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AFJ（在日フランス人協会）との「鎌倉散策の会」を開催しました。 

 鎌倉日仏協会は 2017 年 11 月 26 日（日）に AFJ（在日フランス人協会）と共催して、晩秋の鎌倉散策

を行った。今や、フランスとの散策を通しての文化交流は両団体にとって恒例行事となり、年 2 回（春秋）鎌

倉散策が実施される。昨年 11 月後半は寒暖の差が激しい日々が続いたが、当日 11 月 26 日は朝からよく晴

れて、日中の気温が 19 度にも上がり、まさに小春日和といった絶好のハイキング日和となった。 

 当日朝 10 時に鎌倉駅西口に集合、AFJ 協会からは会長のベルナールスロックさんはじめ 41 名の参加と日

仏協会関係者と併せ総勢 50 名の参加がありました。鎌倉駅から江ノ電に乗り極楽寺駅で下車、最初に向かっ

たのは真言律宗の名刹、極楽寺でした。忍性の業績を聴きながら静かな佇まいの古寺を楽しんだ後、皆で記念

撮影をしました。極楽寺を後にして月影地蔵へ行き、そこから山に登り、鎌倉山から夫婦池公園に向いました。

途中木々の間から相模湾を眺めると遠くには真白に雪化粧した富士山が見え、また、鎌倉山を歩いていた時、

偶然にも「鎌倉もののふ会」の一行、鎌倉時代に鎌倉武士たちが着ていた装束である甲冑（鎧兜）や女性の着

物など伝統衣装を着た人達数人に出会いました。これにはフランスの人達は思わぬハプニングに大喜びで、一

緒に写真を撮るのに大忙しでした。夫婦池公園に到着し、柔らかい日差しを浴びながらめいめい昼食となり、

ピクニック気分で持参した弁当を和気あいあい談笑しながら頂いた。食後は最後のゴール地、広町緑地帯へと

向かった。 

 約１２ｋｍの散策を終え西鎌倉に戻り秋の鎌倉散策を無事終えた。歩きながら様々な会話が弾み、フランス

の人達との交流を深めた一日となった。次回は来年春に行われる予定、フランスとの交流に関心のある方の参

加をお待ちします。奮ってご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

極楽寺での記念撮影        「かまくらもののふ会」とのうれしい出会い                       

※次項に続く 

鎌倉日仏協会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月１回土曜ｏｒ水曜１３：００～１６：００ 

各５コースを日本語と英語で解説 
 

 

 

 

 

 

☆ 四季折々の鎌倉の有名観光コースをめぐりながら外国人とコミュニケーション。 

☆ もちろんプロのガイドと一緒だから初心者でも大丈夫！！ 

☆ 日本の良さ、鎌倉の良さを英語・日本語で伝えていくプログラムです。 

 

 

 

 

～ 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 11 月から  

 冬休みあり 
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 2１,６００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 

～ 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！ 
花川クラス 
 ■日 程 平成 29 年 12月 11 日(月)から 
      冬休みあり  
      ①９時 30 分から 11 時 
      ②11 時５分から（入門クラス） 
 ■受講料 10 回 2７,000 円 
イザベル・デスパールクラス（日常会話） 
 ■日 程 平成 29 年 11 月から  

冬休みあり 
      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 2４,３00 円 

※場所はいずれも鎌倉婦人子供会館。 

JIAOLＩU鎌倉 

 

問合せ先 ＮＰＯ法人 ＪＩＡＯＬＩＵ鎌倉 代表：新井 

℡：0467-32-9217    Email：contact@jiaoliu.jp 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 29 日 KAI 料理教室 美味しかった！！ 

 

 

