
2022 年（令和４年）11 月６日（日）
10:00 ～15:00
鎌倉大仏高徳院
江ノ電・長谷駅下車 徒歩７分

2022 November 6th (Sun) 10: 00-15: 00 
The Great Buddha of Kamakura / Kotoku-in Temple

Enoden Hase Station 7min walk

世界各国のバザー、国際交流・協力団体活動紹介、活動体験他
Bazaars around the world, introduction of international exchange 

cooperation group activities, activity experience, etc.

主  催：かまくら国際交流フェスティバル 2022 実行委員会 ・ 鎌倉市

問合せ：実行委員会事務局（鎌倉市共生共創部文化課内）Tel 0467-61-3872
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公益社団法人

鎌倉青年会議所
Junior Chamber International Kamakura

鎌倉市御成町 17-29 鎌倉商工会議所内
TEL:0467-25-5538

参加団体紹介
　かまくら国際交流フェスティバルは鎌倉市内
を中心に国際交流や国際協力を行っている団体
が年に 1 回、協力して行っているイベントで、
今年で第 27 回目を迎えます。草の根の国際化
に皆さんが幅広く関心を寄せていただける機会
になればと考えています。
　実際に活動に参加したい方、賛助してくださ
る方も募集中です。各団体の活用内容などにつ
いて、ご興味のある方はぜひ、各団体までお問
い合わせください。

①アムネスティ・インターナショナル鎌倉グループ
　世界中の全ての人が世界人権宣言や国際人権規約に書か
れているすべての人権を享受できる世界を目指し、人権侵
害を防ぎ、終わらせるために世界中で活動する国際 NGO で
す。1977 年ノーベル平和賞を受賞。鎌倉ｸﾞﾙｰﾌﾟは多国籍の
会員たちが月１回の例会、地域で人権意識啓発活動に取り
組んでいます。

連絡先： 090-2794-4853 （佐渡友さどとも） 
https://amnestykamakura.jimdo.com/

② 鎌倉トーストマスターズクラブ（KTMC）
　使える英語を習得したい！プレゼンテーションの能力を
磨きたい！英語でスピーチが出来るようになりたい！こん
な目的を持った人たちによる、専門家達が念入りに作り上
げた教材を使いアットホームな雰囲気の中で学び合う、米
国を本拠地 (TMI) とするメンバー・クラブです。

連絡先：ktmc200012@gmail.com（山崎）

③ 一般社団法人 鎌倉日仏協会
　創立 27 年。協会の目的はフランスに関心を持つ者が集
い会員相互の親睦を図ると共に、鎌倉市民とフランス国民
との文化交流を促進することにより国際相互理解と友好を
深めることにあります。７つの分科会活動（ホームページ）
の他、主な協会活動　＊パリ祭　＊新年会　＊ AFJ（在日フ
ランス人協会）共催ハイキング　＊各地日仏協会との交流　
＊財）日仏会館への参加など。

連絡先　http://kamakura-nichifutu.org

④ 特定非営利活動法人 鎌倉ユネスコ協会
　ユネスコの目的は、教育・科学・文化の国際協力を通じ
て世界中の人が無知や偏見をなくし、国や民族を越えて共
に生きる平和な社会を作ることです。国際交流の分野での
テーマは、「識字教育支援（ユネスコ世界寺子屋運動）」、「世
界遺産保全支援」並びに「国際理解（外国料理体験、民族
衣装試着、留学生交流）」です。

連絡先：info@kamakura-unesco.or.jp （小川）

⑤ The Shonan Post
　湘南在住の外国人や日本人ボランティアが制作し、 無料で
提供している月刊ミニコミ英字新聞。湘南のイベント、文化、
教育、ボランティア活動、町の紹介、観光、レストラン情
報等を楽しいイラストと共に掲載。生涯学習センター、市
役所等様々な公的、私的な場所に配布している。

連絡先：〒 251-8799 藤沢郵便局私書箱 51 号 KNT 宛
shonanpost.contact@gmail.com http://www.shonanpost.com 

⑥ NPO 法人 地球の木
　貧困や人権など、世界の課題と私たちはどこかでつながっ
ています。課題を自分事として捉え、支援地で暮らす住民
と常に対話しながら、本当に必要な支援の形を模索してい
きます。誰でも負担なく続けることができる国際協力を目
指し、現在はラオス、ネパール、カンボジアを支援してい
ます。

連絡先：0467-46-1184（松本）

⑦ 長野ラオス友好協会湘南地区
湘南ラオス友好協会の事業継承、ラオス人民民主共和国と
の友好親善支援、神奈川県首長供与の救急車輛、消防車輛、
県陸運交通会社の大型旅客バスの供与、又山岳少数民族学
童生徒の就学利便性を高める為、放置自転車、学用品、スニー
カー、衣料品等を寄贈しております。

