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中学生＆高校生のための国際理解講座を開催しました！
平成 27 年３月 14 日（土）に、鎌倉市役所にて「中学生＆高校生のための国際理解講座」を
開催しました。
今回のテーマは「民族衣装を着てみて外国の文化に親しもう」。鎌倉ユネスコ協会のご協力を
得て、外国の民族衣装(インド・サリー、韓国・チマチョゴリ、ベトナム・アオザイなど)を実際
に着て、「衣の文化」を通してその国に親しみをもっていただきました。
当日は中・高校生に限らず、
「民族衣装を着てみたい！」という方々にご参加いただき、ミン・
ミヨンさん(韓国)とメタ・バラッツさん(インド)に、それぞれのお国の「食の文化」についても
お話をしていただき、参加者の皆さんそれぞれが、異国の地に思いを馳せました。
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ＮＰＯ法人 JIAOLIU 鎌倉
日本の文化に触れる活動として中世鎌倉トレイルや鎌倉の古道散策などを行います。
１、４月 18 日（土）：中世鎌倉トレイル（衣張山から名越切通を散策、交流会もあります！）
13 時に鎌倉駅東口改札前集合、費用 2000 円
２、５月 28 日（木）13 時から 15 時：西鎌倉茶風（台湾茶の作法と試飲会）
３、６月４日（木）13 時から 15 時：鎌倉の古道を訪ねてー釈迦堂切通～名越切通散策
NPO 法人

JIAOLIU 鎌倉

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

鎌倉トーストマスターズクラブ
使える英語を学びたい人に！
鎌倉トーストマスターズクラブ
(KTMC)は英会話学校ではありません。米
国カリフォルニアを本拠地とする非営利
教育団体トーストマスターズ・インターナ
ショナル(TMI)のメンバー・クラブです。
コミュニケーション・スキルの専門家た
ちが念入りに作り上げた洗練された教材
を使って、月に２回例会を開き、英語を使
ったコミュニケーション・スキルの向上に
努めています。
老若男女、皆それぞれが自分の目標に向
かって、アットホームな雰囲気の中でクラ
ブ・ライフを楽しんでいます。さあ、ぜひ
あなたもメンバーに加わりませんか？

※ 見学は無料です。
問合せ先＝Email：ktmc200012@gmail.com

■

こんな方に最適なクラブです

・使える英語を習得したい方。
・プレゼンテーションの能力を磨きたい方。
・人前で英語のスピーチが出来るようになり
たい方。
・リーダーシップや組織マネジメントを学び
たい方。
・一緒に学ぶ仲間を作りたい方。

●例会日時：毎月２回 第１・第３土曜日
14 時から 16 時（例会）
16 時から 17 時（ワークショップ等）
●開催場所：「鎌倉芸術館」（JR 大船駅）
「あーすぷらざ」（JR 本郷台）など
●会
費：月額 1500 円（入会費 3000 円）
●入会資格：18 歳以上

URL：http://seesaawiki.jp/w/prktmc/

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
と試みており、さらに混声合唱団「アムゼル」はドイツ語圏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、ドイツ人と日本人の相互理解を広範囲に深める座談会を昨年より行っています。

ドイツ語講座のご案内

（４月より春夏期を開講、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
原書購読クラス

土曜日

講師：松野義明
■会

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

※初級文法習得者を対象に、表現力・語彙力のレベルアップ

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

℡・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。
■日時：毎月１回、15 時から 16 時 30 分

湘南日独協会混声合唱団
「アムゼル」
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

■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

り、ドイツ語圏の歌曲や合唱曲（ブラー
ムスやモーツアルトなども含む）をドイ
ツ語で歌う合唱団です。
■練習日：第１・３・５水曜日
■場

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

13 時 30 分から 15 時 30 分

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

所：藤沢カトリック教会

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。

（ＪＲ・小田急藤沢駅南口より

■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）

徒歩３分、小田急デパートそば）
■連絡先：事務局 水谷
℡：045-895-6845

■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

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
行っています。

～

■日

フランス語新講座～

しています。

入門クラスから中級クラスまで勉強しています。

19 時から 20 時 30 分

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 平成 26 年 12 月４日(木)から開講

程 ４月１日(水)から

■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

①18 時から 19 時 30 分

■テーマ 「フランスの扉を開ける鍵」

②19 時 30 分から 21 時

■受講料 ８回 会員 20,000 円
(日仏協会に入会していただきます。)

■受講料 10 回 25,000 円
花川クラス
■日

程 ４月 20 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
イザベル・デスパールクラス（日常会話）
■日

程 ３月 14 日(土)から
①９時から 10 時 30 分
②10 時 30 分から 12 時
③12 時 30 分から 14 時

■受講料 ９回 22,500 円
※場所はいずれも鎌倉婦人子供会館。先生によっ
ては春休みがあります。

～

日仏読書会 ～
日本語で読む「日仏読書会」に参加してみませ
んか。最近は「テレーズ・デスケルウ」
、「夜の終
り」、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ションを行いま
した。読書会は三カ月に一度開催され、過去にも
渡辺一夫「曲説フランス文学」を始め、ヴォルテ
ール、サガン、カミュ、モーリヤック等の作品を
取り上げてきました。
次回は平成 27 年６月８日(月)10 時から 12 時、
購読本はモーパッサン作品「ベラミ」、鎌倉生涯学
習センターを予定しています。
連絡先：三浦邦雄 ℡/Fax：0467-25-2659

鎌倉日仏協会事務局（http://kamakura-nichifutu.org） 申し込み・お問い合わせ
℡/Fax：0467-24-2439
Email：shinozuka.kamakura@mac.com

篠塚

●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

