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かまくら国際交流フェスティバル 2013 を開催しました！
平成 25 年 10 月 6 日（日）に、高徳院（長谷鎌倉大仏）にて「かまくら国際交流フェスティバル
2013」を開催しました。
当日は、４００名を超える皆さんに会場にお越しいただきました。また、高徳院に来ていた観光客
の皆さんにも各団体ブースでの展示やステージでの発表を通して、参加団体の活動を紹介するととも
に、世界各国の民芸品や民族色豊かな軽食販売により、訪れた皆さんに異文化を味わっていただきま
した。

～ 当日の風景 ～

オープニングセレモニーでは、栗村淑香実行委員長・松尾崇鎌倉市長・佐藤孝雄高徳院住職から
ご挨拶、参加団体紹介、栗村実行委員長による大仏様への献花が行われました。

模擬店では、野菜スープとパンやラスク、各国のクッキーとお茶、コロッケパンなどが販売されま
した。ステージではアルプホルン演奏やバリ舞踊、琉球舞踊、大道芸、日本の伝統である空手演武
や和太鼓演奏が行われました。当日は、外国人観光客も多く高徳院にいらっしゃっており、日本文
化の紹介の場にもなりました。
かまくら国際交流フェスティバル実行委員会事務局（鎌倉市秘書広報課内）
ＴＥＬ 0467-23-3000（内線 2210、2211）

～ＡＦＪ（在日フランス人協会）との鎌倉散策～
毎年恒例となっている鎌倉散策に、今年度もお子さんたちを含め 55 名のフランス人協会の皆さんが参加
して交流を行いました。日仏協会からも 12 名が参加し、晩秋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、鎌倉駅西口広場に集合し、銭洗弁天、
葛原ヶ岡、中央公園、北鎌倉、円覚寺のコースをゆったりと散策
しました。今年は例年になく金色や赤色に染まった銀杏や木々が
美しく、また時折垣間見える真っ白に雪化粧した富士を愛でなが
ら、鎌倉の自然を満喫しました。また、中央公園では芝生に腰を
おろしてピクニック気分で昼食を楽しみ、子どもたちが元気よく
走り廻っていたのが印象的でした。フランス人協会は鎌倉散策を
年中行事としており、今後も交流会を継続し、国際間の絆を一層深めていきたいと考えています。

～ フランス語新講座 ～

～ フランス語文化講座 ～

入門クラスから中級クラスまで勉強しています。一緒に フランスを様々な面から知るための文化講座を始めて
始めてみませんか。途中からの参加もできます。
います。
“パリ”についての第 4 段です。
※12～1 月は冬休みをはさみますのでお問い合わせください。
◆日程
1/9（木）から開講予定
久保クラス（入門クラス）
19:00～20:30
◆日 程 12/4（水）から 18:00～19:30
◆場所
鎌倉婦人子供会館１号室
◆場 所 鎌倉婦人子供会館 ◆定員 6 名
◆講師
イザベル・デスパール先生
◆受講料 10 回 23,000 円
花川クラス
◆日程

12/2（月）から（旗日は基本的にお休み）
①9:30～11:00 ②11:05～12:35

◆場所
鎌倉婦人子供会館
◆受講料 10 回 23,000 円
イザベル・デスパールクラス（日常会話）
◆日程 12/7（土）から
①9:00～10:30 ②10:30～12:00
③12:30～14:00
◆場所
鎌倉婦人子供会館
◆受講料 ９回 21,000 円

鎌倉日仏協会事務局

◆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

８回 会員 18,400 円
（日仏協会に入会して頂きます。）

～ フランス食文化を楽しむ会 ～
◆日時 1/23（木）10:30～
◆場所 鎌倉婦人子供会館
◆講師 ニコラ・モロー氏
◆会費 4,000 円
◆メニュー
◆連絡先

申込み・お問い合わせ

後日決定

中西 TEL 0467-25-5784
m.nakanishi@vesta.ocn.ne.jp

篠塚

TEL/FAX：0467‐24‐2439 Email：shinozuka.kamakura@mac.com HP：http://kamakura-nichifutu.org

■■地球の木講座『～アーサー・ビナードさんが語る～せいかつゴックン！』■■
アメリカ生まれの詩人が、日本の今を鋭く語る。政府の秘密、経済のからくり、日米関係、
ＴＰＰなど大きな問題が、わたしたちの日常生活とわかりやすくつながって見えてきます。
◇日 時：1／31（金） 18:30～20:40
◇場 所：開港記念会館 2 階 6 号室
◇参加費：1,000 円
◇申込み：電話・FAX・メール・ＨＰから
特定非営利活動法人

