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5⽉の伝統⽂化教室は「茶道」、5/9（⽊）に開催します。

Traditional Japanese Cultural Lessons 
   〜Tea Ceremony〜茶道（さどう） 

伝統⽂化教室のご案内です。 

5⽉は「茶道教室」です。

Would you like to get acquainted with Japanese culture? 

Volunteer teachers will teach you in a friendly atmosphere. 

We have Sado ,tea ceremony, class on May 9th. 

Please make a reservation at the reception desk.

⽇ 時︓5⽉9⽇（⽊） 12︓45pm〜3pm 

参加費︓外国⼈ 200円／⽇本⼈ 400円 

講 師︓武井先⽣ ⻑堀先⽣ 

定 員︓約10名 

お電話または来館にてご予約を承ります。

ラウンジのボランティア部会に所属されていない、 

⼀般の⽅も参加できます。但し、外国⼈が優先となります。 

定員に達した場合、募集を締め切ります。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/5%e6%9c%88%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%af%e3%80%8c%e8%8c%b6%e9%81%93%e3%80%8d%e3%80%8159%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%81%ab%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/sadou_woman.png


2019-2020伝統⽂化スケジュール 

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 伝統⽂化教室 | 投稿⽇: 2019-04-29

⽇本語教室＜⽔曜⽇吉＞当⾯の間、新規受け⼊れはしませ
ん。/stop accepting new students on Wednesday evening
Hiyoshi class/暂时停⽌接受新学习者。

現在、満席のため、⽔曜⽇吉サテライトクラスの新規学習者の受け⼊れはしておりません。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E6%96%87%E5%8C%96%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB2019-2020rv.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/culture-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/5%e6%9c%88%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%af%e3%80%8c%e8%8c%b6%e9%81%93%e3%80%8d%e3%80%8159%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%81%ab%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%9c%e6%b0%b4%e6%9b%9c%e6%97%a5%e5%90%89%ef%bc%9e%e5%bd%93%e9%9d%a2%e3%81%ae%e9%96%93%e3%80%81%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%8f%97%e3%81%91%e5%85%a5%e3%82%8c/


すいよう ひよしサテライトクラスの にほんごきょうしつ は はいれません。 

We are currently stop accepting new students on Wednesday evening class at at Hiyoshi.

You can take any classes except Thursday morning class and Wednesday evening Hiyoshi class.

由于星期三夜间(⽇吉分教室）的⽇语教室学习名额已满，暂时停⽌接受新学习者。

2019年5⽉〜 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

港北国際交流ラウンジの⽇本語教室は、クラスの定員を超えた場合、お断りすることがあります。

Students can participate in any of these classes as long as rooms and volunteers are available.

学习者可以参加任何⼀天的⽇语教室。但是如果您选择的教室名额已满，则需要更换其他教室，敬请谅解。

横浜市港北国際交流ラウンジ

カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-04-29

多⽂化(たぶんか）ママカフェ・Multicultural Mom’s cafe

4⽉24⽇（⽔）☂でしたが、みなさんがんばって きて くださいました。

ネパールの
もじ
⽂字って すてき だね〜 

そんな はなし から、ネパールの ママが みんなに ネパール語の 
なふだ
名札を 

つく
作ってくれました。

 

わたしも︕わたしも︕

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%9c%e6%b0%b4%e6%9b%9c%e6%97%a5%e5%90%89%ef%bc%9e%e5%bd%93%e9%9d%a2%e3%81%ae%e9%96%93%e3%80%81%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%8f%97%e3%81%91%e5%85%a5%e3%82%8c/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%89%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bbmulticultural%e3%80%80moms-cafe/


  

わたしたちスタッフも 
か
書いて もらいました︕

 

パパとママの まね してるのかな︖ 

みんなにジュースを 
くば
配って おおいそがし︕

 

