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（川崎市からのお知らせ）

「入国管理局新庁舎での業務のお知らせ」ついて
東京入国管理局横浜支局及び外国人在留総合インフォメーションセンター横浜は、新庁舎に移転し業務を開始しておりま
す。 旧庁舎は閉鎖しておりますのでご注意下さい。
【移転後の住所】

〒236-002 横浜市金沢区鳥浜町 10-7

【交通】 JR 京浜東北･根岸線「新杉田」駅のバス乗り場から、横浜交通開発「鳥浜 61 系統」に乗車、「入国管理局前（新設）」
バス停で下車（乗車時間約 15 分）
【問い合わせ】
東京入国管理局横浜支局総務課

TEL：０４５－７６９－１７２０

外国人在留総合インフォメーションセンター

TEL：０４５－７６９－０２３０

「川崎市制記念 多摩川花火大会」について
８月２２日（土）午後６時３０分から「川崎市制記念 多摩川花火大会」が高津区諏訪・多摩川河川敷にて行なわれます。
会場へは、東急田園都市線二子新地駅より徒歩約８分、東急田園都市線高津駅より徒歩約１５分、JR 南武線溝の口より徒歩２
０分です。 駐車スペースはありませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願いします。
問い合わせは川崎市経済労働局振興部商業観光課 電話：044-200-2329 FAX：044-200-3920
（協会秋の語学講座）
講

座 名

期間･曜日･時間
10 月 13 日～3 月 2 日

ハングル入門

毎週火曜日(全 18 回)
午前 10:00～11：30

イタリア語入門

10 月 13 日~1 月１９日
毎週火曜日(全 1２回)
午後 7:00～8：30

初級英会話 A

10 月 16 日～2 月 26 日

<英検４～３級

毎週金曜日(全 18 回)

TOEIC 250~370>

午前 10:00～11：30

初級英会話Ｂ

10 月 17 日～3 月 6 日

<英検４～３級

毎週土曜日(全 18 回)

TOEIC 250~370>

午前 10:30～12：00

講

師

クォン･ソンイル
ゼン・ミヒ

定

員

25 名

25 名

共立女子大学講師
スティーブ・リア
玉川大学準教授

23,000 円

内

容

日本語を話せる韓国人講師
が２名交代で、授業を進めま

ﾃｷｽﾄ代別 2,500 円
す。

フランチェスコ・
ディオダート

受講料(税込み)

19,000 円

ナポリ東洋大学では比較言
語を学んだイタリア人講師

教材費込み
がわかりやすく説明します。

25 名

27,000 円
ﾃｷｽﾄ代別 2,200 円

ネイティブ講師による英会
話の基礎がしっかり見につ
くレッスン。

スティーブ・リア
玉川大学準教授

25 名

27,000 円
ﾃｷｽﾄ代別 2,200 円

わかりやすく実践的な初級
英語クラスです。

中級英会話 A

10 月 14 日～2 月 24 日

<英検準２～２級

毎週水曜日(全 18 回)

TOEIC 380~430>

午後 7:00～8：30

中級英会話Ｂ

10 月 17 日～3 月 6 日

トレバー・モレイ

<英検準２～２級

毎週土曜日(全 18 回)

フェリス女学院大学

TOEIC 380~430>

午後후 2：15～3：45

講師

午前 10:30～12:00
10 月 16 日～1 月 29 日

<英検 2 級

毎週金曜日(全 14 回)

TOEIC600 前後 >

ﾃｷｽﾄ代別 2,000 円

一橋大学講師

毎週日曜日(全 18 回)

リスニング英語

25 名

ハインズ

10 月 18 日～3 月 7 日
中国語入門

27,000 円

マーティン･

蒋

純青

孫

樹雯

25 名

ﾃｷｽﾄ代別 2,000 円

23,000 円
25 名

ジョン・プラスキー
東京女子大学講師

午後 7:00～8：30

27,000 円

ﾃｷｽﾄ代別 2,310 円

21,000 円
25 名

ﾃｷｽﾄ代別(金額未
定)

コミュニケーション力 UP を
目指しましょう。
発音やリスニング力の指導
もあります。
会話好きなイギリス人講師
が英語で楽しく講座を行い
ます。たくさん話して会話
力をつけましょう。
日本語も OK なネイティブ講
師の授業１８回の講座を通
し、入門レベルの中国語を
しっかりマスターしよう！
しっかり時間をかけてリス
ニングを強化。リスニング
力がアップすると英語はさ
らに楽しくなります。

（月間のトピック）

世界の音楽をライブで！ 企画第一弾

ＪＡＺＺ

坂田 明によるジャズコンサート ＩＮ 国際交流センター
日本を代表するジャズサックス奏者の生演奏で最高のジャズをご堪能ください。
日時：10 月 17 日（土） 午後 2 時～4 時
主演予定：坂田明（サックス）

入場料：２，０００円

黒田京子（ピアノ） 水谷浩章（ベース）

場所：国際交流センター･ホール

中国語による国際理解講座
中国語による講義と質疑応答（通訳なし）
日時： １０月４日、１８日、１１月８日

時間：午後２時～４時

対象： １６歳以上

定員：４０名

中級レベル以上の中国語学習者

参加費：１，５００円（事前資料含む）
場所： 国際交流センター 団体活動ルーム

日本語講座
午前コース

２学期

応募：往復はがき９月１５日必着

９月から始めます。

１０：００～１２：００ （毎週火曜日、金曜日）

期間： ９月１５日（火）～１２月８日（火）

★ １歳以上託児があります。（無料）
夜間コース

１８：３０～２０：３０ （毎週水曜日）

相談業務日程 (１０：００～１２：００

１３：００～１６：００）

期間： ９月２日～１２月１６日

電話 ０４４－４３５－７０００

英語

月曜日～土曜日

中国語

火曜日、水曜日、金曜日

ポルトガル語

火曜日、金曜日

スペイン語

火曜日、水曜日

韓国・朝鮮語

火曜日、木曜日

タガログ語

火曜日、水曜日

＊日本語での相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。
＊行政書士無料相談会
日時：８月１6 日（日）

場所：センター２階 協会会議室
午後２時～４時

