
 

２０１３年５月号                                  日本語版 

 

 

 

 

英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、やさしい日本語 

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

         (公財)川崎市国際交流協会 〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町 2－2   

          ℡044-435-7000 Fax044-435-7010 http://www.kian.or.jp/                E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 

********************************************************************************** 

    外国人のための「外国人のための「外国人のための「外国人のための「市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅申込書申込書申込書申込書」」」」の書き方の書き方の書き方の書き方説明会説明会説明会説明会    

市営住宅に申し込みたいのに書き方がわからない。     予約が必要です 

そんな方、申込書に直接記入してそのまま提出できます。    

（英、中国、韓国、ポルトガル。スペイン、タガログ語の通訳がつきます） 無料 

    【【【【日日日日    時時時時】】】】      6666 月月月月 1111 日日日日（（（（土土土土)10)10)10)10：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

【【【【場場場場    所所所所】】】】  川崎市国際交流センター ２階 協会会議室  

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】   前年の収入を証明するもの（源泉徴収票または課税証明書） 

【【【【定定定定    員員員員】】】】   20 名（川崎市に住んでいるか 1 年以上働いている人）    

【【【【申込申込申込申込みみみみ】    5555 月月月月 7777 日日日日((((火火火火))))～～～～5555 月月月月 27272727 日日日日((((月月月月) ) ) ) までまでまでまで        ℡℡℡℡またはまたはまたはまたは来館来館来館来館してください。 

【【【【問合問合問合問合せせせせ】】】】     （公財）川崎市国際交流協会  ℡ 044-435-7000 

 詳しくは、ちらし、ＨＰまたは（公財）川崎市国際交流協会にお問い合わせください。    

 

*********************************************************************************** 

                                    今年も    市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集    があります。 

【【【【市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅とはとはとはとは】】】】    

○    住宅に困り、比較的収入の少ない人向けに安い家賃で住んでいただくため、国と市が協力して建

設し、市が所有する住宅です。 

○ 申し込み時や入居してからも民間の住宅とは異なり、収入基準など様々な規定があります。 

○ 礼金や更新料は不要ですが、毎年収入調査を行い、使用料(家賃)を決定します。 

 

【【【【申申申申しししし込込込込みみみみ資格資格資格資格】】】】 (1)市内在住または市内同一勤務先に在勤 1 年以上 

          (2)一定の月収額を超えない 

          (3)住むところに困っている、など 

【【【【募集時期募集時期募集時期募集時期】】】】川崎市営住宅の募集は、年 2 回行われています。         

（春）・・・ 5 月下旬頃～ 6 月初め頃（入居予定時期 10 月～翌年 3 月頃） 

（秋）・・・10 月下旬頃～11 月初め頃（入居予定時期 翌年 4 月～ 9 月頃） 

【【【【問合問合問合問合せせせせ】】】】        川崎市住宅供給公社 公営住宅部市営住宅管理課 TEL 044‐244‐7578 

        http://www.kawasaki-jk.or.jp/shiei/                                                                                                                            

************************************************************************************ 

                          第第第第 10101010 回回回回    はいさいフェスタはいさいフェスタはいさいフェスタはいさいフェスタ        5555 月月月月 3333 日日日日((((金金金金))))～～～～5555 月月月月 6666 日日日日((((月月月月))))  
大人気の物産展＆沖縄料理屋台コーナーの他、 

音楽祭、映画祭、体験教室や大抽選会など 楽しい・美味しい・お得な沖縄が満載です！！ 

 

●５／５（日・祝）音楽祭＠クラブチッタ    

 http://lacittadella.co.jp/haisai/  

[場所] ラ チッタデッラ (川崎区小川町４－１) 

 

【【【【問合問合問合問合せせせせ】】】】      ㈱チッタ エンタテイメント  

電話 044-233-1934 

                                        ふれあい交流会ふれあい交流会ふれあい交流会ふれあい交流会    チュニジア料理チュニジア料理チュニジア料理チュニジア料理に挑戦しよう！に挑戦しよう！に挑戦しよう！に挑戦しよう！    



６月８日（土）午前６月８日（土）午前６月８日（土）午前６月８日（土）午前 11111111 時から午後時から午後時から午後時から午後 2222 時時時時 30303030 分分分分    

講師講師講師講師        ベルーマベルーマベルーマベルーマさんさんさんさん    （（（（MS)BERHOUMAMS)BERHOUMAMS)BERHOUMAMS)BERHOUMA    

