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かまくら国際交流フェスティバル 2014 を開催しました！
平成 26 年 10 月 13 日（月）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 2014」を開催しました。
当日は台風が近づき、終了時間を２時間早めるなど悪条件が重なったにも関わらず、
大勢の人が訪れ、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、訪れた皆さんに異文化を味わっていただきました。

ステージではアルプホルン演奏
や空手演武、和太鼓演奏等が行
われました。

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合せたクラス編成で、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
試みており、さらに混声合唱団「アムゼル」はドイツとその周辺国の歌曲や合唱曲をドイツ語で
歌うユニークな合唱団として活動しています。
また、新企画としてドイツと日本の相互理解を深める座談会を始めました。

ドイツ語講座のご案内

（10 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）

初級１クラス
土曜日 13 時 25 分から 14 時 55 分
講師：中川純子、Arndt-Olaf Friess
※全く初めてドイツ語を学ぶための会話中心のクラス
初級２クラス
土曜日 11 時 40 分から 13 時 10 分
講師：中川純子、Arndt-Olaf Friess ※発音・文法の基礎を確認しながら,会話力を向上させるクラス
中級クラス
土曜日 10 時から 11 時 30 分
講師：中川純子、Arndt-Olaf Friess
※初級文法習得者を対象に、表現力・語彙力のレベルアップ
原書購読クラス
講師：松野義明
■会

土曜日

10 時から 11 時 30 分

※ドイツ人の基本的なものの考え方を確認しながら、文章の意味を深く理解する

場：藤沢商工会館（JR・小田急

■受講料：各クラス共通

藤沢駅北口より徒歩３分、サンバール広場北）

46,000 円（全 20 回）

【申し込み・問い合わせ先】小田武司

湘南日独協会混声合
唱団「アムゼル」

℡・Fax：0467-38-0920

E-mail：zvp03572@nifty.com

歌で楽しむドイツ語（Singen 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、ともに歌うことでより楽しく味わいます。

合唱団「アムゼル」

では団員を募集しています。梶井智子
先生ご指導により、ドイツとその周辺
国の歌曲や合唱曲をドイツ語で歌う合
唱団です。
■練習日：第１・３・５水曜日
13 時 30 分から 15 時 30 分
■場 所：藤沢カトリック教会
（JR・小田急藤沢駅南口徒歩
３分、小田急デパートそば）
■連絡先：事務局 水谷
（℡：045‐895‐6845）

■日時：１月 18 日（日）15 時から 16 時 30 分
■会場：藤沢商工会館
（JR・小田急藤沢駅北口徒歩３分

サンバール広場北）

■会費：1,000 円
【申し込み・問い合わせ先】木原 ℡：0466‐28‐9150
E-mail：jdgs@jcom.home.ne.jp

Schwatzerei am Stammtisch
ドイツの方を囲んであるテーマについてよもやま話をす
ることで、ものの見方についてドイツと日本の相互理解を
深めることを目的とした座談会です。毎月１回開催します。
■会場：藤沢商工会館（JR・小田急藤沢駅北口徒歩３分
サンバール広場北）

湘南日独協会
℡：0466‐26‐3028

【申し込み・問い合わせ先】木原 ℡：0466‐28‐9150
E-mail：jdgs@jcom.home.ne.jp

かまくらアッカデミア・イタリアーナ
ミケーラ先生のイタリア語入門講座、好評につき継続して開講して
います。
初めてイタリア語を学ぶ方、今からでも参加できます。見学も歓迎
します。詳しくは、ホームページをご覧ください。
１

講座名称

続イタリア語入門講座

２

開講期間

３

時

平成 27 年２月 28 日（土）ま
での毎週土曜日
（すでに始まっていますが、途中
参加も歓迎です。）
15 時から 16 時 30 分

間

４ 会
場
５ 受 講 料
６ U R L

かまくらアッカデミア・イタリアーナ
URL：http://aikamakura.com

鎌倉婦人子供会館 14 号室
24,000 円
http://aikamakura.com

JIAOLIU 鎌倉
NPO 法人 JIAOLIU 鎌倉では、日本の文化に触れる活動として、茶道を体験していただき、日
本文化に親しみ、抹茶や和菓子を味わっていただきたいと思います。
１

日時
平成 27 年２月７日（土）１８時３０分から２０時

２

場所
鎌倉生涯学習センター
参加費
1,000 円

３

NPO 法人

３階

JIAOLIU 鎌倉

担当 新井
℡：0467-32-9217
Email：contact@jiaoliu.jp
URL：
http://www.jiaoliu.jp/

和室

～

鎌倉日仏協会

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５弾です。

～

フランス語新講座

■日

～

19 時から 20 時 30 分

入門クラスから中級クラスまで勉強しています。
一緒に始めませんか。途中参加も歓迎します！
久保クラス（入門クラス） 定員６人
■日 程

■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」

12 月３日（水）から

（Hachette 社のテキストから抜粋）

①18 時から 19 時 30 分

■受講料 ８回 会員 20,000 円

②19 時 30 分から 21 時
■受講料

（日仏協会に入会していただきます。
）

10 回 25,000 円

花川クラス
■日 程

12 月１日（月）から(旗日は基本休み)
①９時 30 分から 11 時
②11 時５分から 12 時 35 分

■受講料

10 回 25,000 円

昨年末の 12 月８日には、モーリヤックの「蝮のか
らみあい」を読み、参加者による有意義なディスカッ

取り上げてきました。
次回は平成 27 年３月９日（月）10 時から 12 時、

③12 時 30 分から 14 時

購読本はモーリヤック作品、鎌倉生涯学習センターを

22,500 円

※場所はいずれも鎌倉婦人子供会館。12 月 22 日か
ら１月 14 日まで冬休みです。

鎌倉日仏協会事務局

日本語で読む「日仏読書会」に参加してみませんか。

ルテール、サガン、カミュ、モーリヤック等の作品を

②10 時 30 分から 12 時

９回

～

過去にも渡辺一夫「曲説フランス文学」を始め、ヴォ

12 月６日（土）から
①９時から 10 時 30 分

■受講料

～ 日仏読書会

ションを行いました。読書会は三カ月に一度開催され、

イザベル・デスパールクラス（日常会話）
■日 程

程 12 月４日（木）から開講しています。

予定しています。ご参加をお待ちしています。
連絡先：三浦邦雄 ℡/Fax：0467-25-2659

申し込み・お問い合わせ 篠塚

℡/Fax：0467-24-2439

Email：shinozuka.kamakura@mac.com

URL：http://kamakura-nichifutu.org

●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
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
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