連絡先：0467-23-1263（久保）
northern@royal.ocn.ne.jp

⑧ ヒッポファミリークラブ
　色々な国のことばが話せて、世界中にお友達ができたら
どんなに楽しいだろう。ヒッポでは赤ちゃんからシニア世
代まで、様々な世代の人が集まって、そんな夢を実現して
います。色々な国のことばにもホームステイ交流にもみん
なでトライ。キーワードは『多言語、多世代、多様性』あ
なたの世界が広がります。

連絡先：090-1501-5550（安福やすふく )

⑨ NPO 法人 JIAOLIU 鎌倉
　
　古都鎌倉を多言語で観光案内
　地域社会の共生化を目指し
　外国人との架け橋に努めています。

連絡先： 0467-32-9217 
contact@jiaoliu.jp

⑩ 琉球舞踊 喜扇本流 鎌倉・四ツ竹の会
　琉球舞踊の団体喜扇本流に所属。これから多くの方々に
琉球舞踊の魅力・踊る楽しさを知っていただきたく、イベ
ント、ボランティア活動中。代表的な踊り『四つ竹』を鎌
倉から一緒に発信してくれるメンバー募集中。

連絡先：090-6945-4071（川口 / 星）
hoshimituko3@gmail.com

⑪ ワンワールド・ワンピープル協会鎌倉
　スリランカで幼稚園や井戸の建設と維持管理、図書館や
コミュニテーセンターの建設、奨学金 ･ 教育プログラム等
の支援活動を行っています。また、日本とスリランカの交
流の懸け橋として毎年ワークキャンプを含めスリランカス
タディーツアーも行っています。　

連絡先：0467-25-3892（石原草庵）
smileishihara@yahoo.co.jp

FACEBOOK ページ：http://www.facebook.com/owophonbu

⑫ 一般社団法人　湘南ロシア倶楽部
　
　近くて遠い国ロシアと鎌倉の結びつきを考えるのが私た
ちの原点です。一緒にロシアに旅しつつ、大陸から鎌倉を
考えませんか。

入会者募集中！

⑬ 日本スリランカ TOMONOKAI
　
　会員各自がスリランカとの独自の交流があり生活文化、
アーユルウェーダ、セイロン紅茶、観光、ビジネス、歴史
などに関心を持ち研鑽を積んできました。今回は観光紹介
と共に係わるクイズ、紅茶が美味しくなる淹れ方、教育支
援の説明などをメインに子供の絵の掲示をします。物産販
売も行いますのでお立ち寄りください。

⑭ NPO 法人 アルペなんみんセンター
難民の人々を歓迎できる社会に！ Refugees Welcome ！

　迫害から逃れてきた難民に「シェルター」「学ぶ機会」「交
流の場」を提供しています。地域社会と連携し、難民の人々
をあたたかく日本社会に迎え、来日した難民に対して、情
報提供、手続支援、定住支援を提供し、難民が自立して日
本社会で生活し、地域社会とつながり、寛容性と多様性に
あふれた多文化共生社会づくりを目指しています。
連絡先：info@arrupe-refugee.jp  https://arrupe-refugee.jp

⑮ 鎌倉カントリーラインダンス同好会
　ヨーロッパが起源のフォークダンスがアメリカのカント
リーミュージックと合体し、大流行して今に至ります。特
にシニア世代には懐かしい、癒しの音楽で踊りますから楽
しく参加できます。地域のボランティア活動も積極的に行っ
ています。明るく・楽しく・元気よく！

連絡先：080-6564-5312（高宮潤子）

⑯ アンサンブルダンケシェーン
　ドイツ、スイス、オーストリア、アルプス山岳地方の伝
統音楽をこよなく愛するメンバーの集まり。いつでもどこ
でも楽しく演奏できることに感謝しようと名前がつけられ
ました。スイスアコーディオン、アルプホルン、カウベル
などで会場を盛り上げています。

連絡先：045-833-6969 （鬼久保）
alphorn@jasmine.ocn.ne.jp      

⑰ 和楽会 ･ 湘南打々鼓
　和太鼓の団体和楽会に所属し、鎌倉を中心に地域社会と
の交流をモットーに、和太鼓を楽しみながら体力を養い、
会員相互の親睦を深め、地域のいろいろな祭りや催しをは
じめ、福祉施設でのボランティア演奏を積極的に行ってい
ます。興味のある方の参加をお待ちしています。