【場【場【場【場    所】所】所】所】   川崎市国際交流センター・料理室 

【定【定【定【定    員】員】員】員】   ２０名 （応募者多数の場合は抽選） 

【参加料】【参加料】【参加料】【参加料】  1,500 円( 当日 集金します。）※ 託児有 （5 人まで） 

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】 往復はがきでお申し込みください。1 枚につき 2 名まで 

①講座名「料理」② お名前(２人の場合はお２人のお名前)  

③住所 （市・区まで） ④ 連絡先   

【申込み】【申込み】【申込み】【申込み】 ５月５月５月５月 1111０日（金０日（金０日（金０日（金）～）～）～）～2222４４４４日（金）必着日（金）必着日（金）必着日（金）必着    

【問合せ】【問合せ】【問合せ】【問合せ】  （公財）川崎市国際交流協会        TEL：044‐435‐7000        

                ※ 詳しくは、ちらし、ＨＰまたは（公財）川崎市国際交流協会にお問い合わせください。 

************************************************************************************* 

英語による国際理解講座英語による国際理解講座英語による国際理解講座英語による国際理解講座    

中上級者対象・英語による講義/Q＆A（通訳なし） 

第第第第 1111 回回回回    ６月６月６月６月８日（土）８日（土）８日（土）８日（土）    講師講師講師講師        ベンジャミン・ブラウンベンジャミン・ブラウンベンジャミン・ブラウンベンジャミン・ブラウン        Mr. Mr. Mr. Mr.     BenjaminBenjaminBenjaminBenjamin    BroBroBroBroｗｎｗｎｗｎｗｎ    

（オーストラリア人（オーストラリア人（オーストラリア人（オーストラリア人    CIR CIR CIR CIR 国際交流員国際交流員国際交流員国際交流員))))    

                                                「労働に対する価値観：「労働に対する価値観：「労働に対する価値観：「労働に対する価値観：オーストラリアと日本の比較オーストラリアと日本の比較オーストラリアと日本の比較オーストラリアと日本の比較」」」」    

第第第第 2222 回回回回    6666 月月月月 22222222 日（土）日（土）日（土）日（土）講師講師講師講師        サバテ、モンセラトサバテ、モンセラトサバテ、モンセラトサバテ、モンセラト        Ms.Ms.Ms.Ms.     M M M Montserrat ontserrat ontserrat ontserrat     SSSSabateabateabateabate                                                                                                                            

（スペイン人（スペイン人（スペイン人（スペイン人            相談員）相談員）相談員）相談員）                

                                                    「「「「            スペインの多文化多言語社会スペインの多文化多言語社会スペインの多文化多言語社会スペインの多文化多言語社会            」」」」                

第第第第 3333 回回回回    7777 月月月月    11113333 日（土）日（土）日（土）日（土）講師講師講師講師        サンデイサンデイサンデイサンデイ    チェンチェンチェンチェン     Ms. Ms. Ms. Ms.     Sandy Sandy Sandy Sandy    Chen       Chen       Chen       Chen           

（カナダ人（カナダ人（カナダ人（カナダ人        大学院研究員大学院研究員大学院研究員大学院研究員    ））））    

                                                    「「「「    ねずみからねずみからねずみからねずみから    学ぶこと学ぶこと学ぶこと学ぶこと        」」」」    

【【【【時時時時    間間間間】】】】     各回とも午前 10 時 30 分から 12 時 

【【【【場場場場    所所所所】】】】  川崎市国際交流センター 

【【【【定定定定    員員員員】】】】  40 名（抽選） 

【【【【受講料受講料受講料受講料】】】】  3,000 円（3 回分をまとめて一括振込） 

【【【【申申申申込込込込みみみみ】】】】  往復はがきにて応募 5 月 15 日 

※ 詳しくは、ちらし、ＨＰまたは（公財）川崎市国際交流協会にお問い合わせください。    

    

************************************************************************************* 

「「「「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センタセンタセンターーー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きたいきたいきたいことやことやことやことや、、、、困困困困ったったったった時相談時相談時相談時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））））    

       ・・・・相談時間相談時間相談時間相談時間    (午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時から１２から１２から１２から１２時時時時    午後午後午後午後１１１１時時時時から４から４から４から４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無料相無料相無料相談会談会談会談会    （日本語）  場所： センター２階 協会会議室  

・日時： ５５５５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）                            


