鎌倉市国際交流・協力団体連絡会

２０１４／７／１

第 50 号

かまくらアッカデミア・イタリアーナ：
「イタリア語入門講座」８月スタート！
「かまくらアッカデミア・イタリアーナ」は、

１ 開催期間

平成 26 年８月２日（土）から

鎌倉市を拠点に日伊文化交流を推進することを目
的として 1997 年に設立された団体です。

平成 26 年 11 月１日（土）の毎週土曜日

普段は毎週２回鎌倉婦人子供会館に集まり会員
各々のレベルに応じてイタリア語を学んでいます
が、本年８月から一般の方々を対象に次のとおり
「イタリア語入門講座」
（全 12 回）を開催します
（鎌倉市後援）
。
講師は、当会講師で北イタリア出身のミケーラ

２ 開催時間 15:00～16:30（90 分）

先生、流麗な日本語を交えて初歩から丁寧に教え
てくださいます。イタリア旅行を計画されている

（全 12 回

３ 開催場所

鎌倉婦人子供会館第 14 号室

（日によって別室になる場合があります。）
４ 受講料

18,000 円

５ 申込方法 住所、氏名、電話番号、メール
アドレスを記載して次に FAX してください。
FAX 番号 0467-31-2817

方、イタリアに関心をお持ちの方、きっとお役に
立ちます。

申込み先

8/16 及び 10/25 を除く）

ホームページもご覧ください
http://aikamakura.com

かまくらアッカデミア・イタリアーナ事務局
〒248-0027 鎌倉市笛田 5-38-11 小長谷方
FAX

申込み方法

0467-31-2817

講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を記載の
うえ、ＦＡＸにてお申し込みください。

～ フランス語新講座 ～
入門クラスから中級クラスまで勉強しています。
一緒に始めてみませんか。
途中からの参加もできます。
いずれのクラスも 8 月は夏休みです。
久保クラス（入門クラス）
◆日 程 ７/２（水）から 18:00～19:30
◆場 所 鎌倉婦人子供会館 ◆定員 6 名
◆受講料 10 回 25,000 円

ＡＦＪ（在日フランス人会）との春の鎌倉散策
去る 4 月 20 日（日）にＡＦＪ（在日フランス人会）
と鎌倉日仏協会と共催で「鎌倉散策会」を実施しまし
た。従来は、毎年 11 月頃の晩秋の鎌倉路を散策する
のですが、本年はＡＦＪより是非春の鎌倉を歩きたい
との要請があり実施することになりました。当日は鎌
倉駅西口広場に集合、42 名の参加者がありました。段
葛から鶴岡八幡宮、浄妙寺、そして衣張山方面へ向か

花川クラス
◆日程 ７/７（月）から（旗日は基本的にお休み）

って歩きはじめましたが、その日は「鎌倉まつり」の

①9:30～11:00 ②11:05～12:35
◆場所 鎌倉婦人子供会館

若武者が試走していましたので暫し見学した後、再び

◆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 ７/５（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 22,500 円

最後の日で流鏑馬が行われる日でした。丁度正装した
歩き始めました。衣張山で昼食の後、長勝寺、光明寺
を経て海岸に出て、前方に和賀江島を見ながら薄日が
さす眩しい浜辺を歩き鎌倉駅に戻りました。まだ、朝
晩は肌寒く感じられる季節でしたが、日中は丁度良い
散策日和でした。一日ゆったりと春うららかな鎌倉路
を散策し、友好的な国際交流を図ることができました。

（注）消費税が 8%になりましたので、受講料が上がり
ました

～ 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を
始めています。
“パリ”についての第 4 段です。
◆日程
６/５（木）から開講しています。
19:00～20:30
◆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 80 個の鍵」
◆受講料

（Hachette 社のテキストから抜粋）
８回 会員 20,000 円
（日仏協会に入会して頂きます。）

鎌倉日仏協会事務局
申し込み・お問合せ 篠塚
TEL/FAX：0467－24－2439
Email：shinozuka.kamakura@mac.com
HP：http://kamakura-nichifutu.org

団 体 紹 介

「湘南ポスト」は英語を母国語とする外国人および日本人のボランティアが発行し
ている月刊ミニコミ英文新聞です。約１０００部を湘南地区のさまざまな公的、私的
な場所に無料で配布しています。
郵送による年間購読も出来、掲示板もご利用頂けます（詳細は各号Ｐ４参照）。２０
００年に、１５年続いた｢鎌倉ポスト｣から活動を引き継ぎ、地域の多くの人達に喜ばれ
るよう様々な情報を提供する紙面作りを心がけています。

.

The Shonan Post is a monthly small scale English newspaper produced by a volunteer
staff of Ｎative English and Japanese writers, editors and illustrators. We print monthly
and distribute about 1,000 copies to various public and private spaces throughout Shonan
where readers may pick up the paper free of charge. Subscriptions are available、and the
Bulletin Board items are listed free of charge（See the page 4 of each issue）.
http://www.shonanpost.com
shonanpost.cntact@gmail.com

親子で参加できるワークショップ・親子で参加できる講演会のご案内！
●催しの名称

親子で参加できるワークショップ

●催しの名称 親子で参加できる講演会「７か

「ことばはボクらの音楽だ！」

国語で話そう！～できるだけ早く、異文化に触

●実施日 ７月１２日（土）●時間 15:30～17:30

れよう～」

●会場 本郷台あーすぷらざ

●実施日 ①７月１５日（火）

●内容 海外から高校留学生の体験をもとに、赤ち

②７月１７日（木）

ゃんから高校生まで親子で一緒にいろいろなこと

●時間 両日とも 18:30～20:30

ばで遊ぶワークショップです。

●会場 ①深沢学習センター②鎌倉芸術館

●入場料無料 ●募集人員 １０組

●内容

●参加方法

生の体験談を中心に、誰でもいろいろなことば

電話または FAX、
e-mail で申し込み
（先

着順）

海外で１０カ月を過ごした高校留学

を楽しく話せるようになる環境とは何かを考
えます。
●入場料無料 ●募集人員 １０組

問い合せ・申込み先 ヒッポファミリークラブ

●参加方法

フリーダイヤル ０１２０－５５７－７６１（平

み（先着順）

電話または FAX、e-mail で申し込

日 9:00～17:30)
地域連絡先：安福

ampuku3751@docomo.ne.jp

●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 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 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
ミランクラブジャパンかながわ支部 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

［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

