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 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。現在日本を含む 126 カ国以上で 31 万

人以上の会員が学んでおり、日本でも 160 以上のクラブがあります。会員は米国の本部においてコミュニケ

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用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マニュアルに沿った訓練を積むことにより、様々なスピーチの仕方を英語で習得し、また会員同士が相互研

鑽を重ねて相互理解を深める中で、コミュニケーション技術および英語の実力向上が一体となってもたらされ

ます。会員の方には米国本部から毎月スピーチに関する雑誌が送られてくるほか、全国レベルでの各種コンテ

ストにクラブ代表として出場する権利も得られます。さらに世界各地のクラブを訪問し、参加、交流すること

もできます。 

         ★ 会費：9,000 円/6 ヶ月 入会金：3,000 円 ★ 

入会資格：18 歳以上の方（２回以上例会を見学の上、ご加入いただきます。） 

お気軽に見学にお越しください（無料）。  【連絡先】URL：http://seesaawiki.jp/w/prktmc   

                            Email：ktmc200012@gmail.com（担当者：山崎） 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                               1 月開催 KTMC Art Festival のコンサート 

鎌倉トーストマスターズクラブ 

 

★ 例会 ★ （第 1 および第３土曜日 14：00～ 鎌倉芸術館、アースプラザ等） 

主として次の３つのセッションで構成されています。 

１．Table Topics Session : 与えられたテーマについて指名された人が即席でスピーチをします。  

 即興スピーチの構成力を身につけるのが狙いです。  

２．Prepared Speech Session : 予め指名された人が、米国の本部から送られてくるマニュアルに

沿って準備したスピーチをします。 

３．Evaluation Session : Prepared Speech に対して、予め指名された Evaluator が、マニュア

ルの達成目標に基づき建設的なフィードバックを行います。 

会員同士の友好を図るために、年間を通して、様々な行事

を実施しています。春には、鎌倉の山を歩く「桜 Walk」、夏

には、会員の 1 人 1 人が持っている多彩な楽器演奏（ピア

ノ、フルート、ウクレレ、ハーモニカ、マンドリン等）、歌

曲ソロ、詩の朗読、Ballroom Dance 等のパフォーマンス

を披露する KTMC Art Festival の開催、秋には、鎌倉市の

国際交流フェスティバルに参加して海外旅行者のための「英

語によるガイド」の実施、又、Autumn Campの実施など、

頻繁に楽しい行事に参加することができます。 

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


                                                               

 

 

湘南日独協会は以下のような楽しい企画を準備して皆様のご参加をお待ちしております。 

 

＜ドイツ語講座＞（平成３０年４月～平成３０年９月） 

入門コース  土曜日 10：00～11：30 講師：中川 純子、Arndt-Olaf Friess 

全く初めてドイツ語を学ぶ人のための基礎文法中心のクラス 

初級コース  土曜日 13：25～14：55 講師：中川 純子、Arndt-Olaf Friess 

発音や文法の基礎を確認しながら、会話力向上のためのクラス 

中級コース  土曜日 11：40～13：10 講師：中川 純子、Arndt-Olaf Friess 

 初級ドイツ語習得者を対象に会話力のレベルアップ 

原書購読コース  土曜日 10：00～11：30 講師：松野 義明 

 常に基礎文法に立ち戻りつつ、読解力の向上に努力し、文章の意味を深く理解し、 

原書を「文学」として味わえることを目指す。 

会場：藤沢商工会館（ミナパーク）（JR／小田急 藤沢駅北口より徒歩３分、サンバール広場北） 

受講料：各コース共通 ４６，０００円 （全２０回） 

【お申し込み・お問い合わせ】 

鬼久保 洋治 Tel/携帯：０９０－４０９０－６５６０／０４５－８３３－６９６９ 

        E-mail : alphorn@jasmine.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

湘南日独協会 

＜ドイツ人会員とのお喋り会 

（Schwatzerei am Stammtish）＞ 

毎回テーマを決めて、それについて自由にお喋りを

楽しみます。もちろん日本語でも OK。 

日時：４／１０（火）、５／８（火）、６／８（金）

いずれも 15：00～1７：０0 

藤沢商工会館（ミナパーク）会費１，０００円 

【お申し込み・お問い合わせ】 

 木原 健次郎 Tel：０４６６－２８－９１５０ 

E-mail : jdgs@jcom.home.ne.jp  

 

