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   平成 28 年 11 月 13 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 2016」を開催しました。 

   今年も晴天に恵まれて大勢の人が訪れました。参加団体は日頃の活動紹介や、世界各国の 

民芸品や国際色豊かな飲食販売を行い、ステージではたくさんの催し物を開催し、訪れた 

皆さんに異文化を味わっていただきました。 

 

 

 

 

 

 

                              

 さわやかな秋晴れの下 

 

 

 

 

 

 

 

各ブースたくさんの人で盛り上がりました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かまくら国際交流フェステバル 2016を開催しました！ 

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 鎌倉三曲協会 

和楽会・湘南打々鼓 

バスンダリ 

CIOFF JAPAN 

鎌倉・四ツ竹の会 

いけばな小原流若樹会 
NPO 法人 
地球観光プロデュースセンター 

 



AFJ 共催｢秋のハイキング｣を実施しました。 
 １１月２７日(日)AFJ 関係者５０名が参加して、秋のハ

イキングを楽しみました。北鎌倉円覚寺を出発、建長寺や

大平山､鎌倉宮､八幡宮などを経て鎌倉駅までのコースを

散策しました。紅葉初期の景観を存分に楽しむことがで

き、フランス人関係者との楽しい会話ができて、有意義な

一日を過ごすことができました。 

次回は春を予定しています。 

                      

  

 

日本と韓国の高校生が鎌倉で国際交流 
                     散策のお供は＜手作り巾着袋＞ 

日本の大道芸 

＜南京玉すだれ＞ 

を楽しみます！                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 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 定員 6 人 
 ■日 程 1 月 11 日(水)から 
      ①18 時から 19 時 30 分 
      ②19 時 30 分から 21 時 
 ■受講料 10 回 25,000 円 
4 月から 18時～入門クラス開講予定 
花川クラス 
 ■日 程 1月16日(月)から 
      ①９時 30 分から 11 時 
      ②11 時５分から（入門クラス） 
 ■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 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。 

～ 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29年1月12日(木)から(旗日は休み) 
      17 時から 18 時 30 分(時間変更) 
■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」 
   フランス語(中級程度)で授業を行います。   
■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。) 

 

鎌倉日仏協会事務局（http://kamakura-nichifutu.org） 
申込み・問合せ 篠塚 
Tel/FAX：0467-24-2439 
Email：shinozuka.kamakura@mac.com 

鎌倉日仏協会 

JIAOLIU鎌倉 

 

  JIAOLIU鎌倉 (担当 新井) 
 ℡：0467-32-9217 

  Email：contact@jiaoliu.jp   
  URL：http://www.jiaoliu.jp/ 

在日フランス人協会(AFJ)と「家庭内での宗教」についての交流会開催 

AFJ より、今年はカトリックのミゼリコルド(misericorde,慈しみの特別聖年)にあたり、東京のフランスのカトリ

ック教会関係者と、仏教徒であり、神道徒である日本人と特に家庭内での宗教がどのような位置を占めているかなど、

話し合いたいと提案があった。10 月 23 日(日)に鶴岡八幡宮の協力を得て、交流会が開催された。八幡宮教学研究所

所長の加藤健司氏により日本の神道及び仏教について講義があり、日本人の宗教観は極めて寛大な民族的な基礎を持

ち、その教えを尊ぶ信仰であることを平易に説明された。これに対しフランス側より複数の宗教のすみ分けや学校で

はどのように教えているのかどの様な仕来りや行事、宗派があるかなど多くの質問があり、熱心な討議が行われた。

今回行ったあるテーマについての討議による交流がより相互に理解を深める機会となり、有意義な交流会であった。 

http://kamakura-nichifutu.org/
mailto:contact@jiaoliu.jp


〈 事業報告 〉 

  
 鎌倉ユネスコ協会国際交流委員会では、毎年 2 回（①秋に高徳院大仏殿で行われる｢かまくら 
国際交流フェスティバル」への参加、②鎌倉生涯学習センター和室で委員会独自で行う企画）、 

