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かまくら国際交流フェスティバル 2015 を開催しました!!
平成 27 年 11 月１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 2015」を開催しました。
爽やかな秋晴れのもと、当日は大勢の人が訪れ、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。

各ブースはたくさんの人で賑わい、盛り上がりました!!

かまくら国際交流フェスティバル実行委員会事務局
(鎌倉市文化人権推進課)
℡：0467(61)3870

鎌倉トーストマスターズクラブ
鎌倉トーストマスターズクラブ（ＫＴＭＣ）は、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
います。①使える英語を習得したい②プレゼンテーション能力を磨きたい③人前でスピーチ
ができるようになりたい④リーダーシップや組織マネジメントを学びたい⑤仲間を作りたい
…等を目標としています。
■ 会費：1,500 円／月 入会金：3,000 円 入会資格：18 歳以上 ■
＜事業報告＞
2000 年 12 月に、KTMC は鎌倉市で誕生しました。それから約 15 年間、毎月第１土曜日と第
３土曜日の午後に定例会を開催しています。現在部員は 27 名。年に一回、娯楽を兼ねて秋合宿を実
施しています。今年は伊豆の伊東・東急ハーヴェストクラブにて実施しました。翌日は、紅葉が鮮や
かな大室山から一碧湖までの２時間の散歩を楽しみました。
平成 28 年１～３月の定例会
①1 月 16 日(土)…鎌倉芸術館にて
②2 月 6 日(土)
③2 月 20 日(土)
④3 月 5 日(土)

本郷台あーす
ぷらざにて

⑤3 月 19 日(土)
※すべて 14 時から 16 時
今年の秋合宿は、伊豆の伊東で大室山から一碧湖までの散歩を楽しみました。

※ 見学は無料です。ぜひお気軽にご連絡ください。
URL：http://seesaawiki.jp/w/prktmc

Email：ktmc200012@gmail.com（担当者：山崎・長江）

鎌倉市日本中国友好協会

鎌倉市日本中国友好協会事務局
℡：0467－23‐2100

鎌倉市日本中国友好協会は、文化講演会「中国の名詩

FAX：0467－23‐2102

解説と朗詠」を開催します。

日本で愛唱されている中国の名詩から、春に因む作品を選び、解説と共に、琴の伴奏で朗
詠します。
日時：平成 28 年２月４日(木) 14 時から 15 時 30 分（開場 13 時 30 分）
場所：鎌倉論語会館 (鎌倉市御成町 13－23、JR 鎌倉駅西口徒歩 6 分)
参加費等：一般 1,000 円（鎌倉市日中友好協会会員 500 円）※テキスト代込み
定員：先着 60 人
テキスト：「中国の名詩を詩う（佐藤敏彦著）」
主催：鎌倉市日本中国友好協会

後援：鎌倉市、神奈川県日本中国友好協会、中国の名詩を詩う会、鎌倉鹿鳴会

かまくらアッカデミア・イタリアーナ

あなたも、イタリア語クラスに参加してみませんか!! 途中からでも
もちろん OK です。
●月曜日クラス（初級）

19 時から 20 時 30 分

講師：Sayune
受講料：24,000 円（12 回）当会会員
29,000 円

会員以外

（※イタリアーナ年会費 2,000 円）

期間：2015 年 11 月２日より毎月曜日に開催中（全 12 回）
場所：鎌倉婦人子供会館 16 号室
●金曜日クラス（中級）

10 時から 11 時 30 分

講師：Lucia
受講料：11,000 円／月
場所：鎌倉婦人子供会館 15 号室
内容：イタリア語で授業が行われます。

■ 事業報告 ■
第３回イタリア文化サロン
Lucia 先生の出身地である Bolzano ボルツァーノの街の成り立
ちや文化についての講演でした。
国境を背負っているため統治者が次々と変わり、第二次大戦後も
しばらくの間ドイツ占領下におかれ、Bolzano 県がイタリアに落
ち着いたのは 1960 年代というのには、少々驚きました。
16,10,2015

イタリア語で講演

カフェレストラン kikuichi にて

第４回イタリア文化サロン【鎌倉案内(２)北鎌散歩】
平成 27 年 11 月 14 日(土)に、会員６名が参加して行われま
した。
北鎌倉駅に集合後、建長寺－円覚寺－東慶寺を散策し、遅い
昼食会を開いた後、北鎌倉駅で解散しました。
連絡先：イタリアーナ事務局
E メール：italianamiki@gmail.com

FAX：0467-31-2817
HP：aikamakura.com

鎌倉日仏協会
～ フランス語新講座～
入門クラスから中級クラスまであります。
一緒に始めませんか。途中参加も歓迎です！
久保クラス（入門クラス）

定員５人

■日 程 １月 13 日(水)から

～ 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です。
■日 程 平成 28 年１月 14 日(木)から
19 時から 20 時 30 分
■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鍵」
■受講料 ８回 会員 20,000 円
(全てのクラスで日仏協会に入会していただきます。)

①18 時から 19 時 30 分
②19 時 30 分から 21 時
■受講料 10 回 25,000 円
花川クラス

「創立 20 周年記念パーティー」を開催しました!!
2015 年 11 月６日
(金)、鎌倉日仏協会創立

■日 程 1月18日(月)から(旗日は基本休み)

20 周年を祝う記念パー

①９時 30 分から 11 時

ティーを、アマンダン

②11 時５分から 12 時 35 分

ブルー鎌倉(鎌倉市材木

■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 １月９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。

座)で開催しました。A
FJ(在日フランス人会)、松尾崇鎌倉市長ほか、総勢 65 名の参加がありま
した。
パーティーは佐野昭三会長の挨拶に引き続き、フランス側より AFJ 会長
ベルナール・スロック氏、松尾鎌倉市長のご挨拶がありました。また創立
時の会員もお呼びし、協会創立者・初代会長の故・新田俊三氏(東洋大学経
済学部教授)のご子息・新田晃氏より協会設立時前後のエピソードなどを伺
いました。
フランス人の参加者は日本をよく理解し、また鎌倉をこよなく好む方々
が多く、穏やかで楽しい会話が広がりました。ある方は「来日したフラン
ス人にどこに行きたいか聞くと、時間があれば京都に、ない時は鎌倉に行

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

きたいという声が多い」とお話されていました。団らんの最中には会員に
よる音楽演奏やお茶席サービスがあり、楽しい時間の中、国際交流が一層
進みました。最後に記念撮影をして無事記念パーティーも終了、協会は新
たなスタートを切りました。

●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
日本空手協会 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
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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 CIOFF JAPAN

［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

