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(公財

  

◎午前コース

      

      

       

◎夜間コース

      

      

       

              
 

【場所】川崎市国際交流センター

 

     

  ◎

  ◎場所：

  ◎

をお書きください。

    

こども英語Ａ

こども英語Ｂ

こどもポルトガル語

（ブラジルの）

 

前期

講座

スペイン語入門講座

ポルトガル語入門講座

 

2016 年 3 月号                                     

    英語

財)川崎市国際交流協会

   「外国人のための楽しくて役に立つ日本語講座」

午前コース 毎週

       １学期：４月

        ２学期：９月

        ３学期：２０１

夜間コース 毎週

      １学期：４月

        ２学期：９月

        ３学期：２０１

              
 

【場所】川崎市国際交流センター

  

     日程：

◎定員：各クラス１５名（抽選）

◎場所：川崎市

◎申込：往復ハガキ（①

⑤日中連絡

をお書きください。

    教室名         

こども英語Ａ

こども英語Ｂ

こどもポルトガル語

（ブラジルの）

前期語学講座

講座 

スペイン語入門講座

ポルトガル語入門講座

                                     

英語、中国語

協会ＨＰ（

川崎市国際交流協会 〒

http://www.kian.or.jp/

「外国人のための楽しくて役に立つ日本語講座」

毎週 火曜日・金曜日

１学期：４月１９日（火

２学期：９月２３日（金

３学期：２０１７年１月

毎週 水曜日 

１学期：４月２０日～

２学期：９月７日～１２月

３学期：２０１７年１月１８

・受講料のほかにテキスト代が必要です。
              ・注意：受講料の払い戻しはしません。

【場所】川崎市国際交流センター

春休み
日程：３月２８日（

定員：各クラス１５名（抽選）

川崎市国際交流センター

申込：往復ハガキ（①

日中連絡の取れる

をお書きください。３月１０日（

            

こども英語Ａ   

こども英語Ｂ  

こどもポルトガル語 

（ブラジルの） 

  

 

語学講座平成２８年度

スペイン語入門講座  （１２回）

ポルトガル語入門講座 （１２回）

                                     

中国語、韓国・朝鮮語

協会ＨＰ（http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html

〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町

http://www.kian.or.jp/

「外国人のための楽しくて役に立つ日本語講座」

火曜日・金曜日 ９：５０～１１：５０

火）～7 月８日（

金）～１２月６日（

年１月１７日（火）～３月１

 １８：３０～２０：３０

日～7 月１３日    

日～１２月１４日                

７年１月１８日～３月１５日

・受講料のほかにテキスト代が必要です。
・注意：受講料の払い戻しはしません。

【場所】川崎市国際交流センター    

春休み
日（月）～３０日（

定員：各クラス１５名（抽選） 

国際交流センター 

申込：往復ハガキ（①教室名 ②

の取れる電話番号

３月１０日（木）必着

   対象年齢

  小学 1 年生

 小学２、３、４

  ５才～１０才

 （保護者入室可）

平成２８年度、高校

（１２回） 

（１２回） 

                                     

韓国・朝鮮語、スペイン語

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html

神奈川県川崎市中原区木月祗園町

http://www.kian.or.jp/    

「外国人のための楽しくて役に立つ日本語講座」

９：５０～１１：５０

日（金）     

日（火）     

日（火）～３月１４日（火）

１８：３０～２０：３０  ＊保育はありません！

                

                

日～３月１５日        

・受講料のほかにテキスト代が必要です。
・注意：受講料の払い戻しはしません。

    【問合せ】川崎市国際交流協会

春休み♪こども語学教室
日（水） 

  

  ◎受講料：

②氏名（参加児童）・

電話番号（保護者）をご記入ください。返信の宛先には、保護者のお名前・ご住所

）必着 

対象年齢 

年生 

４年生 

５才～１０才 

（保護者入室可） 

高校生以上

日程 

火曜日 

木曜日 

                                     