「民族衣装の試着体験」を行っております。 
②は１０月２日(土)２時～４時まで行いました。男性は数ヶ国の民族衣装を、女性はインドの 

サリー、韓国のチマチョゴリを試着。 講師にお迎えした鎌倉に在住の山ノ井スーハン様ご所有の 
衣装(王・王妃、新郎・新婦、子供)と飾り物を展示。ご来場の韓国のご婦人方にも珍しい貴重な 
品々でした。その後、韓国の文化(衣食住等)についてお話を伺いました。その中で特に心に残っ 
た「韓国の結婚の風習」をご紹介いたします。 
結納：新郎側がするめの面を付けて新婦の家に函(ハム)と言う箱に入った品を届ける。 
結婚式：式場に入れるのは新郎側のみ。花嫁の母は娘に花嫁衣裳を着付けると式場の外で娘を 

嫁がせる安堵と寂しさに涙する。式場では新郎新婦が広げる白い布に、多産の印の栗とナツメを 
両親が投げる。新婚旅行から帰ると新婦は完全に新郎の家の人となる。 
また一歩、韓国への親しみが深まったひとときでした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業報告＞ 

KTMC は、英語を通じて国際交流を目指すために 11 月 13 日に開催された「かまくら国際交流フェス 

ティバル」に参加いたしました。会員の英語力を向上するためにフェスティバルの会場の高徳院（長谷鎌

倉大仏）を訪れる外国からの観光客に無料で英語のガイドを提供しました。 

KTMC の会員と数名の支援者により実施し、観光客の方々には今回のために作成したチラシ、パンフ 

レットを配布、実施チームにはスクリプトを作成しガイドに活用しました。 

当日は快晴で、多くの観光客が訪れており、8 カ国（米国・インド・スペイン等）合計 5 回のツアー 

30 名の方々に英語のガイドを実施しました。観光客からは感謝の言葉が寄せられたばかりでなく、参加し

た KTMC 会員からも「初めての経験でしたが、非常に楽しく有意義であった」「また、機会があれば参加

したい」等の声が上がっています。 

 

 

 

 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。見学は無料です。 

( 会費：1,500 円／月 入会金：3,000 円 入会資格：18 歳以上) 

鎌倉ユネスコ協会 

鎌倉トーストマスターズクラブ 

【問合せ】URL：http://seesaawiki.jp/w/prktmc  Email：ktmc200012@gmail.com（担当者：山崎）      

http://seesaawiki.jp/w/prktmc
mailto:ktmc200012@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 NPO法人地球の木 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 未来の瞳 ふれあい日本語の会 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  

 

イタリア語教室 

初級クラス新規募集!! 

 

講師：Miho 先生、Lucia 先生 

受講料：2５,000 円…当会会員 

    ３０,000 円…会員以外 

期間：2016 年 12 月 19 日～ 

2017年3月6日まで(全1０回) 

日時：月曜日 19 時～20 時 30 分 
 

中級クラス いつからでも参加 O.K.です 

講師：Lucia 先生 

受講料：11,000 円／月 

日時：金曜日 10 時～11 時 30 分 

 

両クラス場所：鎌倉婦人子供会館 15 号室 

お申し込み：かまくらアッカデミア・ 

          イタリアーナ事務局 

かまくらアッカデミア・イタリアーナ 

第７回イタリア文化サロン 

「江ノ島散歩」お知らせ 

 11 月 19 日に江ノ島散歩を企画しましたが、当日大

雨との気象予報で急きょ延期としました。 

 再度計画が決まりました！2017 年 1 月 21 日(土)

に、開催することになりました。イタリア語の案内書に

沿って江ノ島案内の予行演習をしながら、島内を散策し

ます。 奮ってご参加ください。 

日時： 2017 年 1 月 21 日（土曜日）10：00～15：30    

（小雨決行） 

行程： 江ノ電江ノ島駅集合→徒歩にて江ノ島→      

エスカーにて江ノ島神社参拝→植物園サムエル 

コッキング苑→エレベーターにて展望塔 →昼食

（「イルキャンティ・カフェ 江の島」）→解散 

費用： 3000 円程度（エスカー、サムエルコッキング苑、  

展望灯台セット券 750円＋奉安殿弁天様拝観料 150

円＋昼食代） 

イタリアーナ事務局 
Fax：０４６７－３１－２８１７ 

Ｅメール：italianamiki@gmail.com 
ホームページ：aikamakura.com 

第 6 回イタリア文化サロン 

mailto:italianamiki@gmail.com

