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            国際交流国際交流国際交流国際交流センターセンターセンターセンターのののの夏休夏休夏休夏休みみみみこどもこどもこどもこども教室教室教室教室            ※※※※必必必必ずずずず往復往復往復往復はがきでおはがきでおはがきでおはがきでお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

教室教室教室教室名名名名                日日日日        時時時時    対象対象対象対象・・・・人数人数人数人数    講師講師講師講師    受講料受講料受講料受講料((((税込税込税込税込))))    しめきりしめきりしめきりしめきり    

こどもこどもこどもこども英語英語英語英語ＡＡＡＡ    9999：：：：50505050    

～～～～10101010：：：：50505050    

小小小小 1111・・・・2222年生年生年生年生    

・・・・15151515名名名名    

こどもこどもこどもこども英語英語英語英語ＢＢＢＢ    11111111：：：：00000000    

～～～～12121212：：：：00000000    

小小小小 3333・・・・4444年生年生年生年生    

・・・・15151515名名名名    

    
ロザーナロザーナロザーナロザーナ・・・・ブレイクブレイクブレイクブレイクリリリリ

ーーーー((((ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド出出出出

身身身身・・・・語学学校講師語学学校講師語学学校講師語学学校講師))))    

こどもこどもこどもこども中国語中国語中国語中国語    

    
7/247/247/247/24    
((((火火火火))))    

    ～～～～    

7/267/267/267/26    
((((木木木木))))    

13131313：：：：00000000    

～～～～14141414：：：：00000000    

5555歳歳歳歳～～～～8888歳歳歳歳    

・・・・15151515名名名名    
((((保護者入室可保護者入室可保護者入室可保護者入室可))))    

斉藤優理絵斉藤優理絵斉藤優理絵斉藤優理絵    

((((上海出身上海出身上海出身上海出身・・・・元音楽教師元音楽教師元音楽教師元音楽教師))))    

    
    
各各各各 3,0003,0003,0003,000円円円円    

（（（（教材費込教材費込教材費込教材費込））））    

                

    
    
7/7(7/7(7/7(7/7(土土土土))))    

    必着必着必着必着    

親子親子親子親子料理料理料理料理    
((((中華中華中華中華のおやつのおやつのおやつのおやつ))))    

    
8/118/118/118/11    
((((土土土土))))    

11:0011:0011:0011:00    
        ～～～～14:0014:0014:0014:00    

5555歳歳歳歳～～～～12121212歳歳歳歳    
((((親子親子親子親子 10101010組組組組))))    
    

王王王王    柏柏柏柏人人人人 ( ( ( (上海出身上海出身上海出身上海出身・・・・料料料料

理店主理店主理店主理店主))))    ・・・・何何何何    文淵文淵文淵文淵((((上海上海上海上海

出身出身出身出身・・・・語学学校講師語学学校講師語学学校講師語学学校講師))))    

親子親子親子親子でででで    

    1,5001,5001,5001,500円円円円    
8/1(8/1(8/1(8/1(水水水水))))    

    必着必着必着必着    

【問合せ】川崎市国際交流協会 ℡044-435-7000 ⇒語学教室(担当 交流事業課 松嶋)   

料理教室(担当 多文化共生課 中村・佐川) 

    

        「「「「子子子子どもどもどもどもミュージアムミュージアムミュージアムミュージアムでででで楽楽楽楽しいしいしいしい体験体験体験体験をしようをしようをしようをしよう！！！！」」」」    

【会場】 市民ミュージアム逍遥展示空間、等々力工業会   

【内容・日時】 ➀「ＫＯＳＵＧＥ1-16」（平面の廃材使ってプリントしよう）  

            日時：７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日））））    １３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００    

②「タムラサトル」 （立体の廃材を組み立てよう） 

             日時：７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土））））29292929 日日日日((((日日日日))))    １３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００    

【申込みしめきり】     ①７月７日（土）  ②7 月 14 日(土) 

【申込み・問合せ】  市民ミュージアム TEL.044-754-4500  

講座名「夏休みこどもミュージアム」、氏名、年齢、希望日程、人数、住所、電話番号、FAX 番号を書き 

FAX. 044-754-4533  E メール： edu@kawasaki-museum.jp のいずれかでお申込みください。 

                                                            
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆    

        「「「「川崎市国際交流川崎市国際交流川崎市国際交流川崎市国際交流センターセンターセンターセンターのののの外国人相談外国人相談外国人相談外国人相談」」」」何何何何かかかか聞聞聞聞きたいことやきたいことやきたいことやきたいことや、、、、困困困困ったったったった時時時時、、、、相談相談相談相談できますできますできますできます。。。。    （（（（無料無料無料無料））））    

    ・相談時間 (午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時からからからから１２１２１２１２時時時時    午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから４４４４時時時時）   電話 ０４４０４４０４４０４４－－－－４３５４３５４３５４３５－－－－７０００７０００７０００７０００    
 

言 語 曜 日  言 語 曜 日 

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 
 

・川崎区役所 無料外国人相談 (面談)              ・麻生区役所 無料外国人相談 (面談)  

