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外国語教室 後期/追加募集 8/26〜受付けます。(9/30締切）

2019年後期の追加募集が8⽉26⽇よりスタート︕ 

下記講座にて若⼲名の⽋員募集をします。

★英会話⼊⾨（基礎から英会話を学びます。） 

★英語であそぼう（⼩学1年⽣・2年⽣対象。ネイティブ講師と楽しく） 

★ビジネス英会話初級（仕事で使う英語の初級を学びます。） 

★英語でおもてなし（オリンピックに向けて⽇本に来る外国⼈と 

 コミュニケーションを） 

★イタリア語⼊⾨（イタリア語を基礎から学びます。）

※上記はすべてネイティブ講師、2019年4⽉からスタートした講座です。
 講座申込み、⾒学申込み共に、8⽉26⽇から受付けます。（先着順） 

 ⾒学は指定⽇に30分程度です。⾒学なしでもお申込みできます。 

 期間内であっても定員になり次第締切ります。 

 ⾒学なしのお申込みが多かった場合、⾒学⽇以前に締切る場合もございます。
 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%8010%e6%9c%88%ef%bd%9e3%e6%9c%88%e5%be%8c%e6%9c%9f%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e5%8b%9f%e9%9b%86/
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http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/2019%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%B8%80%E8%A6%A7HP%E7%94%A8.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/language-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%8010%e6%9c%88%ef%bd%9e3%e6%9c%88%e5%be%8c%e6%9c%9f%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e5%8b%9f%e9%9b%86/


9/4 (⽔) ⽇吉（ひよし）サテライト教室は開講します。 We will
have Japanese class at Hiyoshi satellite on Sep. 4th. ⽇吉分教室
上课。

⼯事でご迷惑をおかけしておりますが、 

以下の⽇程は⽇吉のサテライト教室を開講します。 

2019年9⽉4⽇（⽔）

9がつ4か の にほんごきょうしつ ひよし くらすは あります。

We will have Japanese class at Hiyoshi satellite on September 4th. 

9⽉4⽇（星期三）⽇吉分教室上课。
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親⼦で楽しむアフリカ体験 開催しました

8/18（⽇)の交流イベント「親⼦で楽しむアフリカ体験」が開催されました。

       

アフリカ太⿎ジャンペを使った演奏やダンス、紙芝居のお話は⼤いに盛り上がりました。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/94-%e6%b0%b4%e3%80%80%e6%97%a5%e5%90%89%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%88%e3%81%97%ef%bc%89%e3%82%b5%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%af%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%97%e3%81%be/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/94-%e6%b0%b4%e3%80%80%e6%97%a5%e5%90%89%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%88%e3%81%97%ef%bc%89%e3%82%b5%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%af%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%97%e3%81%be/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%a6%aa%e5%ad%90%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%80%80%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/P8181340.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/P8181342.jpg


   

カラフルなアフリカ⾐装を⾝につけて、ジャンベを体験、

先⽣に教えてもらいながら、皆でリズムをとって即興にも挑戦しました。

       

 

アフリカンビーズ作りのワークショップでは、ブレスレット作りに挑戦。夢中になってウッドビーズに模様を描く⼦供たちは皆、時間を忘
れてとても楽しんでいる様⼦でした。

   

サバンナの動物家族写真展では、迫⼒満点の動物たちの写真に引き込まれました。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/P8181222.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/P8181193.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/P8181143.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/P8181354.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/-e1566883770575.jpeg


 

間もなく第7回アフリカ開発会議（TICAD）が横浜で開催されます。 

これを機にアフリカを⾝近に感じ、興味を持っていただけたら、と思います。
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⽇本語教室⽇曜クラスの報告

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%a6%aa%e5%ad%90%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%80%80%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e6%97%a5%e6%9b%9c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%a0%b1%e5%91%8a/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/%E6%95%91%E6%80%A5%E6%95%99%E5%AE%A4%E8%A8%98%E4%BA%8B.jpg
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8/18（⽇）アフリカンビーズづくり体験（⼩学⽣対象）午後の部
はまだ空きあります。

⼩学⽣のみなさん︕
次の⽇曜⽇、8⽉18⽇（⽇）の予定は決まっていますか︖ 

もしまだなら、ぜひ港北国際交流ラウンジへ︕︕

「親⼦で楽しむアフリカ体験」のワークショップ、
アフリカンビーズづくり体験（⼩学⽣対象）は、午後の部（12時から）にまだ空きがあります。 

ご予約はお電話（045-430-5670）か来館で。（参加費100円は当⽇払い） 

※午前の部（11時から）は、ご予約が定員に達しましたので 

 現在キャンセル待ちのみ受け付けています。

「親⼦で楽しむアフリカ体験」は、そのほかにもご家族皆さんでアフリカ体験を
楽しんでいただける企画がいっぱい♪♬

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/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e6%97%a5%e6%9b%9c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%a0%b1%e5%91%8a/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/818%ef%bc%88%e6%97%a5%ef%bc%89%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bc%88%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%af%be/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/african_beads.png


