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穏やかな晩秋の日曜日。晴天で風もなく絶好のハイキング日和でした。当初は建長寺の奥の半僧坊か

ら天園ハイキングコースに入る予定でしたが、10 月の台風による被害で、鎌倉の主なハイキングコ

ースは倒木による山道閉鎖で、やむなく今回は神社から神社を巡る巡礼のコースになってしまいまし

た。鎌倉八幡宮は７・５・３の着飾った子供を連れた若いファミリーがたくさん参拝に見えておりま

した。ここからは大塔の宮に向かう裏道の静かな住宅街を抜け、岐れ道の交差点近くのフランスパン

店で小休止の後、報国寺・竹寺を見学し、更に華頂の宮邸を見ながら進み土手を登って、やっとお昼

ご飯を予定していた、広町の「ふれあい子供広場」に到着。柔らかな午後の日差しの下、芝生でお弁

当タイム。ワイン・日本酒を持参してきた仲間からの差し入れもあって、気持ちの良いひと時を過ご

しました。ここから二手に分かれて、一つのグループは直接階段を下り大町へ向かう班、もう一つは、

衣張山の南面に登り、頂上より大町へ下山する班と分かれました。衣張山の山頂からは鎌倉の海が光

って、その彼方に薄っすらと大島の姿を捉えました。下山して、妙本寺山門前で先のグループと合流

し、鎌倉駅に戻ったのが午後３時半。ほぼ予定通りのハイキングでした。このハイキングも今年で

13 年目になります。 

 

俳句をフランス語で楽しむ会（仮称） 

日時：偶数月水曜日 次回 4 月 15 日（水）13：00～14：30 

会場：鎌倉婦人子供会館 6 室    担当：浅沼澄暎、諏訪静子 

サロン 

日時：4 月 17 日（金）15：00～17：00    会場：鎌倉婦人子供会館 14 室 

テーマ：“カナダの多文化主義と 2 言語主義、ケベックの静かな革命” 

講師：田中和子（Kazuko Dorangeville）     会費：1,000 円（会員） 

 

 

 

鎌倉日仏協会 

申込み・問合せ  

鎌倉日仏協会事務局 山崎方 Tel/Fax 0467-44-5876  

日時：2019 年(令和元年)12 月 1 日（日） 

参加者：38 名（内５名は鎌倉日仏協会会員） 

コース：北鎌倉駅～建長寺～鎌倉八幡宮～岐れ

道～平成巡礼道～報国寺～子供ふれあい広場

～衣張山～大町～妙本寺～本覚寺～鎌倉駅 



鎌倉市国際交流・協力団体連絡会に新たに加盟された、湘南ロシア倶楽部をご紹介します。 

 

 

 

ウラジオストク視察の旅 

湘南ロシア倶楽部では、10 名のメンバーにて 2019 年 

６月、３泊 4 日の日程でウラジオストクを訪問、極東連 

邦大学や、日本センターでの講義受講、極東最大のカジ 

ノを併設するＩＲ施設“Tigre de Cristal”訪問と共に、 

現地企業 「Sumotori」を視察、ロシア極東の企業経営 

について、本音を聞くことができました。 また、夜は 

Pacific Russian Cuisine と称されて、世界的に評価が 

高まっている沿海地方の海産物を使用したシーフード料理に舌鼓をうち、充実した旅を楽しみました。 

モスクワＤＵＯ（国立モスクワ音楽院出身の 2 名の女性演奏家）によるミニコンサート 

2019 年 9 月鎌倉婦人子供会館において、年次総会の第 2 部として、モスクワ音楽院を卒業された

ピアノの早川枝里子さんとバイオリンの小野唯さんによる、ロシア人作曲家の手になる小曲が 5 曲演

奏され、総会参加者のみなさんは大いにロシア直送の音を楽しまれました。 

【事業案内】 

2020 年 4 月 2020 年度湘南ロシア倶楽部ウラジオストク視察の旅 

       （募集定員に達しましたので、締め切りました。本年度中にもう 1 組視察旅行団を組

成する予定です。） 

2020 年 6 月 第 1 回ロシア映画とミニコンサート 

映画とライブコンサートによる、音と映像によるロシア体験。４月にウラジオスト        

クで体験したデルスウザーラの世界を再現します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 湘南ロシア倶楽部 

【団体紹介】 

ロシアは地理的に日本に最も近い国である。なのに、心理的には遠い国と思っている人が多い。

シベリア抑留、北方領土問題が棘（とげ）のように刺さっていることは事実だろう。だが、そ

の前に、われわれは隣国ロシア、ロシア人のことをしらなさすぎはしまいか？明治以来ロシア

文学、いや芸術全般が日本に与えた影響はかぎりなく大きい。またシベリア、極東地方には多

くの日本人が移住していた。人的交流が今よりはるかに大きかったのだ。また、鎌倉をはじめ

湘南地域には、かつて多くの白系ロシア人が住み、パブロワ館のようなバレー学校まで開かれ、

多くのバレリーナを生んだ。これは海に面した湘南が、外来の文化に対して開かれ、文化の多

様性の中にこそ自由を感じる精神風土を持っているからだろう。一方、戦後の「鎌倉アカデミ

ア」に象徴されるように、国家の方針とは関係なく、住民が独自に文化を創造するという気概

にあふれていたことも忘れてはならない。日露関係が閉塞的な今、この湘南の文化想像力こそ

が日本とロシアの相互理解を深め、両国の文化の相乗作用を生むものと確信し、ここに湘南ロ

シア倶楽部を開くことにした。これは縦型の組織ではなく、ロシアに関心のある人たちが、い

わば「遊び」感覚で集まり、お互いにアイデアを出し合い、幅広い、血の通った文化交流をは

かるのが目的である。 

（渡辺雅司 一般社団法人湘南ロシア倶楽部代表理事、東京外国語大学名誉教授、 

    鎌倉ロシア塾主宰者） 



 