＜湘南日独協会混声合唱団「アムゼル」＞ 

合唱団「アムゼル」では、団員を募集しています。

梶井智子先生ご指導により、ドイツとその周辺国

の歌曲や合唱曲をドイツ語で歌うユニークな合唱

団です。 

練習日・場所：第１,３,５水曜日 

13：30～15：30 藤沢カトリック教会 

【お申し込み・お問い合わせ】 

 水谷 妙子 Tel：０４５－８９５－６８４５ 

＜歌で楽しむドイツ語（Singen wir zusammen）＞ 

 親しみやすいドイツの歌を、歌詞解説を聞いて、ともに歌うことでより楽しく味わいます。 

日時：４／２２（日）、５／２０（日）、６／１５（金）いずれも１５：００～１６：３０ 

藤沢商工会館（ミナパーク） 会費１，０００円 

【お申し込み・お問い合わせ】 

木原 健次郎 Tel:０４６６－２８－９１５０ E-mail : jdgs@jcom.home.ne.jp 

 



 

 

 

 

平成３０年鎌倉日仏協会新年会を開催しました。 

鎌倉日仏協会は去る２月３日（土）、銀座アスター鎌倉賓館にて、平成３０年新年会を開催しました。午後

開始、寒さ厳しい中３７名の会員の皆様が参加しました。行事のメインテーマに講演会を開催、講師には元駐

モロッコ大使である鎌倉在住の広瀬晴子氏をお招きしました。広瀬氏はパリ・ユネスコ本部勤務、ウィーン・

ユニドゥ本部勤務、駐モロッコ特命全権大使を務められるなど、幅広く海外生活をご経験された方でした。演

題のタイトルは「フランスやモロッコでの生活」でしたが、広瀬氏の長い滞在経験を活かした中から、「フラ

ンス人の第一印象」、「長く住んでみると」、「フランス人気質とは」、「フランス領だったアフリカの国々」につ

いての各サブタイトルにつき分かり易く、ときにはユーモアを交えての大変有意義な講演を頂きました。これ

らのお話から私たち日本人の友人との交わり方、休暇の取り方、人生の楽しみ方などの人生設計にも大いに参

考となる興味深いお話が多数ありました。 

 講演会後の新年会では会員によるコーラスや会員間の親睦を深めるなど、新年に相応しい行事を過ごすこと

が出来ました。市民の皆様方もフランスにご興味ある方の鎌倉日仏協会へのご参加を希望しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          講師の広瀬晴子氏                  広瀬氏を囲んで 

 

【フランス語教室のお知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉日仏協会 

～ 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 30 年 3月 29 日（木）から  

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。) 

～ 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 30年 3月 26 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 2７,000 円 
イザベル・デスパールクラス（日常会話） 
 ■日 程 平成 30年 4 月 7 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 2４,３00 円 

※場所はいずれも鎌倉婦人子供会館。 
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 

http://kamakura-nichifutu.org/


 

 

 

海外からの留学生と語ろう 

～いろいろな国に触れてみよう～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 鎌倉市文化人権課内 

Tel:０４６７（６１）３８７０ 直通  Fax:０４６７（２３）８７００ 

●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 

 

 

中学生＆高校生のための国際理解講座 

 

３月１０日（土）市役所本庁舎４０２会議室で、中学生と高校生のための国際理解講座を開催しま

した。今回の講座は鎌倉市国際交流・協力団体「ヒッポファミリークラブ大船鎌倉」の協力により、

海外（ウズベキスタン、メキシコ）からの留学生を迎え、留学経験のある日本の学生２名がアテンド

をしてくださいました。まずは全員で自己紹介、その後、留学生のそれぞれの国の文化や生活習慣に

ついて話していただきました。参加者の皆さんは留学生から簡単な挨拶を学ぶなど、異文化の世界に

触れ、国際交流や多文化共生について考える機会となったのではないでしょうか。今後も中高生を対

象とした国際理解講座を開催する予定です。皆様の参加をお待ちしております。 


