
⽉別アーカイブ: 2019年11⽉

⽇本語教室 ⾦曜クラス「プチワクワクまつり」を開催しまし
た。
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多⽂化ママカフェ ぶつぶつこうかん しました♪(11/27)

 ♪
ぶつぶつこうかん

 物々交換 をしました ♪

11⽉27⽇の ママカフェは 
あめふり
⾬降りでしたが、ぶつぶつ

こうかん
交換 しました〜。 

えいご
英語の 

とびだすえほん
⾶び出す絵本に 

おおよろこび
⼤ 喜 びの 

おやこ
親⼦ ♪

 

 

しんせいじ
新⽣児から 110サイズまでの 

ふく
服や、

ぼうし
帽⼦・タイツ、

えほん
絵本、

にんき
⼈気アニメのDVDや 

かいがい
海 外の ⼦どもの

ばんぐみ
番 組 などもありました。

つぎ
次の 12⽉11⽇ はポットラックパーティーです︕ 
てづくり
⼿作りでも 

か
買ったものでも なんでも いいです。 

なに
何か 

いっぴん
⼀ 品 

も
持って 

き
来てくださいね︕ 

ぶつぶつ
こうかん
交 換 の 

のこ
残りも ありますよ〜︕

  
くわ
詳しくはこちらをクリック︕ Click me!!

 

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, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-11-29
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12/4(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 Dec. 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別館にて開講します。 

2019年12⽉4⽇（⽔）

12がつ4か の にほんごきょうしつ ひよし くらすは べっかん で あります。

We will have Japanese class at Hiyoshi satellite on November 20th at annex. 

12⽉4⽇（星期三）⽇吉分教室上课的学习者请注意，6号将在别馆⾥上课。

カテゴリー: ラウンジだより, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-11-29

For Foreign Moms! 多⽂化ママカフェ 多元化妈妈咖啡厅︕ぶつぶ
つこうかん(11/27)

 ♪
ぶつぶつこうかん

 物々交換  Free Flea Market♪ 

 11がつ27にち ママカフェやります︕ 
Mama cafe will be open on Nov. 27. 

つか
使わなくなった

もの
物、

いえ
家にある いらない物など、持ってきて くださいね︕ 

たとえば、 
ちい
⼩さくなった

こどもふく
⼦供服、 ベビー

ようひん
⽤ 品など。 

その
ほか
他 なんでも いいです。 

だれか ほしい
ひと
⼈ に あげましょう。 

そして、いい
もの
物を

み
⾒つけましょう︕ 

＊
のこ
残った

もの
物は 

も
持って 

かえ
帰ります。

We will be opening the “White Elephant Sale” @ Multicultural Mom’s café on Nov. 27. 

Bring something you don’t need any more; used baby cloths used baby goods and so on, and give them to someone who need them. 

You can also just come and �nd some great items or hand-me-downs.

⭐ 11⽉27号的妈妈咖啡馆将举办“物物交换会” ⭐   
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把你不再需要⽤的婴⼉〜⼩孩⼦⽤品或⾐服之类的带来这⾥和有需要的⼈交换吧︕ 

或许可以在这⾥找到你想要的东⻄哟︕ 

剩下的物品可以带回去 

2019年11
がつ
⽉27

にち
⽇（
すい
⽔・星期三） 

Wednesday November 27.  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  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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 me 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︕

くわ
詳しくはこちらをクリック︕ Click me!!

 

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: 2019-11-21

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/IMG00678_R.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%972019.11-2020.3.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%972019.11-2020.3.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%972019.11-2020.3.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/momscafe/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/for-foreign-moms-%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7-%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%8c%96%e5%a6%88%e5%a6%88%e5%92%96%e5%95%a1%e5%8e%85%ef%bc%81%e3%81%b6%e3%81%a4%e3%81%b6/


応援しよう︕少年国際交流サッカー⼤会（11/30）

今年も 11⽉30⽇（⼟） 

東京横浜独逸学園グランドにて、 

「少年国際交流サッカー⼤会」が開催されます。

★出場予定チーム 

東京横浜独逸学園DSTYイーグルス 

FC ノマド 

セント・メリーズ・インターナショナル・スクール 

横浜市⽴⼤綱中学校 

横浜市⽴新⽻中学校 

横浜市⽴篠原中学校

⼀緒に、国際交流試合を観戦・応援しましょう︕

＊会場となるドイツ学園は横浜市営地下鉄「仲町台」駅から徒歩8分です。 

 駐⾞場はありません。
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少年国際交流サッカー⼤会チラシ（ＰＤＦ）

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 新着情報 | 投稿⽇: 2019-11-19

11/20(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 Nov. 20th. ⽇吉分教室上
课。
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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別館にて開講します。 

2019年11⽉20⽇（⽔）

11がつ20にち の にほんごきょうしつ ひよし くらすは べっかん で あります。

We will have Japanese class at Hiyoshi satellite on November 20th at annex. 

11⽉20⽇（星期三）⽇吉分教室上课的学习者请注意，6号将在别馆⾥上课。

カテゴリー: ラウンジだより, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-11-15

館外学習のお知らせ︓11⽉19⽇（⽕）午前の⽇本語教室は、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 Tuesday morning, 19 Nov. will be closed for excursion. ⽇语
课因课外学习，不在教室内上课。

11
がつ

⽉19
にち

⽇(
か よ う び

⽕曜⽇)
ご ぜ ん

午前の  
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 おやすみです。

Japanese class on Tuesday morning  , 19th June will be closed for excursion.

 

11⽉19⽇（星期⼆） 午前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: 2019-11-12

伝統⽂化体験 Traditional Japanese Culture Experience＜書道
Calligraphy＞のようす

Traditional Japanese Culture Experience  〜Calligraphy 

今⽇は⽇本の伝統⽂化 ＜書道 しょどう＞を体験する教室がありました。 

様々な国出⾝の⽅々が、⽇本の＜書道 しょどう calligraphy＞にチャレンジしました。
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 先⽣に教わりながら、みなさんとても楽しそうに書いてらっしゃいました。 

ステキな作品は、しばらくの間研修室３に貼りだしますので、みなさんご覧くださいね。

次の伝統⽂化体験教室は、1⽉10⽇（⾦）、＜茶道 さどう Tea Ceremony＞です。 

12⽉10⽇から予約を受け付けます。ぜひ、ご参加ください。 

くわしくは、こちら。

カテゴリー: ラウンジだより, 伝統⽂化教室, 新着情報 | 投稿⽇: 2019-11-09
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