スペイン語、ポルトガル語

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html

神奈川県川崎市中原区木月祗園町

    E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

「外国人のための楽しくて役に立つ日本語講座」

９：５０～１１：５０  ＊保育があります！（１歳以上、無料）

   １１，２２０円

      １１，２２０円

４日（火） ８，６７０円

＊保育はありません！

              

                  

             

・受講料のほかにテキスト代が必要です。
・注意：受講料の払い戻しはしません。 

【問合せ】川崎市国際交流協会

こども語学教室

◎受講料：３，０８０円（教材費込）

氏名（参加児童）・フリガナ

（保護者）をご記入ください。返信の宛先には、保護者のお名前・ご住所

    時間

  ９：５０～１０：５０

  １１：００～１２：００

 

  １３：００～１４：００

生以上対象（4

 １０：００～１１：３０

 １０：００～１１：３０

                                     

ポルトガル語

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）に掲載しています。

神奈川県川崎市中原区木月祗園町 2－

kiankawasaki@kian.or.jp

「外国人のための楽しくて役に立つ日本語講座」

＊保育があります！（１歳以上、無料）

１１，２２０円 （全２２回）

１１，２２０円 （全２２回）

８，６７０円  （全１７回）

＊保育はありません！ 

 ６，１２０円 （全

 ７，１４０円 （全

  ４，５９０円 （全

・受講料のほかにテキスト代が必要です。 
 

【問合せ】川崎市国際交流協会  ℡

こども語学教室

円（教材費込）

フリガナ ③年齢

（保護者）をご記入ください。返信の宛先には、保護者のお名前・ご住所

時間 

９：５０～１０：５０ 

１１：００～１２：００ 

１３：００～１４：００ 

4 月開始，全

１０：００～１１：３０ 

１０：００～１１：３０ 

                                     

ポルトガル語、タガログ語

）に掲載しています。

2 ℡044-435

kiankawasaki@kian.or.jp

「外国人のための楽しくて役に立つ日本語講座」

＊保育があります！（１歳以上、無料）

（全２２回） 

（全２２回） 

（全１７回） 

 

（全１２回） 

（全１４回） 

（全 ９回） 

℡  044-435-

こども語学教室

円（教材費込） 

年齢 ④住所

（保護者）をご記入ください。返信の宛先には、保護者のお名前・ご住所

    

 LEAH

（フィリピン出身・

  語学講師）
 

 

・マホ

・ハーレー・ダ・シルバ・

タナカ（

開始，全 11 講座

講師 

ヤマシロ

浜田 エミリア

                                     

タガログ語、やさしい日本語

）に掲載しています。 

435-7000 Fax044

kiankawasaki@kian.or.jp 

「外国人のための楽しくて役に立つ日本語講座」 

＊保育があります！（１歳以上、無料） 

-7000 

こども語学教室 

④住所 

（保護者）をご記入ください。返信の宛先には、保護者のお名前・ご住所

    講師 

LEAH（リア）

（フィリピン出身・

  語学講師） 

・マホ タナカ 

ハーレー・ダ・シルバ・

タナカ（国際理解教室支援講師

講座）も募集中です

ヤマシロ リタ（LITA YAMASHIRO

エミリア(EMILIA HAMADA)

                                     日本語版

、やさしい日本語 

x044-435-7010

（保護者）をご記入ください。返信の宛先には、保護者のお名前・ご住所

 

（リア） 

（フィリピン出身・ 

 

 

ハーレー・ダ・シルバ・ 

国際理解教室支援講師

募集中です！

LITA YAMASHIRO

(EMILIA HAMADA)

あいうえお

かきくけこ

さしすせそ

たちつてと

日本語版 

7010 

（保護者）をご記入ください。返信の宛先には、保護者のお名前・ご住所

 

国際理解教室支援講師） 

！ 

LITA YAMASHIRO） 

(EMILIA HAMADA) 

あいうえお 

かきくけこ 

さしすせそ 

たちつてと 



  ●

 

給食費、遠足などの費用もかかります。

 

  役立つ情報

   

 水道

引っ越しする４～５日前

連絡してください。インターネットでも申請できます。

  電話

移転の工事は予約制です。移転の手続きはお早めに

 電気

引っ越しが決まったら

 ガス

移転する

様センター

１１に電話してください。

 ガス（プロパンガス）

ご利用のガス会社へ

 