言 語 曜 日 時 間 言 語 曜 日 時 間 

英語 第１、第３木曜日 午後 2 時から 4 時半 英語 第１、第３木曜日 午前 9 時半から 12 時 

中国語 第１、第３火曜日 午後 2 時から 4 時半 中国語 第１、第３火曜日 午前 9 時半から 12 時 

タガログ語 第１、第３火曜日 午前 9 時半から 12 時 

 

タガログ語 第１、第３水曜日 午後 2 時から 4 時半 

＊行政書士行政書士行政書士行政書士によるによるによるによる無料相談会無料相談会無料相談会無料相談会    （日本語）  場所： センター２階 協会会議室  

・日時： ７７７７月月月月１１１１日日日日    ((((インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル    フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルのみのみのみのみ))))    

8888 月月月月    19191919 日日日日    日曜日日曜日日曜日日曜日    午後午後午後午後２２２２時時時時からからからから４４４４時時時時    （通訳は予約が必要です）                            

 

小学生～一般 

費用：1000 円  

定員：各 15 名 
 



                                             

「「「「第第第第 17171717 回回回回    川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師    風鈴市風鈴市風鈴市風鈴市」」」」        7777 月月月月 18181818 日日日日((((水水水水))))～～～～22222222 日日日日((((日日日日))))    10:0010:0010:0010:00～～～～18:0018:0018:0018:00    

♪北海道から沖縄まで全国 47都道府県から約 900種類 30,000個の風鈴が販売されます。♪ 

川崎大師オリジナルの厄除けだるま風鈴や全国各地の風鈴のほか、金属・ガラスなどのいろいろな 

材料で作られた風鈴が並びます。 

日本の伝統文化である風鈴の音色で涼しさを楽しんでください。 

【会場】 川崎大師平間寺付近   京急大師線「川崎大師駅」で降り徒歩約８分 

【問合せ】川崎大師平間寺 ℡ 022-266-3420    

    
            「「「「川崎吹奏楽団川崎吹奏楽団川崎吹奏楽団川崎吹奏楽団によるによるによるによる「「「「サマーウインドコンサートサマーウインドコンサートサマーウインドコンサートサマーウインドコンサート２０１２２０１２２０１２２０１２」」」」        ７７７７月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～    

    
1971 年に川崎市周辺在住の学生たちで結成され、現在は幅広い年齢層、様々な職業のメンバ

ーが活動し続けている川崎吹奏楽団(愛称「かわすい」から、楽しく元気の出る音楽をお届けします。 

 
【会場】 幸市民館大ホール  

JR南武線・東急東横線「武蔵小杉駅」からバスで「幸区役所入口」で降り徒歩２分 

【演奏内容】 ●カールじいさんの空飛ぶ家セレクション 

●映画「魔女の宅急便」より『海の見える街』などの映画音楽 

●ロバート.W.スミスの『海の男達の歌』などのクラシック 

【問合せ】川崎吹奏楽団事務局 ℡・FAX：044-511-7812    

    

        「「「「つたえてつたえてつたえてつたえて、、、、つくってつくってつくってつくって、、、、つながるつながるつながるつながる！！！！！！！！！！！！おとおとおとおと絵絵絵絵がたりがたりがたりがたり    」」」」        ７７７７月月月月 25252525 日日日日((((水水水水))))    午後午後午後午後 1111 時時時時 30303030 分分分分～～～～3333 時時時時 30303030 分分分分    

【会場】中原区役所５Ｆ  

【内容】①区制 40 周年を記念して中原区にゆかりのある昔話や    入場無料 

音楽を楽しみましょう。 

       ●神地 （ごうじ）とお化け寺    ●中原今昔かみしばい 

       ●琴で涼やかなひとときを！     ●たぬきの火の用心 

    ②参加者みんなで影絵巻をつくりましょう！ 

             作った影絵巻は、11 月 9 日(金)、10 日(土)に中原市民館ホールで 

発表します。 

【【【【問合せ】サンキューコールかわさき：℡ 044-200-3939 

【内容の問合せ】 E メール:  otoestage-qanda@gmail.goo.ne.jp  

             
    

                       
「「「「せせらぎせせらぎせせらぎせせらぎ灯篭流灯篭流灯篭流灯篭流しししし（（（（中原区中原区中原区中原区））））」」」」8888 月月月月 1111９９９９日日日日（（（（日日日日））））18181818 時頃時頃時頃時頃    

 

【会場】江川せせらぎ遊歩道 東屋近辺（小関橋の下流）    

JR 南武線 武蔵新城駅南口下車徒歩約５分 

【内容】親・子どもたちの「手づくり・絵つけ灯篭」流し 灯ろうキット 300円 

【【【【主催・問合せ】 森とせせらぎネットワーク ・ ℡ 090-8813 1076 松本 
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事前申込みが

必要です。 

雨天中止雨天中止雨天中止雨天中止    

 

入場無料 

申込み不要 