ぜひ、お友達を誘って港北ラウンジに遊びに来てくださいね︕
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第19回ワクワクまつり 10⽉13⽇（⽇）今年も開催します︕
ことし
今年で19

かいめ
回⽬になるワクワクまつり。 

10⽉13⽇（⽇）に
かいさい
開 催します。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/818%ef%bc%88%e6%97%a5%ef%bc%89%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bc%88%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%af%be/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e7%ac%ac19%e5%9b%9e%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8a%e3%80%8010%e6%9c%8814%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%97%a5%ef%bc%89%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97/


こうほくこくさいこうりゅうらうんじ
港北国際交流ラウンジでは
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など、
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も
盛りだくさん★ 

みな
皆さまのご

らいじょう
来 場をスタッフ

いちどう たの
⼀ 同 楽しみにしております✨

ちらしPDF版 
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http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%ae%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/


⽇本語を教えるボランティア募集 説明会（9/29）のお知らせ
（9/22締切）

⽇本語を教えるボランティア説明会への参加受付は 

9⽉22⽇で締切りました。

港北国際交流ラウンジでは⽇本語を教えるボランティアを募集します。

当ラウンジが開講する養成講座を受けていただき、地域で⽣活する外国⼈への⽇本語学習⽀援⽅法を学んだ上で活動していただきます。

【事前説明会】（養成講座受講を希望する⽅は必ずご出席ください。） 

★開催⽇時︓ 2019年 9⽉29⽇（⽇）13︓30〜15︓00 

★会場  ︓   港北国際交流ラウンジ 

★対象  ︓   どなたでも 

★申込⽅法︓ 港北国際交流ラウンジへ電話または来館 

★申込期限︓ 9⽉22⽇（⽇）

 

【養成講座】 

★ 開催⽇   ︓   2019年10/27, 11/3, 11/24, 12/1, 12/8 の⽇曜⽇（全5回 – 4回以上の出席要） 
★開催時間︓   13︓30〜16︓00   

        ※追加実践講座 2020年 1/12(⽇), 1/23(⽊) 時間は同じ (原則 出席要) 
★ 会場       ︓    港北国際交流ラウンジ 

★対象        ︓      事前説明会出席者で講座修了後に当ラウンジでボランティア活動できる⽅ 

★定員        ︓   30名（申込者が多数の場合は抽選） 

★申込⽅法︓   事前説明会で案内 

★受講料    ︓      5,500円（含む教材費 講座初⽇10⽉27⽇に徴収） 

★講師        ︓   吉⽥聖⼦ 先⽣（地域⽇本語教育スタートアップ・プログラムアドバイザー）

 

⽇本語ボランティアとしての活動

養成講座を終了した⽅は、以下の当ラウンジいずれかのメイン・クラスで活動していただきます。

 （メイン）午前クラス（10︓00〜12︓00）⽇・⽉・⽕・⽊・⾦・⼟曜⽇ 

 （メイン）夜間クラス（18︓30〜20︓30）⽕・⽊曜⽇   

 （サブ）⽔曜⽇（注︓⽇吉地区センターで開催）

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆

ご参加お待ちしております

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%ae%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/


 

2019 年 養成講座 詳細はこちら↑↑↑ 
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【交流イベント】8/18（⽇)「親⼦で楽しむアフリカ体験」

【8⽉1⽇から アフリカンビーズづくり体験（⼩学⽣対象）予約受付】 

暑い暑い夏休み、いかがお過ごしですか︖ 

今年の夏は、第７回アフリカ開発会議（TICAD7)が横浜で開催されます。

⼈類発祥の地といわれるアフリカ。みなさんは、アフリカと聞いて何を思い浮かべますか。 

灼熱の砂漠︖野⽣動物の暮らすサファリ︖ 

⼤きなストライドでバネのように⾛る⻑距離ランナー︖

港北国際交流ラウンジでは、8⽉18⽇（⽇）に⾳楽やダンス、おはなしを通して 

アフリカの⽂化に親しむイベントを開催します︕︕皆さんのお越しをお待ちしています︕

2019年8⽉18⽇（⽇）11︓00〜13︓00「親⼦で楽しむアフリカ体験」

＊アフリカ太⿎ジャンべとダンスのショーとおはなし 

＊アフリカ太⿎ジャンべの体験 
＊アフリカの⺠族⾐装の試着、アフリカンビーズ作り体験 

（⺠族⾐装試着とアフリカンビーズ作りは⼩学⽣が対象です。） 

＊＜同時開催＞サバンナの動物家族写真展

イベント参加無料 申込不要 

※アフリカンビーズ作り体験（⼩学⽣対象 参加費100円）のみ、予約が必要です。 

  予約受付は８/1〜（先着順） 来館またはお電話で（☎045-430-5670）

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e9%a4%8a%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%ae%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/818%ef%bc%88%e6%97%a5%e3%80%8c%e8%a6%aa%e5%ad%90%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%80%8d/
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