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今年で１８回目を迎える当センター最大のイベントが今年もやってくる！！

日時：７月 1 日（日） １０:００～１６:３０

会場：川崎市国際交流センター

全館

主催：
主催：かわさき国際交流民間団体協議会
かわさき国際交流民間団体協議会、
国際交流民間団体協議会、(公財)
公財)川崎市国際交流協会
国際交流に取り組んでいる団体や外国人市民がそれぞれ

前日と当日のセンターの駐車場は、ご利用
になれません。当日は電力節電を考慮したイ
ベントとなっておりますので、ご理解とご協
力お願いいたします。また、当日は近隣の皆
様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。

の活動や文化を発信します。世界の音楽、踊り、料理、物産、
文化のすべてを体験できる一日です。人とつながる、世界と
つながるイベントで、皆さんもご家族やご友人と世界を体感
してください。

6 月 16 日（土）

午後 2 時～

【コンサート】１４:００～１５:００（１３:３０開場）
【交流会】
（軽食付き）１５：３０～１６：３０
【前売り入場券】◇交流会付セット券（先着１００名） 一般 3,000 円/ 小中高大学生 2,000 円
（当日券はいずれもプラス 500 円）～コンサートのみのチケットもあります～
【定員】200 名（全自由席）（コンサートの性質上、未就学児の入場はご遠慮ください。）
【申込】5 月 7 日（月）１０時より受付開始（先着順） 電話・FAX・E-mail・来館で受付
期間中の受付時間 月～土曜（１０：００～１６：００）
【支払い】事前に申し込みの上 ①現金払い ②郵便振り込み ★☆★詳しくはチラシをご覧ください★☆★

予告

★☆ふれあい交流会☆★

今年の夏休みは外国語に挑戦してみよう！
音楽や遊びを通して楽しく学ぼう！！

◆場所◆川崎市国際交流センター
◆定員◆各クラス 15 名（抽選）
◆申込◆往復はがき
7 月 7 日（土）必着
（①教室名 ②氏名（参加児童）・フリガナ ③年齢
④住所

⑤日中連絡の取れる電話番号）

◆受講料◆各 3,000 円（教材費込）

教室名
こども英語
A
こども英語
B
こども
中国語

時間

対象年齢

講師

9:50～10:50

小学 1，2 年生

11:00～12:00

小学 3，4 年生

ロ ザーナ・
ブレイクリー
ニュージー
ランド出身・
語学学校講師

13:00～14:00

5～8 歳
（保護者入室可）

斎藤 優理絵
上海出身・
元音楽教師

8 月 11 日（土）

11:00～14:00

～夏休みは、親子で
おいしい中華おやつをつくろう！！～
◇会場◇ 国際交流センター
◇定員◇ 親子 10 組 20 名様
（定員を超えた場合は抽選）
◇対象◇ 5 歳～12 歳の子どもと親
◇申込方法◇ 往復はがき 8 月 1 日（水）必着
◇参加費◇ 親子で 1,500 円（当日支払い）
▲▽詳しくはセンターだより 7，8 月合併号・
HP をご覧ください▽▲

【場所】国際交流センター ２階 料理室
【参加費】1,500 円 （当日集金いたします）
【定員】 20 名（中学生以上、定員を超えた場合は抽選）
託児なし
【申込】往復はがき ①講座名 ②氏名・フリガナ ③郵便番号・住所 ④電話番号
（6
6 月 5 日 消印有効）
消印有効
楽しく世界
しく世界の
世界の料理を
料理を作ってみよう！！
ってみよう！！
新しく、
しく、ウズベキスタン料理
ウズベキスタン料理をあなたの
料理をあなたのレシピ
をあなたのレシピに
レシピに加えてみませんか
えてみませんか？？
ませんか？？

「図書・
図書・資料室」
資料室」蔵書点検による
蔵書点検による
お休みについて
下記の期間、図書・資料室を休室し、蔵書点検
及び整備作業にあたらせていただくためお休み
となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解の
ほどお願いいたします。

～カンボジアに小学校を建てて、

６月２６日
２６日（火）～６
）～６月２９日
２９日（金）

学校に通える機会を与えてあげたい～

◆◇◆◇◆
◆◇◆◇◆節電
◆◇◆節電のお
節電のお願
のお願い◆◇◆◇◆
東日本大震災による電力不足に伴い、センタ
ーでは去年に引き続き、今年も節電に努めてお
ります。従来の 6 月から 9 月のクールビズ期間
の開始・終了日を各々１カ月ずつ延長し、５月
１日～１０月末日にいたします。なお、館内で
は 28℃設定を励行いたします。去年に引き続
き、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

2012 年 7 月 31 日（火） 10:00～19:00
【場所】溝の口 「てくのかわさき」
【主催】PRIC（プリック）
【寄付先】社団法人シャンティ国際ボランティア会
【協力内容】カット、眉カット、ネイル、その他
【 協 力 時 間 】 A10:00 ～ 13:00 B13:00~16:00
C16:00～19:00
A~C の通しも大歓迎
希望時間に添えない場合はご了承ください。
【ご協力いただける方】
ラ・クープ 八木 044－911－0464
【お問い合わせ先】
フォルトゥーナ
菅原 044－944－4478
オンデュラシオン 高橋 044－888－7994

HP:www.netlaputa.ne.jp/~ron-c/charity/

センターちょこっとだより
センターちょこっとだより
だんだんと、日差しが強くなり夏の足音が聞こえてきましたね。外での
イベントも多くなる季節、急な気温・湿度の上昇により熱中症にかかりやすくなってくるそうです。
いまから、こまめに水分補給、クールビズ等の服装調節でだんだんと暑さに慣れていきましょう。
これから雨・曇りの多くなる季節もやってきますね。当センターではゴーヤによるグリーン
カーテンをボランティアの方の協力で育てています。夏にむけてグリーンカーテンを育てて
一緒に成長を楽しんでみませんか？？

★☆★６
☆★６・７月の施設点検日・
施設点検日・休館日は
休館日は次のとおりです★☆
のとおりです★☆★
★☆★
月

日

施設利用

受付業務及びふれあいネット

協会業務

レストラン

ホテル

6 月 11 日（月）

×

×

×

×

○

6 月 25 日（月）

×

○（9：00～18：00）

○

×

○

7 月 23 日（月）

×

○（9：00～18：00）

○

×

○