まだ10ヶ⽉の⼦が、
ある
歩き

はじ
始めました︕ 

みんなに 
み
⾒て もらって、うれしくて 歩き回りました︕

ネパール語の
なふだ
名札で記念にパチリ



次は、5⽉8⽇（⽔）です︕

 

カテゴリー: 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-04-25

「⼦連れママの⽇本語教室」の授業⾵景

※
こ づ

⼦連れママの
にほんごきょうしつ

⽇本語教室は、9
がつ

⽉から
とうめんちゅうし

当⾯中⽌します。（2019/07/19）  

こんねんど
今年度から

あら
新たに

はじ
始まった「

こづ
⼦連れママの

にほんごきょうしつ
⽇ 本 語 教 室」。 

きょう
今⽇は、３

にん
⼈のママが、お

こ
⼦さんを

つ
連れて、

にほんご
⽇本語の

べんきょう
勉 強に

き
来てくれました。 

こ
⼦どもたちが

げんき
元気に

あそ
遊んでいる

よこ
横で、ママたちは

いっしょう
⼀ ⽣けんめい

べんきょう
勉 強しました。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%89%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bbmulticultural%e3%80%80moms-cafe/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/2019_04kodure_mama/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%93%e3%81%a5%e3%82%8c%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%80%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%af%e3%81%98/


 

じかい
次回は、５

がつ
⽉
なのか
7 ⽇（

か
⽕）13:00~15:00です。

 

 

 

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-04-16 

書道教室 「令和」を書きました（4/11）

4⽉11⽇（⽊） 

伝統⽂化の書道体験教室が開かれました。 

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/2019_04kodure_mama/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%9b%b8%e9%81%93%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%80%e3%80%8c%e4%bb%a4%e5%92%8c%e3%80%8d%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%88411%ef%bc%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/%E6%9B%B8%E9%81%93%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E4%BB%A4%E5%92%8C.jpg


今回は、「平成最後の」伝統⽂化教室。 

10⽇前に発表されたばかりの 新元号「令和」（れいわ）も書きました。

 

集中して⼀枚にしたためる、ひととき、、、 

慌ただしい⽇常の中で、そんなゆっくりした時間があってもいいですね。 

半紙に書いた後は、⾊紙にも。作品は、ぜひお部屋に飾ってくださいね︕

次回の伝統⽂化教室は5⽉9⽇（⽊）茶道教室です。 

予約受付始まっています。ラウンジ窓⼝まで。

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: 2019-04-14

多⽂化ママカフェ スケジュール Schedule for Multicultural
Mom’s cafe 4⽉〜7⽉
た ぶ ん か

多⽂化ママカフェ、４
がつ

⽉から
つき

⽉２
かい

回 
かいさい

開催します︕

まいつき
毎 ⽉ 

だい
第２、

だい
第４

すいようび
⽔曜⽇です。 

した
下のスケジュールを

み
⾒てください。

We will be opening Multicultural Mom’s Cafe TWICE a month!

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/culture-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%9b%b8%e9%81%93%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%80%e3%80%8c%e4%bb%a4%e5%92%8c%e3%80%8d%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%88411%ef%bc%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-schedule-for-multicultural-moms-cafe%e3%80%804%e6%9c%88/


The second and the fourth Wednesdays of each month. 
PLS check out our schedule below.

ママカフェ スケジュール 

↓↓↓

                                       

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: 2019-04-08

4⽉伝統⽂化教室は「書道」（4/11）、令和を書きましょう

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B72019-4-7%E6%9C%88.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B72019-4-7%E6%9C%88.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/momscafe/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-schedule-for-multicultural-moms-cafe%e3%80%804%e6%9c%88/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/4%e6%9c%88%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9b%b8%e9%81%93%e3%80%8d%e3%80%81%e4%bb%a4%e5%92%8c%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86/


Traditional Japanese Cultural Lessons

伝統⽂化教室のご案内です。 

4⽉は「書道教室」です。 

今回は新元号「令和」も書きます︕

Would you like to get acquainted with Japanese culture? 

