
⽉別アーカイブ: 2020年1⽉

2/5(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 Feb.5th. 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。 

2020年2⽉5⽇（⽔）

2がつ5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 February 5th at annex. 

2⽉5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, 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2020-01-31

THÔNG BÁO DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG
NHẬT

THÔNG BÁO DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG NHẬT  

Vui lòng đăng ký với trung tâm qua điện thoại hoặc email. Khi có lớp nhận học viên mới, chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn.  

Vui lòng liên hệ và đăng ký qua số điện thoại của Kohoku Lounge theo thông tin sau: 

℡ 045-430-5670 

✉ kohokulounge@yokohama.nifty.jp

Khi gừi email, vui lòng gửi theo mẫu dưới đây: 

1. 
なまえ
名前  /  Name  / Tên:

2. 
しゅっしんこく
出 ⾝ 国  / Nationality / Quốc tịch:

でんわばんごう
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3. 電話番号/ Telephone number/ Điện thoại:

4. 
にほんご
⽇本語レベル/ Japanese level/ Trình độ tiếng Nhật:

5. 
べんきょう
勉 強したい

ようび
曜⽇/ Days of the week you want to join/ Lớp bạn muốn học: 

 

 Chúng tôi có các lớp
sau:

[Lớp sáng (10:00 –

12:00): Thứ hai/ ba/

năm/ sáu/ bảy/ chù

nhật]

[Lớp tối (18:30 – 20:30):

Thứ ba/ Thứ năm]

[Lớp ở Hiyoshi: Tối thứ

Tư ]

 [元記事] 【にほんご きょ
うしつ】すぐに はいれ
ません。べんきょうした
い ひとは もうしこみ 
してください

 

 

カテゴリー: ベトナムご の おしらせ | 投稿⽇: 2020-01-20
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ニューイヤーコンサート2020♪「新春を美しい奏で迎えましょう」
開催

港北国際交流ラウンジ恒例の新春イベント、 

ニューイヤーコンサート2020♪「新春を美しい奏で迎えましょう」が開催されました。

今回は、港北国際交流ラウンジの⽇本語教室で学んでいる外国⼈学習者の⽅の演奏と 

篠原中学吹奏楽部の⽣徒さん、そしてお正⽉らしく ⼤曽根夢太⿎どどん⿎さんの和太⿎演奏 

と盛沢⼭のコンサートとなりました。

 

午前の部はインドネシア、台湾、ベトナム、ドイツ出⾝の学習者の皆さんが 

それぞれヴァイオリン、電⼦マンドリン、⽵フルート、ボサノバのギター演奏で 

プロ顔負けの演奏を披露してくれました。♬♪ 

演奏の合間には、⺟国の⾔葉や楽器にちなんだお話しなども聞けてとても楽しかったです。

途中お汁粉タイムで皆さんお腹もご満⾜頂き、午後の部がスタート。

  

篠原中学校吹奏楽部の⽣徒さん総勢40名がそれぞれのパートごとに楽器紹介をしてくれたあと、 

ドラえもんの曲や「パプリカ」、ジブリメドレーなど若さあふれる演奏を披露、 
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⼩さなお⼦さん連れのお客さんもノリノリ♪でした。 

 

そして、最後はどどん⿎さんの賑やかな和太⿎パフォーマンスで会場は最⾼潮に達しました。 

太⿎のリズムと笛の⾳に合わせて、フォーメーションの変化に富む⾒た⽬にも華やかでかっこいいパフォーマンスに⼤きな拍⼿が起きてい
ました。✨

出演者含め200名近い参加の皆様で会場からあふれ出るお客様も出る程、 

★⼤盛況★なコンサートとなりました。

出演してくださった皆様、どうもありがとうございました︕︕ 

2020年が、皆さんにとってすばらしい1年になりますように︕︕

 

カテゴリー: イベント, 新着情報 | 投稿⽇: 2020-01-15

2⽉の伝統⽂化体験は、2/14「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 February 14th. 
Please make a reservation at the reception desk. 
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 Flower Arrangement〜華道（かどう）

⽇ 時︓2⽉14⽇（⾦） 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, 新着情報 | 投稿⽇: 2020-01-14
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中国語スタッフお休みのお知らせ 1⽉24⽇、31⽇ 中⽂⼯作⼈员
休息
ちゅうごくごたいおう
中 国 語 対 応の

す た っ ふ
スタッフのお

やす
休みを お

し
知らせします。  

中⽂⼯作⼈员休息，敬请谅解︕

1⽉24⽇、31⽇（⾦・星期五）

カテゴリー: 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-01-14

【お知らせ】英会話初級（⽔）受講⽣のみなさまへ

＜外国語教室「英会話初級」⽔曜クラス 受講中のみなさまへ＞

すでにメールにてご連絡いたしましたが、 

1⽉８⽇（⽔）に予定されていた英会話初級クラスの振替授業は、 

1⽉29⽇（⽔）13時より実施いたします。

なお、1⽉15⽇（⽔）、1⽉22⽇（⽔）の授業も 

当初予定通り実施いたします。

よろしくお願い致します。

窓⼝スタッフ 外国語教室担当

 

