
⽉別アーカイブ: 2018年12⽉

【交流イベント】世界の料理 参加者募集（2/10）→締め切りま
した

【1⽉20⽇で締めきりました】

交流企画部より、「世界の料理」のお知らせです。

いろいろな国の⼈が⼀⽇シェフとなって⾃国のお料理を紹介します。 

試⾷もありますよ︕

★⽇ 時︓2019年2⽉10⽇（⽇） 11︓30〜13︓00 

★場 所︓港北国際交流ラウンジ 

★参加費︓200円 

★定 員︓30名（応募者多数の場合抽選） 

★対 象︓中学⽣以上 

※乳幼児の同伴不可

★申込み⽅法 

往復ハガキに以下を記載の上ご応募ください。 

①住所 ②⽒名（ふりがな） ③電話番号 ④参加⼈数（2名まで）

★応募締切 2019年1⽉20⽇（消印有効）

※⼀部媒体に、電話予約と明記されておりますが往復ハガキの間違いです。

★申込み先 

〒222-0032 

横浜市港北区⼤⾖⼾町316-1 

横浜市港北国際交流ラウンジ「世界の料理」係

抽選の上、1⽉下旬に結果をお送りします。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e4%ba%a4%e6%b5%81%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%91%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%96%99%e7%90%86%e3%80%80%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e5%8b%9f%e9%9b%86%ef%bc%88210%ef%bc%89/


カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-12-25

facebookはじめました︕

港北国際交流ラウンジは 

 facebook はじめました︕ 

https://www.facebook.com/kohokulounge2019/ 
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↑こちらからどうぞ 

 お願いします︕
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多⽂化ママカフェ開催しました（12⽉20⽇)
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１２⽉２０⽇(⽊)、第３回の「多⽂化ママカフェ」を開催しました。

今⽇は、「⽇本のお正⽉、あなたの国のお正⽉」をテーマに、 

簡単なクラフト作りやおしゃべりをしました。

クラフトでは、お正⽉のお年⽟⽤の「ポチ袋」を作りました。

１ヶ⽉ぶりに会うと、⼦どもの成⻑の速さに驚かされます。

２歳の⼥の⼦のママは、お腹の中に、来年春に⽣まれる⾚ちゃんがいるそうです。

最後に、今⽉１歳になった⼥の⼦のために、みんなでハッピーバースデイを歌って、会を終わりました。

今年のママカフェは、今⽇でおしまいです。皆さん、良いお年をお迎えください︕

次回は、１⽉３０⽇（⽔）１０︓３０〜。沢⼭のご参加をおまちしています︕

カテゴリー: たぶんかママカフェ, イベント, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2018-12-20 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/IMG_1992.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/momscafe/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/mama_cafe_12_20/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%ef%bc%881229%ef%bd%9e13%ef%bc%89%e4%bc%91%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%82we-are-closed-on-dec-29-jan-3rd/


年末年始（12/29〜1/3）休館のお知らせ。We are closed on
Dec.29 – Jan.3rd.

当ラウンジは、12⽉29⽇〜１⽉３⽇は休館となります。

We are closed on Dec.29th – Jan.3rd.

カテゴリー: 窓⼝ | 投稿⽇: 2018-12-18

For Foreign Moms! 多⽂化ママカフェ 多元化妈妈咖啡厅︕(12/20)

12がつ20にち ママカフェやります︕ 

今⽉は

もくようび

⽊曜⽇です

Mama cafe will open on the December 20th.  

Irregularly, It will be on Thursday!

にっぽん

⽇本のお
しょうがつ

正 ⽉、あなたの
くに

国のお
しょうがつ

正 ⽉   

Let’s talk about Japanese New Year and your New Year !

Let’s exchange information and talk about life in Japan and Children while making friends. Foreign mothers, their children, and

expecting mothers are welcome! 

