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ラウンジニュース「そよ⾵」116号を発⾏しました

ラウンジニュース「そよ⾵」116号を発⾏しました。 

写真をクリックするとPDFで全⽂をご覧になれます。ラウンジ窓⼝でお渡しすることも可能です。

「そよ⾵」のバックナンバーはこちらからどうぞ。 

カテゴリー: ラウンジだより, ラウンジニュース「そよ⾵」, 新着情報 | 投稿⽇: 2019-03-28

[http://kohokulounge.la.coocan.jp/soyokaze116/] |

「⼩学⽣の国際理解教室」開催しました（3/27）

3⽉27⽇（⽔）⼩学⽣は春休み中ですね。 

ラウンジでは「⼩学⽣の国際理解教室」を開催しました。 
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ウクライナ、中国、マレーシアのラウンジスタッフが 

それぞれの⺟国の学校⽣活について、教えてくれました。 

  

⽇本の⼩学校とどんなところが違うの︖ 

え︖夏休み⻑い︕いいなー 

学校で⽬の体操の時間があるって本当︖ 

ランチタイムには好きなパンが買えるの︖

などなど。いろいろ感じたり、驚いたり。



ウクライナで実際使っているノートも⾒せてもらいました。 

中国の学校で実際やっている⽬の体操も、中国語で体験してもらいました。 

貴重な経験です✨

間にお楽しみクイズもはさみつつ、、 

真剣な表情で3か国のお話を聞いて 

熱⼼にメモをとっている姿が印象的でした。 

最後に、⽇本語に慣れていない外国⼈には 

やさしい⽇本語で伝えることも⼤事、というお話もしました。

もっともっと世界に⽬を向けて興味を持ってもらえたら嬉しいです。

 

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-03-28

ママカフェ、たくさん の さんか ありがとうございます☆

今⽇は休⽇でしたが、たくさんの親⼦が集まりました。 

だんだん みなさんもお友達同⼠になってきたようです 
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みんな素敵な写真とれたかな︖

 

イケメン君たち☆

昨⽇はネパールのお祭りだったそうで、⺠族⾐装で参加してくれました︕

    

 



 

4⽉からは第2、第4⽔曜⽇の2回の開催になります︕

スケジュールはこちら 

↓↓↓ 

                                       

 ママカフェ2019（4ー7⽉）

また、お待ちしてます︕︕

カテゴリー: たぶんかママカフェ, ラウンジだより, 新着情報 | 投稿⽇: 2019-03-21

参加者募集︕楽しく学ぼう ⼩学⽣の国際理解教室（3/27）
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昨年好評だった「⼩学⽣の国際理解教室」。 

今年もまた開催します!

これからどんどん国際化していく中で、⼦供たちは世界の⼈々と⼀緒に⽣活や仕事をする時代になってきますね。 

今回は、中国、マレーシア、ウクライナのスタッフがそれぞれの国の同世代の⼦供たちの様⼦などを話してくれます。世界を⾝近に感じら
れるチャンスです︕ぜひご参加ください。

⽇時 

2019年3⽉27⽇（⽔） 10︓00〜11︓30 

対象︓⼩学3年〜6年⽣（3⽉に卒業の⽅も可）

応募は3⽉15⽇（⾦）9時〜です。 

先着20名。お電話または来館にて受付けします。



カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-03-20
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For Foreign Moms! 多⽂化ママカフェ 多元化妈妈咖啡厅︕アート
な写真をとろう(3/21)

3がつ21にち ママカフェやります︕ 
Mama cafe will open on March 21st. 

こんかい
今 回は、おねんねアートに

ちょうせん
挑 戦してみましょう︕ 

Let’s try the creative baby photo!

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、これからお⺟さんになる⼥性のための 

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↓↓↓ 

2019年3
が つ
⽉21

にち
⽇（

もく
⽊・星期四） 
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Thursday March ２1st.  10︓30am. 〜 11︓30am.

＠
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, ラウンジだより, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-03-16

交流イベント「⽇本の春のお花を⽣けましょう」を開催しました
（3/10）

3⽉10⽇は「にほんの はるの おはなを いけましょう」をしました。

   

いけばなのなりたちや基本の⽣け⽅の説明の後、いけばな体験を楽しみました。
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みなさん、春らしい作品ができましたね。

     

 

空間や⼀つ⼀つのお花を⼤切にすることも感じてもらえました。

「いけばなは初めてだけど、とても楽しかった︕」という感想をいただきました。

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 伝統⽂化教室, 新着情報 | 投稿⽇: 2019-03-12

[http://kohokulounge.la.coocan.jp/event_03_10ohana/] |
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館外学習のお知らせ︓3⽉16⽇（⼟）の⽇本語教室は、館外学習の
ため、教室での授業はお休みになります。Japanese class on
Saturday, 16 March will be closed for excursion. ⽇语课因课外学
习，不在教室内上课。
が つ

3⽉16
にち

⽇（
ど よ う び

⼟曜⽇）の  
にほんごきょうしつ

⽇本語教室は、 
かんがいがくしゅう

館外学習のため、
きょうしつ

教室での
じゅぎょう

授業は おやすみに なります。

Japanese class on Saturday  , 16th March will be closed for excursion.

 

3⽉16⽇（星期六） 的⽇语课因课外学习，不在教室内上课。
 

 

カテゴリー: ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-03-10

【募集延⻑︕】⼩学1・2年⽣「英語で遊ぼう」４⽉スタート︕

 

下記講座は締切りました。

⇓ 

港北ラウンジでは、４⽉から⼩学１年⽣、２年⽣になるお⼦さん対象の英語のクラス「英語で遊ぼう」を新規開講し
ます︕︕ 

昨年まで、夏休みにのみ短期の「夏休み⼩学⽣英会話教室」を開講し、⼤変好評を得ていました。 

受講⽣の⽅からは、「夏休み以外にも⼩学⽣対象のクラスを開講してほしい」というご要望をいただき検討を重ねた結果、今年の春からい
よいよ通年クラスがスタートできることになったのです。

ネイティブの先⽣との楽しいレッスンで、英語に親しむことから始めましょう︕  

ご応募、お待ちしてます︕

☆応募⽅法などは以下のチラシをご覧ください。 

 応募⽤紙はこちらからダウンロードできます。 
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http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
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カテゴリー: ラウンジだより, 外国語教室 | 投稿⽇: 2019-03-08
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