 

カテゴリー: 外国語教室, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-01-10

⽇本語教室 ⽉曜クラス防災センター⾒学（12/2）

⽇本語⽉曜クラス 横浜市⺠防災センター⾒学に⾏って来ました。
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12⽉2⽇、⽉曜クラス総勢35名でツアー出発︕  

当⽇はあいにくの⾬でしたが、バスで楽しく向かいます。 

 到着後、まずは防災意識を⾼める映画を鑑賞。映画は意外に感動的で涙ぐむ学習者も…。

 次に地震体験。 

最新の設備で東⽇本⼤震災など過去の⼤地震を映像とともに体験。 

⼿すりにつかまって⽴っているのもやっとです。

 消⽕器の使い⽅も職員の⽅にご指導いただきました。 

実際に消⽕器を使ってみるいい機会になりました。

様々な体験をし、最後にミニ消防⾞を囲んで記念写真をパチリ。 

皆さんいい表情です︕



ラウンジに到着後、港北消防署の⽅とお弁当ランチ。 

港北区のハザードマップの⾒⽅なども教えて頂きました。

いざという時に役⽴つ様々な情報に触れることが出来た1⽇でした。 

消防署の皆さん、本当にお世話になりました︕

後⽇、中国の学習者さんから感想⽂をいただきました。

 冬のその⽇、すごい⾬が降りました。暗い空、冷たい空気。

私は、先⽣と⾊々な国の学⽣と⼀緒に、横浜市⺠防災センターへ⾏きました。 

⾬の中、バスで30分かけて⾏きました。

その防災センターは、横浜駅の近くにありますが、私は⾏ったことがありませんでした。 

親切な案内の消防⼠さんが、地震が来る前にみんなが準備する事について話してくれました。 

私たちは、おもしろくて役に⽴つ映画を⾒ました。 

また、地震や⽕災や台⾵のモデルを体験しました。 

そして、みんなはどんなことをしたらいいかを知りました。 

半⽇の⾒学時間は短くて、すぐに帰る時間になりました。 

これから、⾮常袋を⽤意しておきます。 

でも、それを使う⽇が来ないでほしいと思っています。

 

カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2020-01-06 
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Tea Ceremony 1day Lesson １⽉の伝統⽂化教室は「茶道」、
1/10（⾦）に開催します。

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

伝統⽂化体験のご案内です。 

令和2年、2020年1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︓2020年1⽉10⽇（⾦） 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/%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%ef%bc%91%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%81110%ef%bc%88%e9%87%91%ef%bc%89/


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: 2020-01-06

1/7 ロシア語・ウクラナイナ語スタッフのお休み Absence of the
Ukrainian / Russian speaking sta�s.

以下⽇程、外国語対応をお休みさせていただきます。

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/%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%ef%bc%91%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%81110%ef%bc%88%e9%87%91%ef%bc%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/17-%e3%83%ad%e3%82%b7%e3%82%a2%e8%aa%9e%e3%83%bb%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%8a%e8%aa%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%ae%e3%81%8a%e4%bc%91%e3%81%bf-absence-of-th/
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We won’t have international sta�s on the following days.
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Absence of Ukrainian /Russian speaking sta� 
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1⽉7⽇⽕曜⽇ Tuesdays, Jan.7
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【交流イベント】1⽉12⽇（⽇）ニューイヤーコンサート2020♪

2020年、港北国際交流ラウンジの新春イベントは、ニューイヤーコンサート2020です︕

★2020年1⽉12⽇（⽇） 10︓30開演 （10︓15 受付開始） 

            13︓15終演予定 

★予約不要です。直接会場（港北国際交流ラウンジ）にお越しください。 

★⼊場無料です。毎年好評のお汁粉のサービスもあります。

午前中に出演してくださるのは、港北ラウンジで⽇本語を学んでいる学習者さんたち、3組です。 

出⾝国は、インドネシア、台湾、ベトナム、ドイツ、そして⽇本と多彩︕︕ 

楽器もヴァイオリン、電⼦マンドリン、⽵フルート、ギター・・・♬♪ 

港北ラウンジならではの多⽂化で多彩な調べをお楽しみください。

そして、午後は、地元の中学⽣の吹奏楽アンサンブル（篠原中学校吹奏楽部）と、 

⼩学⽣を中⼼とした和太⿎チーム（⼤曽根夢太⿎どどんこ）の若さ溢れる演奏です︕✨

皆さんぜひご⼀緒に、新春を美しい奏で迎えましょう︕

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/17-%e3%83%ad%e3%82%b7%e3%82%a2%e8%aa%9e%e3%83%bb%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%8a%e8%aa%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%ae%e3%81%8a%e4%bc%91%e3%81%bf-absence-of-th/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e4%ba%a4%e6%b5%81%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%911%e6%9c%8812%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%97%a5%ef%bc%89%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3/
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