No reservation is needed︕

Click here for details ↓↓↓

和⼤家⼀起边交流在⽇本的⽣活经验，边交换育⼉信息，同时还可以交朋友。以外国⼈妈妈和孩⼦，以及准妈妈为对象开办。妈妈⼀个⼈来参加

也可以。不⽤予約︕ 

详情见此处↓↓↓

 

がいこくじん
外 国 ⼈のお

かあ
⺟さんと

こ
⼦ども、これからお

かあ
⺟さんになる

じょせい
⼥ 性のための 

じょうほうこうかん
情 報 交 換や

おともだちづくり
お友達作りの

ばしょ
場所です。ぜひいらしてください︕ 

 
よやく

予約はいりません︕ 
しょうさい
詳 細は↓↓↓ 

12
がつ
⽉20

にち
⽇（

もく
⽊・星期四）     Thursday December 20th.  10︓30am. 〜 11︓30am.
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＠
こうほくこくさいこうりゅう
港 北 国 際 交 流ラウンジ    @Kohoku Int’l Lounge

   クリックすると⼤きくなります。

          

                 

カテゴリー: たぶんかママカフェ, イベント, 窓⼝ | 投稿⽇: 2018-12-15

世界のティータイム開催しました︕

世界のティータイム、⼤盛況でした。

今回は中国・ウクライナ・マレーシアの３か国のスタッフによる、 

⺟国のお茶⽂化の紹介でした。  

     

まずはそれぞれの国のプレゼンテーション。 

みなさん熱⼼に聞いていらっしゃいました。 
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そして、お待ちかねのティータイム ︕ 

外国⼈スタッフを囲んで、様々な質問が⾶び交い、会話がはずみました♪

   

最後にはみんなでマレーシアの歌を歌って♬ 

たくさんのお⼟産を持って帰っていただきました︕ 

またのご来館をお待ちしています︕

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-12-13
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⽇本語教室3学期のスケジュールをupしました。

⽇本語教室3学期（2019年1⽉〜3⽉）の⽇程です。

2018年度3学期スケジュール 3rd trimester shedule （PDF）

カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2018-12-13

⽇本語教室⽉曜クラス学期末イベント
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カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2018-12-12 [http://kohokulounge.la.coocan.jp/monday_class_event/] |

⼩学⽣からラウンジ宛てにお礼の⼿紙が届きました

先⽇、授業の⼀環で、ラウンジのことを調べにきてくれた 

⼤⾖⼾⼩5年2組の⽣徒の皆さん。  

その後の学習発表は⼤成功だったようです。  

（窓⼝スタッフも⾒に⾏かせてもらいました(^_-)-☆）
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そして、なんと⾒学＆インタビューの際、対応したスタッフ宛てに、 

⼀⼈⼀⼈お礼の⼿紙を書いてくれました✨ 

ラウンジに来たときの皆さんの発⾔がしっかりしていて驚きましたが、  

今回⼿紙を読んで、字も丁寧で、内容も素晴らしく、さらに驚きました✨

国際交流やボランティアに興味を持ったことが書かれていて 

本当に嬉しいお便りでした。 ありがとうございました‼

ラウンジの情報紙「そよ⾵」最新号（ワクワクまつり特集号）をお渡ししたので、 

こちらもぜひ読んでくださいね︕

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2018-12-09

【イベント】世界のティータイム☕ (12/13)

【満席になりました。ありがとうございました。】

☕「世界のティータイム」でごゆっくり☕ 

中国、マレーシア、ウクライナのスタッフが⾃国の⽂化（お茶やお菓⼦のことなど）を紹介します。お茶やお菓⼦も付きます。 

港北国際交流ラウンジでホッと⼀息つきながら、楽しいおしゃべりをどうぞ︕

※⼀部媒体で、イベント名が「世界のお茶とお菓⼦作り」と記載されて 

 いますが、同じイベントになります。また今回はお菓⼦作り教室ではありません。 
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 ご了承くださいませ。

12⽉13⽇(⽊） 13︓00〜14︓30 

    参加費 ￥300- 
 お申し込みは11⽉28⽇(⽔）〜 
    電話か来館にて 
     先着 15名 
 ＊お⼀⼈様申込み⼈数3⼈まで

 

⇐ クリックすると⼤きくなります︕
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