 

鎌倉トーストマスターズクラブ(以降 KTMC と言う)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140カ国以上で35万人以上のトーストマスターズ会員が、16,400のクラブで学んでおり、

日本でも 190 以上のクラブがあります。 

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、英語でスピーチをすることを通して会員相互が助言しあいながら、コミュニケーショ

ン技術を、また会の運営上の役割を通してリーダーシップ能力を、それぞれ身につけることを目的と

しています。 

ＴＭＩでは、2018 年５月から、パスウェイズ(Pathways)と呼ばれる新しい教育プログラムが開

始されました。個々の会員は、このパスウェイズ(Pathways)に基づいて学習を実施することにより、

５つのコンピテンシー(Competency)に貢献する幅広い分野(11 パス(Path))に対して、多岐にわた

るプロジェクト(59 プロジェクト)を教材として用意して、個人や職業上の目標に合わせてカリキュ

ラムを設定でき、又、スピーチを準備するための手順(Navigator)や、スピーチを評価するための評

価基準や評価票などの資料(Resource)を提供し、それらの進捗や運営をオンラインで操作できる仕

組みを提供し、教材をオンラインでアクセスできるようになっており、タイムリーに資料を入手して、

自分自身のペースでスピーチの作成や例会を進めることができ、教材として、スピーチの手本として

参考になるようなビデオとそのスクリプトが提供される等、このように体系化された教育プログラム

に沿った学習を積むことにより、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。 

トーストマスターズクラブでは、これからの行事として、年 1 回、春に、全世界のクラブが共通の

課題で、国際スピーチ(International speech)コンテストを実施し、各クラブの代表が、全国ベース

で優秀さを競い合って、日頃の学習の成果を確認し合います。その結果、全国レベルの優勝者は、世

界レベルのコンテストに参加し、他の国の代表者とスピーチを競い合います。 

英語でのスピーチを通してコミュニケーション技術を習得することに興味のある18歳以上の方は、

2 回以上のゲスト参加の後、ご入会頂けます。お気軽に見学にお越し下さい(無料)。詳細は、下記 Email

アドレスへお問合せください。 

https://2933.toastmastersclubs.org/   Email : ktmc200012@gmail.com（担当者：小松原） 

https://www.facebook.com/kamakuratoastmasters/   

 

 

 

出かけてみませんか？ 

５/10（日）東京 2020 オリンピック・パラリンピック記念 

「沖縄芸能フェスティバル」 

場所：東京建物ブリリアホール（豊島区立芸術文化劇場） 

昼の部 13：00～16：10（参加） 

夜の部 18：00～21：05    全席指定 3,000 円～ 

５/16（土）日本橋・日八会さくら祭り (5 月 15 日～17 日開催予定) 

午前 11：30～11：45（予定）  場所：日本橋プラザ広場にて 

【問合せ】喜扇本流 鎌倉・四ツ竹の会 hoshimituko3@gmail.com 

喜扇本流 鎌倉・四ツ竹の会 

鎌倉トーストマスターズクラブ 

https://www.facebook.com/kamakuratoastmasters/
mailto:hoshimituko3@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込みはホームページへ aikamakura.com 

かまくらアッカデミア・イタリアーナ事務局 italianamiki@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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  

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 CIOFF JAPAN 

スローイング都御流振興協会 鎌倉カントリーラインダンス同好会 ワンワールド・ワンピープル協会鎌倉クラブ 地球市民交流会・鎌倉 

一般社団法人湘南ロシア倶楽部 

 
［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 

 

 

かまくらアッカデミア・イタリアーナ 

イタリア語クラス 

初級 月曜日 19：00～20：30 

受講料：25,000 円/10 回（会員） 

講師：Miho 先生、Lucia 先生 

中級 金曜日 10：00～11：30 

受講料：11,000 円/一か月 

講師：Lucia 先生 

両クラス共 鎌倉婦人子供会館 15 号室 

受講生募集中！ ５名以上で開講 

イタリア語新講座のご案内 

※開講予定のクラス 初心者入門クラス 

開講期間：ワンクール制 

2020 年 4 月～ 10 回 

曜日、期間未定 決まり次第ホームページに掲載 

講師：Lucia 先生、Miho 先生 

講座内容：初めてイタリア語を学ぶ方向き 

イタリアに旅行なさる方、カンツォーネが大好き

な方、イタリア料理に興味のある方などなど。 

さあ、Ciao!から始めましょう。 

場所：鎌倉婦人子供会館 

受講料：全 10 回 25,000 円（会員） 

30,000 円（非会員） 

 