連絡先：和楽会「昇」
https://warakukai-s.com/

⑱ バリ舞踊・バスンダリ
　湘南地域を中心にｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾊﾞﾘ島の伝統舞踊を紹介 ･ 披
露しています。ﾊﾞｽﾝﾀﾞﾘとはｻﾝｽｸﾘｯﾄ語で大地の女神の意。
多くの方にバリ舞踊の楽しさを感じていただきたく、高齢
者施設、学校、公民館等で交流を行っています。
　新ﾒﾝﾊﾞｰ募集中。

連絡先：basundhari@hotmail.co.jp
http://www.basundhari.com/

会長　佐藤  美智子　理事長　小川  研一
E-mail　info@kamakura-unesco.or.jp

かまくら国際交流フェスティバル 2022  Kamakura International Festival 2022

一緒に活動してみませんか？
新入会員募集中！

かまくら国際交流フェスティバル 2022  Kamakura International Festival 2022

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

協力団体 / 協賛団体



プログラム program

10:00　オープニングセレモニー　Opening ceremony
　 　  　・主催者他あいさつ　Opening speeches
 　・参加団体紹介　Introduction of participating groups

10:00 〜 15:00　世界各国のバザー、国際交流・協力団体活動紹介、活動体験他
Bazaars around the world, introduction of international exchange 
cooperation group activities, activity experience, etc.

10:35 〜 14:20　パフォーマンス Performance　＊雨天時には中止になるイベントもあります。あらかじめご了承下さい。

10：35 〜 10：50　カントリーラインダンス（カントリーラインダンス同好会）Country dance performance
10：55 〜 11：10　アルプホルン演奏（アンサンブルダンケシェーン）Alpine horn concert
11：15 〜 11：25　バリ舞踊（バスンダリ）Bali dance performance
11：30 〜 11：42　古典芸能南京玉すだれ (JIAOLIU 鎌倉 )

Street performance in which the performer transforms a specially-made bamboo screen 
into various shapes while chanting an accompanying poem

11：50 〜 12：00　琉球舞踊（喜扇本流 門下生、鎌倉・四ツ竹の会）Ryukyuan dance performance
13：00 〜 13：15　カントリーラインダンス（カントリーラインダンス同好会）Country dance performance
13：20 〜 13：35　アルプホルン演奏（アンサンブルダンケシェーン）Alpine horn concert
13：40 〜 13：50　バリ舞踊（バスンダリ）Bali dance performance
13：55 〜 14：20　和太鼓演奏（湘南打々鼓）Wadaiko（Japanese drum）concert

主  催：かまくら国際交流フェスティバル 2022 実行委員会 ・ 鎌倉市

問合せ：実行委員会事務局（鎌倉市共生共創部文化課内）Tel 0467-61-3872

・ 拝観料（一般・中高生 300 円、小学生 150 円）がかかります。
・  Admission fee (general / junior high and high school students 300 

yen, elementary school students 150 yen) will be charged.
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＜江ノ島電鉄（江ノ電）を利用される場合＞
●鎌倉経由の場合 JR 横須賀線鎌倉駅で下車。江ノ島電鉄（藤沢方面行き）に乗り換え、
長谷駅で下車。徒歩約７分。

●藤沢駅経由の場合 JR 東海道線または小田急線藤沢駅で下車。江ノ島電鉄（鎌倉方面
行き）に乗り換え、長谷駅で下車。徒歩約７分。

＜鎌倉駅からバスを利用される場合＞鎌倉駅東口バス乗り場１番から江ノ島電鉄バス、
もしくはバス乗り場６番から京浜急行バスに乗り、「大仏前」停留所下車すぐ。

鎌倉大仏高徳院

By Enoshima Electric Railway (Enoden)
●From Kamakura: Get off at JR Yokosuka Line Kamakura Station. Change to the 
Enoshima Electric Railway (bound for Fujisawa) and get off at Hase Station, the third stop 
(approx. seven minutes from Kamakura). Kotoku-in is a Enoden Hase Station 7min walk.

●From Fujisawa: Get off at JR Tokaido Line or Odakyu Line Fujisawa Station. Change 
to the Enoshima Electric Railway (bound for Kamakura) and get off at Hase Station, the 
11th stop (approx. 40 minutes from Fujisawa). Kotoku-in is a Enoden Hase Station 7min 
walk.

By bus from Kamakura Station
From the East Exit of Kamakura Station, take the Enoshima-dentetsu Bus (bus stop #1) 
or the Keikyu Bus (bus stop #6) and get off at the Daibutsu-mae stop (approx. 10 minutes 
from Kamakura Station).

江ノ電・長谷駅




