平成１９年 ７月８月合併号
川崎市

K I C（ 国際交流センターの愛称 ） は世界の人々、世界の文化との出会いの場です。
★☆★

平成 19 年度

これからの行事予定

後期

★☆★《申込み方法》

来館・電話・ＦＡＸ・インターネット

語学講座

申込みは 9 月 1 日から ９月１８日(火)まで

リスニング英語
(中級レベル）
毎金曜 午後７：００－８：３０
１０月１９日―３月７日
受講料：(全 18 回)27,000 円（税込み）
教材費：2,000 円位
講師： ジョン・プラスキー 東京女子大学講師
昨年好評の Listen In 1、同じﾃｷｽﾄを使用します。

英語による国際理解講座 「映画で英語」
『わが心のボルチモア』を取り上げる予定
11 月 10 日（土）午後 4 時から全３回

イタリア語入門
毎土曜 午後 ７：００－８：３０
１０月１３日―１月２６日
受講料：(全 12 回) 15,000 円（税込み）
テキスト代： 1,785 円
講師： フランチェスコ・ディオダート
共立女子大学講師、外務省研修所講師
ナポリ東洋大学で比較言語を学んだイタリア人の
講師が日本語で説明します。

各講座についてのご質問は担当(増田)まで

お電話とご来館は

午前９時半から午後４時まで
各クラス定員：25 名(抽選)

ハングル入門
－ハングルの読み書きから基本的な会話までー
毎木曜 午前１０：００－１１：３０
１０月１８日―１月１７日
受講料：（全 12 回）15,000 円 （税込み）
教材費： 2,625 円
講師： ソク ジア（石 智雅）梨花女子大学卒
クォン ソンイル（權 善一）誠信女子大学院
二人の講師が交代で楽しく教えます。毎回受講生
の理解を確認して先に進めていきます。

中国語入門
毎日曜 午前 10：30－12：00
１０月１４日―３月９日
受講料： (全 18 回) 23,000 円（税込み）
テキスト代： 2,310 円
講師：王 妍博 専修大学大学院卒
蒋 純青 専修大学留学生
一冊の教科書を２名の講師が交互に教えます。
日本語で説明します

今年も、中級レベルの中国語学習者を対象に「中国語による国際理解講座」を開講予定
10 月 13 日(土)午後２時 から全 4 回

初級英会話

中級英会話

(elementary level）
毎土曜 A クラス 午前 9：50―10：50
B クラス 午前 11：00―12：00
１０月１３日―３月８日
受講料： (全 18 回) 19,000 円 （税込み）
テキスト代： 2,000 円
講師： スティーブ・リア
玉川大学助教授
イギリス人の講師が英語を使って、ジョークを
交え楽しく授業を進めていきます。

おやこ英語教室

（pre-intermediate level）
毎土曜 午後 2：15―３：45
１０月１３日―３月８日
受講料： (全 18 回) 27,000 円 （税込み）
テキスト代： 2,000 円
講師： トレバー・モレイ
順天堂大学講師
イギリス人の講師が英語で文法の説明もします。
毎回しめくくりはクイズやゲームを楽しみます。

対象：２-4 歳児とその母(父) 火曜（ひと月に 2 回） 定員：15 組/ひとクラス
Ａクラス 午前 10:00-11:00 受講料： （全 10 回） 10,000 円（税込み）
Ｂクラス 午前 11:10-12:10 教材費： 2,500 円
10 月 16 日、30 日、 11 月 13 日、20 日、 12 月 4 日、18 日、
1 月 8 日、22 日、 2 月 5 日、19 日
講師： メアリー・ノブオカ 東洋英和女学院中高部講師
好評につき、2 クラスに増設しました。ネイティブの発音がそのまま吸収できる
年齢の子供たちが、歌と身体を動かしながら英語を覚えていくための講座です。
あらかじめ月ごとのテーマをニュースレターでご紹介します。