地球の木

講師プロフィール アーサー・ビナード
米国ミシガン州生まれ。ニューヨーク州コルゲート大学で英
米文学を学び、卒業と同時に来日、日本語での詩作をはじめ
る。詩集「釣り上げては」で中原中也賞、絵本「ここが家だ
ーベン・シャーンの第五福竜丸」で日本絵本賞受賞。著書多
数。テレビ・ラジオでも活躍。

申込み・お問い合わせ

TEL：045-228-1575 FAX：045-228-1578

Email：chikyunoki@e-tree.jp

HP：http://e-tree.jp

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
をいただいています。

≪ドイツ語講座のご案内≫
初級コース

土曜日

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

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

講師：中川純子、Arndt-Olaf Friess

*** 初級ドイツ語習得者を対象に会話力のレベルアップ

■定 員：各クラス 12 名程度
■会 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：初級、中級 43,000 円（全 20 回） 湘南日独協会会員には￥5,000 の割引特典有り
受講料の他にテキスト代が別途かかります。

◆◆◆ 1/1～3/31 のイベント案内

◆◆◆

1/19(日) 総会・映画会（エリーザベト） ＠藤沢江ノ電第 2 ビル 7Ｆ
2/15(土) 例会・講演会（織田会長） ＠藤沢江ノ電第 2 ビル 7Ｆ
3/22(土) 例会・講演会「小さい木の人形に辿りつくまで」
（講師：飼沼聖子）＠藤沢江ノ電第 2 ビル 7Ｆ
毎週第 4 日曜日 Singen wir zusammen （歌を歌いながらドイツ語に親しむ会）
15：00-16：30 ＠藤沢江ノ電第２ビル４F

湘南日独協会
申し込み・お問合せ
TEL/FAX：0467－32－7300

（松野義明）
Email：matsunoy@kamakuranet.ne.jp

■■鎌倉を堪能する歴史・文化体験プログラム■■
JIAOLIU では、多言語観光ガイド、歴史文化体験プログラムを通して、諸外国の方々と相互
に理解・尊重し合い、交流を深めていくことを支援しております。
日本の生活を満喫したい方、鎌倉の歴史的文化に興味のある方は是非ご利用ください。
ひと味違った視点で、日本独特の文化を体験いただけるものと確信しております。
―古都を楽しむ・古都で癒されるー

―歴史と文化に触れ古都を深く味わうー

◎長谷周辺散策と温泉でリラックスコース

◎鎌倉駅周辺散策と鎌倉彫彫刻体験コース

◎葉山・江ノ島クルージングコース

◎禅寺拝観と坐禅体験コース

金などについて

◎東慶寺拝観と挿し花体験コース

◎鎌倉武士体験コース

は、お問い合わせ

◎天園ハイキングコース etc...

◎東慶寺拝観と香道体験コース

NPO 多言語観光・通訳・翻訳
TEL/FAX：0467-32-9217

etc...

プログラムの内容
や日時、コース料

ください。

JIAOLIU 鎌倉
Email：contact@jiaoliu.jp

HP：http://jiaoliu.jp

鎌倉市からのお知らせ

鎌倉市秘書広報課主催の「平成 25 年度国際交流講座」の開催についてお知らせします。
今回は日伊文化交流団体「かまくらアッカデミア・イタリアーナ」のイタリア語講師で、日本での
主婦経験も長い、ルーチャ・カラッシア・森先生にご協力いただき、受講者と一緒にイタリアの家庭
料理を作った後、楽しく食事をしながら日本とイタリアの日常生活での違いなど、
身近な話題を中心とした懇談を予定しています。
詳細は後日、市ホームページ（下記）に掲載しますので、興味のある方はご確認
ください。皆様のご参加をお待ちしております。

― 平成 25 年度国際交流講座 －
■日時：平成 25 年 3 月 27 日（木）午前中
■場所：鎌倉市福祉センター 調理実習室
（右図参照）
■内容：イタリア家庭料理の調理・試食と
日本とイタリアの身近な話題を中心とした
懇談（予定）
※申込み等については、後日市ＨＰにて掲載します

●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 喜扇本流 鎌倉・四ツ竹の会 JIAOLIU 鎌倉 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 長野ラオス友好協会 日本語 COSMOS 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
ミランクラブジャパン 野生動物を絶滅から守る会（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

