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日本空手協会
空手を習う子供たちが熊本地震募金活動
義援金を鎌倉市長に！！
空手を習う子供たち約２０人が、熊本地震で被災した人たちのために何ができる
か考えた末、自分たちで募金箱を作り、４月２９日に長谷駅と鎌倉駅
東口、５月１日に鎌倉駅西口と東口に分かれて募金活動をしました。
両日とも日差しの強い夏日を思わせる日でしたが道行く人々からは「偉いわね
頑張って」「ありがとう私たちは熊本からきたんです」あるいは「ご苦労様」
など労いの言葉を頂き疲れた子供たちも満足した様子でした。
更に募金箱に入った募金は自分たちで計算し、最後には鎌倉市長に直接手渡し
ました。子供たちの達成感は一入だと思います。

鎌倉市を通じた、熊本地震で被災された方の復興を支援
する日本赤十字社の義援金への寄付
☆義援金額

４６５，７６５円

☆活動団体

公益社団法人

代表 山本

日本空手協会

普功（やまもと

慈恩塾

ひろあつ）

ＣＩＯＦＦ ＪＡＰＡＮ
日本の民族芸能、文化をより身近に感じて頂き、CIOFF の国際ネットワークを有意義に
広く皆様に利用いただけるように活動をしています。

ユースメンバー募集＆お知らせ!!
■CIOFFJAPAN のユースメンバー（１８歳から２６歳まで）を募集しています！
世界の民族芸能や国際交流に興味がある人で、CIOFFJAPAN ユースを立ち上げて、ボランティアとして
活動できる人を求めています。 詳しくは、CIOFFJAPAN まで連絡、問合せください。
■2016 年 4 月、ホームページを立ち上げました！ http://cioffjapan.com ぜひご覧ください。
【申し込み・問合せ先】小田武司 Tel･Fax：0467－38－0920 E-mail：zvp03572@nifty.com

CIOFF

メインフェスティバル・ワールドフォークロリアーダ開催の御案内

今年は、7 月 30 日～8 月 15 日までメキシコで開催されます！
このフェスティバルは、4 年に一度加盟各国をまわり開催される文化のオリンピックの様なも
ので、50 か国から各国の民族芸能の団体が、固有文化を披露します。
日本を代表して、林田ひろゆき率いる“ZI-PANG＆STJ”と横笛奏者の佐藤ぶん太氏が参
加します。
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（http://cioffjapan.com）

申込・問い合わせ

：

堀

Email：cioff-japan@cioff.org

２０１６年 CIOFFJAPAN 会員の海外フェスティバル参加リスト
■INTERNATIONAL

FOLKLORE

開催日：2016 年 7 月 12 日～7 月 17 日

■第 33 回 Folkmoot

参加団体：クイチャー・パラダイス

Festival （CIOFF アメリカ主催）

開催日：2016 年 7 月 21 日～7 月 31 日

■第 44 回 FESTIVAL

MEETING 9 か国参加（CIOFF ポーランド主催）

DE

参加団体：ひびき連合会

MONTOIRE 9 か国参加（CIOFF フランス主催）

開催日：2016 年８月 1０日～８月 1５日

参加団体：KON-TOU＆ONJIN

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。途中参加も歓迎します！
久保クラス（入門クラス）

定員５人

■日 程 ７月６日(水)から(８月夏休み)
①18 時から 19 時 30 分
②19 時 30 分から 21 時

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 程 平成 2８年７月７日(木)から(8 月夏休み)
19 時から 20 時 30 分
■場 所 鎌倉婦人子供会館
■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。)

■受講料 10 回 25,000 円
花川クラス
■日 程 ７月４日(月)から(旗日は基本休み)
(８月夏休み)
①９時 30 分から 11 時
②9 月から入門クラス開講予定
11 時５分から（募集中）
■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月２日(土)から(８月夏休み)
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。
■事業報告■
AFJ(在日フランス人協会)共催「葉山の里山を歩く」春の
ハイキングを実施しました。
平成 28 年 4 月１０日 葉山上山口散策コースにて、春の里山を歩く
行事を実施しました。AFJ(在日フランス人関係者)、及びウルグアイ大
使館の方、スイス人、スウェーデン人を含む国際色豊かな方々42 名の
参加がありました。
当日は天候にも恵まれ、春らしい暖かな日和のハイキングでした。逗
子駅に集合し、バスに乗りハイキングスタート地点の「滝の坂」へ向か
いました。そこから歩き始め、先ず新善光寺、畑道を抜け菜の花の咲く
下山川に沿って歩きました。周りの山々は山桜の白い花と新緑の樹木で
煙るような風景を見ることができました。杉山神社の裏の土手に腰を下
ろし、各々弁当持参の昼食をとりました。午後は棚段に沿って道を上り、
御用邸の旧水源地からスタート地点の新善光寺駅まで戻りました。近く
で簡単な懇親会を開き国際交流の親睦を深め、春のエコーツーリズムを
楽しみました。次回は、秋の散策を予定しています。

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

～ 日仏協会の「パリ祭」の開催 ～
当協会は従前より協会独自の手作り「パリ祭」を開催
してきました。
昨年は当協会 20 周年記念行事がありましたので、開
催できませんでしたが、今年度から再び開催することに
致しました。
在日フランス人協会（ＡＦＪ）をはじめ多くのフラン
スに関心ある方々が参加しての楽しい文化交流を催しま
すので、ご家族ご一緒に参加してはいかがでしょうか。
■日 程 平成 2８年７月１０日（日）
１８時開演～20 時終了
■場 所 アマンダンブルー鎌倉
☎ ０４６７－６１－３２３２
■会費
６，０００円（お一人様）
＊

鎌倉郵便局前から送迎バスがあります。
17 時及び 17 時 30 分

日本語ＣＯＳＭＯＳ

☆ことばをふやしましょう
☆漢字の練習をしましょう
☆文字の書き順をおぼえましょう
☆教科書が理解できますか
☆日本語で困ったことはなんですか
☆個別に対応します
☆予約もできますが直接来てもいいです

●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/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
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 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 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