これからのコンサート予定・・・週末の午後は、センターで世界の音楽を！！
ときめき・世界の音楽シリーズ ・・・・ 魅惑の音楽紀行

各国の音楽を、生演奏でご紹介します

アルゼンチン（タンゴ）からイタリア（カンツォーネ） そしてスペイン（フラメンコ）へ
各回とも午後２時開演

／

定員 ２３０名

申込み

８月７日（火）から開始予定・・・

会

国際交流センター・ホール

場

／

お得なシリーズ券 ４０００円

／

各１回券 １５００円

電話・ＦＡＸ・インターネット（先着順）

①９月８日（土）アルゼンチンタンゴ ■演奏： タンゴ・ジャック ■ダンス： Ｇyu & Lam(ﾀﾝｺﾞﾀﾞﾝｽ世界選手権ｱｼﾞｱ大会ｽﾃｰｼﾞ部門優勝ﾍﾟｱ)
優勝したばかりの、日本を代表する若手タンゴダンスペアが、エネルギッシュな伴奏で情熱的に踊ります。

「 ラ・クンパルシーター 」 「 リベルタンゴ 」他を予定
②１１月４日（日）カンツォーネ

■歌： 近藤 英一 ・ はらだじゅん
日本のパヴァロッティと言われている歌唱力で、お馴染みの曲を、情熱的に歌い上げます。
「 帰れソレントへ 」「 カタリー・カタリー 」他を予定

③１２月２日（日）フラメンコ

■演奏： イ・ケ・ガ・ワ
■ フラメンコ： 重藤 優子
情熱的なギター演奏をバックに、華麗なフラメンコがあなたを、魅了します。
「 アルハンブラの想い出 」 「 スペイン 」他を予定

♫川崎市・リエカ市姉妹都市提携３０周年記念／リエカピアノ五重奏団 親善公演センター・ホールで！♫
「リエカピアノ五重奏団と、市民交流コンサート」 １０月６日（土）午後２時開演予定
【定

員】２６４名 【入場料金】１０００円 （未就学児童は入場できません）

【申込み】８月１日（水）より先着順 ☎ﾐｭｰｻﾞ川崎ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ（520）0200 ☎ﾁｹｯﾄぴあ 0570（０２）999０などで販売
【問い合わせ】

市民局市民文化室 ☎（２００）２０３０

リエカ・クロアチア国民歌劇場管弦楽団メンバーによる五重奏（弦楽四重奏とピアノ）
演奏終了後に、参加者との交流会を予定しています。一味ちがったコンサートは、いかがですか？

センター・ロビーコンサート《入場無料》
ジャワ音楽と影絵芝居 そして コロンビア音楽の夕べ

第２回

７月１４日（土）
・・・午後６時開演
場所：国際交流センター１階談話ロビー
（演奏）
フェルナンド・ガレアノ （コロンビア出身）
（演奏と影絵芝居）
スミヤント （インドネシア中部ジャワ出身）
赤道をまたがるふたつの国の演奏が、それぞれお楽しみいただけます。またラテン音楽とジャワ音楽のコラ
ボレーションもお聴き逃しなく！！ 夏の夕暮れに、ご家族連れで音楽を楽しみながら、ゆったりとした
ひとときをお過ごしください。なお、座席数に限りがありますことを予めご了承ください。

・・・・施設見学会開催のお知らせ・・・
国際交流センター内の施設を、さらにご利用いただくため、実際に施設を見学していただく日を設けました。当日は各施設と
も、設備の説明などを加えながら、ご案内いたします。これから催しなどをお考えの方や、ホールなどご覧になりたい方は、ぜ
ひこの機会にお気軽にご参加ください。
見 学 日 平成１９年 ９月１０日（月）
時 間 午前の部 ９：３０ ～ １１：３０ ／午後の部 １３：３０ ～ １６：３０
見学施設
ホール ・ レセプションルーム ・ 特別会議室 ・ 特別応接室
お問い合わせ ０４４－４３５－７０００（舞台担当 鈴本・内山 ）★当日時間内にご来館の上、受付にお申し出ください。

７月と８月の施設点検日は次の通りです。
７月２３日（月）と、８月２７日（月）は施設点検日につき、当日の業務の一部に変更があります。
○ ご利用になれます
× ご利用になれません
日
施設利用
受付業務 および ふれあいネット
協会業務
レストラン
ホテル
７月２３日
×
○ （９：００ ～ １８：００）
○
×
○
８月２７日
×
○ （９：００ ～ １８：００）
○
×
○

（発行） 川崎市国際交流センター

東急東横線 元住吉駅下車 西口より徒歩１０分

〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－２

ｈｔｔｐ：//www.kian.or.jp/kic/

E-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
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