Volunteer teachers will teach you in a friendly atmosphere. 

We have SYODO, calligraphy, class on April 11th. 

Please make a reservation at the reception desk.

⽇ 時︓4⽉11⽇（⽊） Thrsday 11th April  1pm〜3pm 

参加費︓外国⼈100円／⽇本⼈200円 

講 師︓河村先⽣  

定 員︓約10名（外国⼈優先枠5名） 

お電話または来館にてご予約を承ります。

ラウンジのボランティア部会に所属されていない、 

⼀般の⽅も参加できます。但し、外国⼈が優先となります。 

定員に達した場合、募集を締め切ります。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/%E6%9B%B8%E9%81%93%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E4%BB%A4%E5%92%8C.jpg


 

 

 

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 伝統⽂化教室 | 投稿⽇: 2019-04-05

⺟の⽇イベント「⼩学⽣のフラワーアレンジメント」開催
（5/12）→締め切りました。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E6%96%87%E5%8C%96%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB2019-2020rv.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/30dentobunka.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/culture-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/4%e6%9c%88%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9b%b8%e9%81%93%e3%80%8d%e3%80%81%e4%bb%a4%e5%92%8c%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/2019_05_20hahanohi/


＜満員御礼＞以下のイベントの申込み受け付けは終了しました。 

⼩学⽣対象のイベント「⺟の⽇のフラワーアレンジメント」を開催します。

「花を通して外国とのつながりを考えてみよう」をテーマに、⺟の⽇のフラワーアレンジメントを作成します。

⽇時︓５⽉１２⽇（⽇）１４︓００〜１５︓３０（受付１３︓４５） 

対象︓⼩学⽣（１〜６年⽣） 

参加費︓５００円 

申込み︓４⽉２０⽇（⼟）９時〜 先着１５名 電話⼜は来館にて受け付けます。

詳しくはチラシ（PDF)をご覧ください。

 

カテゴリー: イベント, ラウンジニュース「そよ⾵」, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-04-01

こづれママのにほんごきょうしつ いよいよはじまります︕
あした

明⽇（４がつ２にち）から 
にほんごきょうしつ

⽇本語教室の 「
こ づ

⼦連れママクラス」が
はじ

始まります。 
ちい

⼩さなお
こ

⼦さんや
あか

⾚ちゃんと
いっしょ

⼀緒に
さんか

参加できます。 
だい

第１・
だい

第３
か よ う び

⽕曜⽇の１３
じ

時から１５
じ

時です。 
こそだ

⼦育てのための
に ほ ん ご

⽇本語を
べんきょう

勉 強しませんか︖ 
くわ

詳しくは チラシを
み

⾒てください。

 A Japanese class specially for mother with toddler will start from April onward . Small child or

baby are able to join in together.

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/05_12_hananohi.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8c%e3%81%9d%e3%82%88%e9%a2%a8%e3%80%8d/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/2019_05_20hahanohi/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%93%e3%81%a5%e3%82%8c%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%80%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%af%e3%81%98/


Every 1st & 3rd Tuesday @13 :00 ~ 15:00  

Let’s learn about parenting in Japanese

 4⽉份开始为带孩⼦的妈妈开设了⽇语教室。 

可以带着幼⼉及婴⼉⼀起来参加学习。 

时间为每⽉的第⼀、第三个星期⼆下午13:00  〜15:00。 

快来参加这个专为育⼉妈妈开设的⽇语班吧︕

 ※⇓チラシ （にほんご・中⽂・English）クリックしてね︕ ⇓CLIK! 

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-04-01

サイトマップ    サイトポリシー

Copyright ©2000-2016 Yokohama Kohoku International Lounge All Rights Reserved.

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/02/%E5%AD%90%E9%80%A3%E3%82%8C%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6%95%99%E5%AE%A4.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/02/%E5%AD%90%E9%80%A3%E3%82%8C%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6%95%99%E5%AE%A40208%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E.pdf
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