倉日仏協会事務局
TEL・FAX 0467 (24) 2439
HP
http://kamakura-nichifutsu.org

日本語 CＯＳＭＯＳ 活動紹介
日本語 COSMOS は、鎌倉周辺の外国籍の方たちに日本語を教えているボランティアグループで、
今年活動 18 年目を迎えます。
学習者のレベルにあった、少人数グループ（教師 1 名・学習者 2～3 名）でサポートしています。
ひらがなもまったく読めない初心者から、新聞の社説などを一緒に読みといていく上級者まで、多国
籍のさまざまな方が参加しています。日本語がわかるようになると、日本での生活も広がり、友人も
できて楽しそう。お知り合いの方、ご近所の方で日本語がわからないために困っていらっしゃる方が
いましたら、ぜひ「日本語 COSMOS」のことを教えてあげてください。

会員募集中

日本語教師経験者 養成講座終了者等の方で、
一緒にボランティア活動をしてくださる方 お待ちしております。
♪ホームページはこちらから⇒ http://nihongocosmos.sakura.ne.jp/index.html
日本語 COSMOS 連絡先
TEL・FAX 0467 (25)5471

地球の木

講座

「ブータンと日本」～本当の幸せって何だろう？～
ヒマラヤの麓にある九州ほどの小さな国、ブータン。国民の 97％が「幸せ」と答える
『幸せの国』として、今、世界的に注目を集めています。
なぜ、ブータンの人たちは、自分が幸福だと思えるのでしょうか。
「GNP（国民総生産）ではなく GNH（国民総幸福）を測ろう」というブータンの考え方、
国づくりの取り組みをお聞きします。そこから見えてくる本当の幸せとは・・・・・
◆日時

２月１７日（日）13：30～16：00

◆場所

開港記念会館

2 階 9 号室

横浜市中区本町 1-6

◆参加費
◆講師

1,000 円（資料・お茶付き）
草郷 孝好 氏（関西大学教授）
〈お問い合わせ先

～ 地球の木・鎌倉 ～ 〉
松本 TEL 0467（46）1184

～鎌倉市からのお知らせ～
鎌倉市都市交流事業等
奨励金
鎌倉市では、市民主体の都市交流を
推進するために、市民団体が行う姉
妹都市等への訪問や国際交流事業に
対して、奨励金を交付します。
申し込みは事業の 3 カ月前から 2 週
間前までの受付となります。
詳しくは右記をご参照ください。
【問い合わせ先】
秘書広報課 秘書担当
TEL 0467-23-3000 内線 2211

事 業 内 容 姉妹都市等親善訪問事業
（萩市、上田市、足利市、ニース市、敦煌市、
ワイマール市）
国際交流事業
国際協力事業
国際理解事業

市内での実施事業のみ対象

団体構成員 3 分の 2 以上が市内在住、在勤、在学
活 動 目 的 文化、スポーツ、国際交流、国際協力、国際理
解等の活動を行う
交 付 額 事業ごとに交付
海外訪問、31 人以上の国内訪問 ⇒ 50,000 円
市内実施の国際関連事業、30 人以下の国内訪問
⇒

30,000 円

交 付 制 限 当該年度１回、連続２年まで
そ の 他 姉妹都市等親善訪問は 10 人以上
国内事業は一般に公開され、一般市民が参加可
能なもの

＊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/hisyo/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 鎌倉市空手協会 鎌倉市日本中国友好協会
鎌倉 ZONA-ZONA CLUB 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 醒土舎 地球の木・鎌倉 長野ラオス友好協
日本語 COSMOS ヒッポファミリークラブ ふれあい日本語の会 ミランクラブジャパン
野生動物を絶滅から守る会 ラオス友好協会 （五十音順）
［同連絡会事務局］
〒248-8686
鎌倉市御成町１８－１０ 鎌倉市秘書広報課内
TEL 0467（23）3000 内線 2211
FAX 0467（24）6630

