鎌倉市国際交流・協力団体連絡会
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醒土舎 ミャンマーこども支援十周年記念事業
《ミャンマー日常会話》
日時

４月６日（土） 午後 6 時
（毎月第一、第三土曜日に開催）

参加費

毎回 500 円（ミャンマー茶付）

人数

12 名

場所

醒土舎（西鎌倉）

講師

ミョウミョウテンさん（在日 10 年）
〈在日ミャンマー人女性〉

【特色】少人数で初歩から楽しくミャンマー語を習います。時間は約 90 分。
終了後、最新のミャンマーの今について情報提供します。
◆問い合わせ先

TEL 0467－32－7497 醒土舎：田端

醒土舎は今、皆様からの寄付金でヤンゴン郊外に貧しい人々のための診療所を建設中。
ラインタヤー区 5,000 人位の居住地区。

湘南国際交流会（ＳＩＡ）
湘南国際交流会（ＳＩＡ）は、鎌倉を訪れる外国人とホームステイを通じて国際交流の和を広げる
仲間の集まりです。４月からの新しい仲間を募集しています。
鎌倉近郊にお住まいで、ホームステイを受けてみたい方、ぜひ一緒に活動しましょう。
◆活

動

◆年会費

不定期（年４回程度）
1,000 円（入会金不要）

今年もすでにいくつかのホームステイが決まっています。
① 4 月 30 日～5 月 6 日

ウクライナ、ロシアの茶道研修生のホームステイ

10 名前後

② 6 月 14 日～6 月 16 日

JSPS サマープログラム（英、米、独、仏、加の研究者）

③ 8 月 27 日、28 日

アジアユースオーケストラ（AYO）の 17 歳から 27 歳までの団員 100 名

◆詳しくは homestay.kamakura.sia@gmail.com までご連絡ください。
◆ＳＩＡに関してはＨＰ http://homestaykamakura.main.jp/webhp/ をご覧ください。

湘 南 日 独 協 会
湘南日独協会では、受講者の学習段階や興味にあわせたクラス編成で、ドイツ語講座を開催しています。
また、
「歌で楽しむドイツ語」は歌を通して楽しみながらドイツのこころに触れようとする試みで、毎
回好評をいただいております。
≪ドイツ語講座のご案内≫
（４月より開講中。初受講で途中参加の方には回数割制度あり）
入門コース

土曜日

11：30～13：00

講師：松野義明 *** 全く初めて学ばれる方を対象にドイツ語へのいざない
初級コース

土曜日

11：15～12：45

講師：中川純子、Arndt-Olaf Friess

*** 初級文法の学習と会話入門

中級（講読コース） 土曜日 10：00～11：30
講師：松野義明 *** 初級ドイツ語習得者を対象にドイツ語読本の講読と文法学習
中級（会話コース） 土曜日 9：30～11：00
講師：中川純子、Arndt-Olaf Friess

■会

*** 初級ドイツ語習得者を対象に会話力のレベルアップ

場：藤沢カトリック教会（藤沢駅南口より徒歩 3 分。小田急デパートそば。
）

■受講料：入門 21,500 円

申し込み・問い合わせ先

初級、中級 43,000 円（全 20 回）

・・・

松野義明
TEL・FAX

0467－32－7300

E-mail

matsunoy@kamakuranet.ne.jp

≪歌で楽しむドイツ語（Singer wir zusammen）≫
親しみやすいドイツの歌を、ドイツ人の歌詞解説でより深く、共に歌うことでより楽しく味
わいます。次回は「ハイキング、旅の歌」（Wanderlieder）がテーマです。
■日時：４月１４日（日）15：00～16：30
■会場：江ノ電第二ビル 4F 湘南アカデミア（藤沢駅から徒歩 3 分）
■会費：1,000 円
【申し込み・問い合わせ先】 木原

TEL：0466－28－9150

E-mail：jdgs@jcom.home.ne.jp

鎌 倉 日 仏 協 会
フランス語新講座

フランス語講座
昔学んだけれどもう一度基礎からやり直したい方、

入門クラスを新設します。
“ABC からのフランス語”

フランス旅行を楽しむためにフランス語を磨きた

全くの初心者、すっかり忘れてしまった方など一

い方、勉強してみませんか。途中からの参加もでき

緒に始めませんか。

ます。場所は鎌倉婦人子供会館。

講師はランス大（仏）卒、明治大などで教える

各クラス 10 回、受講料 23,000 円

久保みゆき先生。
◆日程

4/10 から全 10 回
18：00～19：30【受講料 23,000 円】

久保クラス
3/30～6/29

◆場所

鎌倉婦人子供会館

①

9:00～10:30

◆定員

6名

②

10:30～12:00

③

12:30～14:00

フランス語文化講座

花川クラス
2/25～5/27

フランスを様々な面から知るための文化講座を始
めています。
“パリ”に続いての第３段です。
◆日程

①

9:30～11:00

②

11:05～12:35

4/18 から全 8 回
19：00～20：30

◆場所 鎌倉婦人子供会館１号室

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

◆講師 イザベル・デスパール先生

3/30～6/29

◆テーマ「フランスの扉を開ける 80 個の鍵」

①

9:00～10:30

(Hachette 社のテキストから抜粋)

②

10:30～12:00

③

12:30～14:00

◆受講料 一般

20,000 円、会員 18,400 円

鎌倉日仏協会のパリ祭
鎌倉日仏協会事務局
当協会は以前より独自手作りのパリ祭を開催して
きました。
今年も昨年に引き続き鎌倉市材木座にあ

各クラスの内容及びパリ祭等の問い合わせ、

る「アマンダンブルー鎌倉」で行います。

申し込みは下記へご連絡ください。

在日フランス人協会（ＡＦＪ）をはじめ多くのフラ
ンスに関心ある方々が出席（昨年は 55 名参加）し

篠塚

ての楽しい文化交流の集いを催しますので、参加し

TEL・FAX

てみてはいかがですか。

E‐mail

◆日程

7/5

17：00 開宴

◆場所 アマンダンブルー鎌倉
TEL 0467－61－3232
◆会費

6,000 円

HP

0467‐24‐2439

shinozuka.kamakura@mac.com

http://kamakura‐nichifutu.org

鎌倉市からのお知らせ
独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）ボランティア

平成 25 年度春募集について

≪青年海外協力隊及びシニア海外ボラアンティアの募集についてお知らせ≫
●青年海外協力隊とは、開発途上国の人々と共に生活し、相互理解を図りながら、技術や経験を
活かして人々の自助努力を促進させる形で協力活動を展開していく海外でのボランティアです。
●シニア海外ボランティアとは、幅広い技術・豊かな経験を活かして、開発途上国の人々と相互理
解を図りながら人々の自助努力を促進させる形で協力活動を展開していく海外でのボランティア
です。
◆「体験談＆説明会」が全国各地で開催されています。〈参加無料〉〈予約不要〉
〈入退場自由〉
応募資料の配布、活動紹介映像の上映、概要説明、JICA ボランティア経験者の体験談、個別応
募相談等が行われます。説明会の会場・日時については、JICA ボランティアウェブサイト等でご
確認いただけます。
JICA ボランティアウェブサイトアドレス URL・http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html
【お問い合わせ・資料請求】
■JICA ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集選考窓口

03-6261-0264 ■JICA 横浜（神奈川）045-663-3221

＊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