かまくらアッカデミア・イタリアーナ 

かまくらアッカデミア・イタリアーナ事務局 
Fax：０４６７－３１－２８１７ 
ホームページ：aikamakura.com 

 2017 年 11 月 12 日 祝 20 周年！ 

かまくらアッカデミア・イタリアーナの

設立 20 周年を祝って OB、OG も集まっ

てお祝いの食事会を開いた。今年の忘年会

も兼ねていつもお世話になっているイタ

リアンレストラン・Il Silene さんで美味し

く楽しい会を開催。イタリアがこの上なく

好きな皆さんはそれぞれにいろんな思い

出話に花を咲かせながらこの集いは冬の

最中、皆さんの熱気でいっぱいだった。み

んな楽しいから来年、再来年もまた OB、

OG 共々集まろうということになった。 

かまくら世界映画週間<イタリア編> 

2017 年 10 月 28 日 

ささめやゆきさん（絵本作家、随筆家、版画家）の

トークショーは川喜多映画記念館の増谷さんとの対

談形式で行われた。ささめやさんがどの様にイタリア

と関わりを持ちフェリーニの映画に興味を持ったか。

イタリアのリミニという町に行った時、そこにはフェ

リーニの映画のセットさながらの町があり、一般の

人々はその中で普通に生活をしているお話。なぜフェ

リーニを好きかと問われると「彼の映画では全てのも

のが受け入れられ、それらは同等である。」と答えた

ささめやさん。私たちのアッカデミア・イタリアーナ

の仲間でもある彼の生き方そのものである様な気が

した。また、このささめやさんのトークイベントに際

して様々な角度から協力をしていただいた鎌倉市川

喜多映画記念館の増谷さん、多方面からのささめやさ

んに対する取材、本当にありがとうございました。 

 

イタリア語クラス ★月曜日クラス（初級）新規募集！ 

月曜日（夜）19：00～20：30 

講師：Lucia 先生、Miho 先生 

授業料：25,000 円（10 回） 当会会員 

    30,000 円 会員以外 

（※イタリアーナ年会費 2,000 円） 

期間：2017 年 8 月 21 日より毎月曜日全 10 回 

場所：鎌倉婦人子ども会館 15 号室 

内容：Espresso2（教本）を使用 

●このクラスは入門から始めて現在 4 年目のクラスが開

講中です。途中からでももちろん参加 OK です。 

★金曜日クラス（中級） 

毎週金曜日 10：00～11：30 

講師：Lucia 先生  受講料：11,000 円/1 ヶ月 

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 

●基本 Lucia 先生がピックアップされた課題に沿っての

授業ですが、生徒さんから提供された話題等かなり広

範囲に展開していくこともあります。 

いつからでも見学、参加何れも OK です。 

 



 

イスラエルから見た日本と杉原千畝～日本人とユダヤ人の不思議な関係～ 

 11 月 18 日（土）イスラエルにおける日本研究の第一人者であるヘブライ大学のベン＝アミー・シロニー

名誉教授をお迎えし、ユダヤ人がどのような人たちなのか、日本人とユダヤ人との共通点や相違点、イスラエ

ルから見た日本や杉原千畝さんについて語っていただきました。シロニー氏の講演はイスラエルやユダヤ人を

理解し、国際交流を深める貴重な機会となりました。 

 

                      

 

 

 

 

 

 

フランス式いつでもどこでも自分らしく～ドラ・トーザンさん講演会～ 

 

11 月 25 日（土）の講演会 
                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 NPO法人ラオス友好協会 

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 

平成 29年度鎌倉国際交流講座を開催しました。 

ベン＝アミー・シロニー氏プロフィール 

１９３７年ポーランド生まれ。４８年イスラエル移住。 

ヘブライ大学卒業後に国際基督教大学、プリンストン大学留学。ヘブライ大学

東洋学科教授、同大トルーマン平和研究所所長など歴任。イスラエル日本学会

名誉会長。勲二等瑞宝章受勲。 

●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 

 

 

ドラ･トーザンさんは国際ジャーナリスト・エッセイス

ト。フランス・パリ生まれの生粋のパリジェンヌ。ソル

ボンヌ大学、パリ政治学院卒業。現在、日本とフランス

の架け橋として、新聞、雑誌への執筆やテレビ・ラジオ

のコメンテーターなど多方面で活躍中。講演会では自分

らしく生きるために自分の時間をどう使うか、フランス

人の考え方や文化の違いについて話をしてくださいまし

た。参加者からは「今後の生き方の参考になった」「日本

といかに違うか、羨ましい点が多く考えさせられた」な

どの感想をいただきました。 