「川崎市国際交流センタ

    
 

英語

ポルトガル語

韓国
 

・川崎区役所

言 語

英語 

中国語 

タガログ語

     

 

● 公立の小中学校は、授業料や教科書は無料です。

 ただし、学校では教科書以外にも、補助教材を使用することがあり、それを購入

給食費、遠足などの費用もかかります。

役立つ情報

水道   

引っ越しする４～５日前

連絡してください。インターネットでも申請できます。

電話 

の工事は予約制です。移転の手続きはお早めに

気 

引っ越しが決まったら

ガス（都市ガス）

移転する 2～3 日前までに、検針票、領収書のお客様番号を電話で連絡してください。ご不明な点は、

様センター」（ナビダイヤル）

１１に電話してください。

ガス（プロパンガス）

ご利用のガス会社へ

「川崎市国際交流センタ

 ・相談時間 

言 語 

英語  

ポルトガル語 

韓国・朝鮮語 

川崎区役所 無料外国人相談

語 

第１・第３木曜日

 第１・第３

タガログ語 第１・第３

＊行政書士

     ・日時： 

 川崎市内の公立小・中学校等に通学させるのに経済的な理由でお困りの方に、学用品

費、給食費、修学旅行費など必要な費用を援助する制度があ

援助が必要な方は、

公立の小中学校は、授業料や教科書は無料です。

ただし、学校では教科書以外にも、補助教材を使用することがあり、それを購入

給食費、遠足などの費用もかかります。

役立つ情報  

引っ越しする４～５日前までに電話で

連絡してください。インターネットでも申請できます。

の工事は予約制です。移転の手続きはお早めに

引っ越しが決まったら、早めに

（都市ガス） 

日前までに、検針票、領収書のお客様番号を電話で連絡してください。ご不明な点は、

ナビダイヤル）０５７０－

１１に電話してください。インターネットや

ガス（プロパンガス） 

ご利用のガス会社へお問い合わせてください。

「川崎市国際交流センタ

 (１０：００～１２：００

曜 

月曜日～

 火曜日・金曜日

 火曜日・木曜日

無料外国人相談

曜 日 

第３木曜日 

第３火曜日 

第３火曜日 

行政書士による無料相談会

 ３月２０日 

川崎市内の公立小・中学校等に通学させるのに経済的な理由でお困りの方に、学用品

費、給食費、修学旅行費など必要な費用を援助する制度があ

援助が必要な方は、

公立の小中学校は、授業料や教科書は無料です。

ただし、学校では教科書以外にも、補助教材を使用することがあり、それを購入

給食費、遠足などの費用もかかります。

までに電話で「上下水道お客さまセンター

連絡してください。インターネットでも申請できます。

の工事は予約制です。移転の手続きはお早めに

早めに「東京電力カスタマーセンター

日前までに、検針票、領収書のお客様番号を電話で連絡してください。ご不明な点は、

０５７０－００－２２３０

インターネットや FAX

合わせてください。

「川崎市国際交流センターの外国人相談」何

１０：００～１２：００ ・１３：００～１６：００

 日 

～土曜日  

金曜日  

木曜日 

無料外国人相談 (面談

時

 １４：００～１６：３０

 １４：００～１６：３０

  ９：３０～１２：００

無料相談会

  日曜日 

川崎市内の公立小・中学校等に通学させるのに経済的な理由でお困りの方に、学用品

費、給食費、修学旅行費など必要な費用を援助する制度があ

援助が必要な方は、お子さんの

公立の小中学校は、授業料や教科書は無料です。

ただし、学校では教科書以外にも、補助教材を使用することがあり、それを購入

給食費、遠足などの費用もかかります。 

上下水道お客さまセンター

連絡してください。インターネットでも申請できます。 

の工事は予約制です。移転の手続きはお早めに

東京電力カスタマーセンター

日前までに、検針票、領収書のお客様番号を電話で連絡してください。ご不明な点は、

００－２２３０へお問い合わせください。

FAX でも申請できます。

合わせてください。 

の外国人相談」何か

１３：００～１６：００

 言 語

 中国語 

 スペイン語

 タガログ語

面談)          

