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10⽉の伝統⽂化体験は、10/8(⽕）華道 Flower Arrangement

でんとうぶんかたいけんきょうしつ

伝統⽂化体験教室のご
あんない

案内です。
  Flower Arrangement〜華道（かどう）

Traditional Japanese Cultural Lessons 

    

Would you like to get acquainted with Japanese culture? 

Volunteer teachers will teach you in a friendly atmosphere. 

We have  Kado,Flower Arrangement class on October 8th. 
Please make a reservation at the reception desk.

http://kohokulounge.la.coocan.jp/10%e6%9c%88%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%81%af%e3%80%81108%e7%81%ab%ef%bc%89%e8%8f%af%e9%81%93%e3%80%80flower-arrangement/


 

 Flower Arrangement〜華道（かどう）

⽇ 時︓10⽉8⽇（⽕） 1pm〜3pm 

参加費︓外国⼈ 300円／⽇本⼈ 600円 

講 師︓⽯塚先⽣ 

定 員︓約10名

お電話または来館にてご予約を承ります。（045-430-5670）

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。

カテゴリー: イベント, 伝統⽂化教室 | 投稿⽇: 2019-09-28
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【ワクワクまつり予告②】外国をもっと知ろう︕

10⽉13⽇（⽇）の「第19回ワクワクまつり」まで、あと15⽇︕ 

港北ラウンジでは、スタッフ、ボランティア、学習者さん、みんなでお祭りの準備を進めています。

さて、今回の【予告】は、、、 

昨年も⼤活躍された、⽇本語教室の学習者・窓⼝外国⼈スタッフが参加・出演する
コーナーです。
出⾝国は様々︕その国の⽂化に触れるチャンスです。ぜひお越しください︕

 

お国紹介・ミニ外国語教室の様⼦（昨年⼤盛況︕今年もやります︕） 
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http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e4%ba%88%e5%91%8a%e2%91%a1%e3%80%91%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8a%e3%81%af%ef%bc%9f%ef%bd%9e%e5%a4%96%e5%9b%bd%e3%82%92%e3%82%82/


外国⼈スタッフによるワークショップ（今年の企画は後ほど紹介します︕）

 

     

⽇本語教室学習者による発表（※⽇付は昨年のものです）

 

皆さん、お楽しみに︕

カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2019-09-27

【ワクワクまつり予告①】華やかなフラメンコ♥

9⽉も残すところわずかになりました。 

10⽉13⽇（⽇）の「第19回ワクワクまつり」まで、あと17⽇︕ 

港北ラウンジでは、スタッフ、ボランティア、学習者さん、みんなでお祭りの準備を進めています。
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さて、今年の「ワクワクまつり」にはどんな楽しい企画が予定されているのでしょうか︖ 

これから、【予告】として「ワクワクまつり」の注⽬の企画や演⽬について、みなさんにお知らせしていきますので、
どうぞお楽しみに︕♥ 

まず、今⽇ご紹介するのは、フェリス⼥学院⼤学フラメンコ部の皆さんです。

スペイン南部のアンダルシア地⽅に伝わる芸能である「フラメンコ」、なんとなくイメージがある⼈は多いと思いますが、実際に⽣でパフ
ォーマンスを⾒たことがない⽅も多いのではないでしょうか。 

10⽉13⽇（⽇）は港北ラウンジの「ワクワクまつり」で、ぜひフェリス⼥学院⼤学フラメンコ部さんの華麗なフラメンコステージをお楽し
みください︕︕ 

※写真は今年8⽉館⼭市で⾏われた「全国⼤学フラメンコフェスティバル」の様⼦です。 

  

 

カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2019-09-26

10/2 (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 Oct. 2nd. 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10⽉2⽇（⽔）

10がつ2にち 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 October 2nd. 
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10⽉2⽇（星期三）⽇吉分教室上课。

カテゴリー: ラウンジだより, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-09-26

ラウンジニュース「そよ⾵」118号を発⾏しました

ラウンジニュース「そよ⾵」118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: 2019-09-25

[http://kohokulounge.la.coocan.jp/soyokaze_118/] |

⼩学1〜2年⽣の英語クラス「英語で遊ぼう」受講⽣募集中 (9/30締
切）

⼩学1年⽣、2年⽣の皆さん︕ 

ネイティブの先⽣と楽しく英語で遊びませんか︖ 

「英語で遊ぼう」では、若⼲名、追加募集中です。 
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お問い合わせはお気軽にどうぞ♪ 

カテゴリー: ラウンジだより, 外国語教室 | 投稿⽇: 2019-09-19

9⽉の伝統⽂化体験は、9/26「華道」Flower Arrangement

でんとうぶんかたいけんきょうしつ

伝統⽂化体験教室のご
あんない

案内です。
  Flower Arrangement〜華道（かどう）
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Traditional Japanese Cultural Lessons 

    

Would you like to get acquainted with Japanese culture? 

Volunteer teachers will teach you in a friendly atmosphere. 

We have  Kado,Flower Arrangement class on September 26th. 
Please make a reservation at the reception desk.

 Flower Arrangement〜華道（かどう）

⽇ 時︓9⽉26⽇（⽊） 1pm〜3pm 

参加費︓外国⼈ 300円／⽇本⼈ 600円 

講 師︓⽯塚先⽣ 

定 員︓約10名

お電話または来館にてご予約を承ります。（045-430-5670）

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。
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カテゴリー: イベント, 伝統⽂化教室 | 投稿⽇: 2019-09-19

9/18 (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. 18th. 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18⽇（⽔）

9がつ18にち 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 18th. 

9⽉18⽇（星期三）⽇吉分教室上课。

カテゴリー: ラウンジだより, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-09-12 

ママカフェ★⽉⾒団⼦を作りました♪
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つぎ
次のママカフェは9⽉25⽇です♪

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: 2019-09-11

【おしらせ】きょう にほんごきょうしつは おやすみです。こ
うほくラウンジは かいかんします。

９がつ ９にち げつようび 

おはようございます。 

きょうの にほんごきょうしつ（げつようクラス） は おやすみです。

でんしゃが うごいていないので にほんごの じゅぎょうは ありません。

でも、こうほくラウンジは あいています。 

もし、ラウンジに くるひとは きをつけて きてください。

まどぐちスタッフより

9⽉9⽇（⽉） 

おはようございます。 

本⽇の ⽇本語教室（⽉曜クラス）はお休みとさせていただきます。
台⾵の影響で交通機関に影響が出ていますので、休講とさせていただきます。 

ご理解のほど よろしくお願いいたします。

ただし、港北国際交流ラウンジは、通常通り午前9時から開館いたします。 

来館される⽅は、お⾜もとに⼗分気を付けてお越しください。

窓⼝スタッフより

Monday September 9th.
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Today’s Japanese class (Monday morning class) will be closed due to transportation disruption because of typhoon. 

See you next week.

However Kohoku International Lounge open as usual.

STAFF

 

カテゴリー: ラウンジだより, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-09-09
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