時 間 

１４：００～１６：３０ 

１４：００～１６：３０ 

９：３０～１２：００ 

無料相談会 （日本語）

 １４：００～１６：００

川崎市内の公立小・中学校等に通学させるのに経済的な理由でお困りの方に、学用品

費、給食費、修学旅行費など必要な費用を援助する制度があ

お子さんの通学する学校

公立の小中学校は、授業料や教科書は無料です。 

ただし、学校では教科書以外にも、補助教材を使用することがあり、それを購入

上下水道お客さまセンター

 

の工事は予約制です。移転の手続きはお早めに「加入している電話会社

東京電力カスタマーセンター」（０１２０

日前までに、検針票、領収書のお客様番号を電話で連絡してください。ご不明な点は、

へお問い合わせください。

でも申請できます。

か聞きたいことや

１３：００～１６：００）   

語 

 火曜日

スペイン語 火曜日

タガログ語 火曜日

         ・麻生区役所

 言 語

 英語 

 中国語

 タガログ語

）  場所： 

１４：００～１６：００ （

川崎市内の公立小・中学校等に通学させるのに経済的な理由でお困りの方に、学用品

費、給食費、修学旅行費など必要な費用を援助する制度があ

通学する学校にご相談ください。

ただし、学校では教科書以外にも、補助教材を使用することがあり、それを購入

上下水道お客さまセンター」（０４４-２００

加入している電話会社

（０１２０-９９-５７７１）

日前までに、検針票、領収書のお客様番号を電話で連絡してください。ご不明な点は、

へお問い合わせください。ご利用できない場合は０４４－２４５－２２

でも申請できます。 

ことや困った時相談できます。

 電話 ０４４－４３５－７０００

曜 日

火曜日・水曜日・

火曜日・水曜日 

火曜日・水曜日 

麻生区役所 無料外国人相談

語 

 第１・

中国語 第１・

タガログ語 第１・

 センター２階

（通訳は予約

川崎市内の公立小・中学校等に通学させるのに経済的な理由でお困りの方に、学用品

費、給食費、修学旅行費など必要な費用を援助する制度があります。

ご相談ください。

ただし、学校では教科書以外にも、補助教材を使用することがあり、それを購入することになります

２００-３５４８）へ

加入している電話会社」へ申し込んで下さい

５７７１）へ連絡

日前までに、検針票、領収書のお客様番号を電話で連絡してください。ご不明な点は、

ご利用できない場合は０４４－２４５－２２

った時相談できます。

０４４－４３５－７０００

日 

・金曜日 

 

 

無料外国人相談

曜 日 

第１・第３木曜日 

第１・第３火曜日 

第１・第３水曜日 

センター２階 協会会議室

予約が必要、有料です

川崎市内の公立小・中学校等に通学させるのに経済的な理由でお困りの方に、学用品

ります。 

ご相談ください。 

することになります

３５４８）へ 

へ申し込んで下さい 

連絡してください。

日前までに、検針票、領収書のお客様番号を電話で連絡してください。ご不明な点は、

ご利用できない場合は０４４－２４５－２２

った時相談できます。 （無料）

０４４－４３５－７０００ 

無料外国人相談 (面談) 

  ９：３０～１２：００

  ９：３０～１２：００

 １４：００～１６：３０

協会会議室  

有料です) 

川崎市内の公立小・中学校等に通学させるのに経済的な理由でお困りの方に、学用品

することになります。また、

 

してください。 

日前までに、検針票、領収書のお客様番号を電話で連絡してください。ご不明な点は、「東京ガスお客

ご利用できない場合は０４４－２４５－２２

（無料） 

  

時 間 

９：３０～１２：００ 

９：３０～１２：００ 

１４：００～１６：３０ 

 

 

 

 

川崎市内の公立小・中学校等に通学させるのに経済的な理由でお困りの方に、学用品

。また、

東京ガスお客

ご利用できない場合は０４４－２４５－２２

 

 

 


