
⽉別アーカイブ: 2020年2⽉

【重要】３⽉１⽇から３⽉１５⽇まで館内施設の利⽤を休⽌しま
す。

【重要なお知らせ】 
新型コロナウィルス感染症の拡⼤防⽌するため、 
港北区からの通達を受け、港北国際交流ラウンジは 
３⽉１⽇（⽇）から３⽉１５⽇（⽇）まで、 
以下の通り館内施設の利⽤を休⽌することになりました。 
ご理解のほど よろしくお願い申し上げます。 

＊状況により期間を延⻑する可能性があります。 

＊3⽉1⽇（⽇）から15⽇（⽇）に研修室の利⽤申請をされていた団体の 

 予約はこちらでキャンセルさせていただきます。

 

カテゴリー: ラウンジだより, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-02-29

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%89%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%81%be%e3%81%a7%e9%a4%a8%e5%86%85%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%ae/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E5%BF%9C202002291.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%89%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%81%be%e3%81%a7%e9%a4%a8%e5%86%85%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%ae/


たぶんかママカフェ やすみの おしらせ 

ママカフェ  やすみ の おしらせ

しばらくのあいだ ママカフェは、おやすみ します。 

コロナウィルス が ひろがらない ためです。 

つぎに はじめるときは、また おしらせします。 

みなさんも きをつけて くださいね❗ 

Mom’s cafe will be closed for a while

For your information, we have decided to close the Multicultural Mom’s cafe for a while taking into present situation in Japan.  

We will be noticing you when we start again. 

Please take care and look forward to seeing you next time ❣ 

通告

为了防⽌新型肺炎扩⼤传播妈妈咖啡厅将暂停举办直⾄另⾏通知。

 

 

カテゴリー: たぶんかママカフェ, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-02-26

Important Notice : Japanese Classes will be closed till further
notice.

To prevent the spreading from Coronavirus , we have decided to close all Japanese classes from 25th Feb onward till further notice.

Please check our homepage for re-open date around early April for further details.

 

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%89%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%81%be%e3%81%a7%e9%a4%a8%e5%86%85%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%ae/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7-%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e3%80%80%e3%81%ae%e3%80%80%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%80-2/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/momscafe/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7-%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e3%80%80%e3%81%ae%e3%80%80%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%80-2/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/important-notice-japanese-classes-will-be-closed-till-further-notice/


カテゴリー: 未分類 | 投稿⽇: 2020-02-26 

【中⽌】3/8（⽇）お茶とお琴を楽しむ会 「取消」听琴品茶惬意
会 「Cancelled」Enjoy Japanese tea over beautiful sound of
Koto, Japanese harp.

【中⽌のお知らせ】 
３⽉８⽇（⽇）に予定していた 以下の交流イベント「お茶とお琴を楽しむ会」は、新型コロナウ
ィルス感染症の拡⼤防⽌のため、中⽌することになりました。

申込をされ楽しみにしていただいていた⽅、申し訳ありません。ご理解のほどよろしくお願い申し
上げます。（２⽉２６⽇） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Would  you like to enjoy Japanese tea over beautiful sound of Koto, Japanese harp? 

３⽉８⽇（⽇）11︓30〜13︓00 

「お
ちゃ

茶とお
こと

琴を
たの

楽しむ
かい

会」〜 听琴品茶惬意会 〜  

開催します︕︕ 

美味しいお抹茶とお菓⼦をいただきながら、美しい琴の調べを 

楽しみましょう︕ 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/important-notice-japanese-classes-will-be-closed-till-further-notice/
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%9138%ef%bc%88%e6%97%a5%ef%bc%89%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%a8%e3%81%8a%e7%90%b4%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e4%bc%9a/


カテゴリー: ラウンジだより, 伝統⽂化教室 | 投稿⽇: 2020-02-26

【中⽌】３/27 「⼩学⽣の国際理解教室」 

広報よこはま（港北区版）３⽉号等でお知らせした「⼩学⽣の国際理解教
室」（３⽉２７⽇開催予定）は、中⽌になりました。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/%E3%81%8A%E8%8C%B6%E3%81%A8%E3%81%8A%E7%90%B4%E3%82%92%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%80%E4%BC%9A%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%94%BB%E5%83%8F.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/culture-class/
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%9138%ef%bc%88%e6%97%a5%ef%bc%89%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%a8%e3%81%8a%e7%90%b4%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e4%bc%9a/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%ef%bc%93%ef%bc%92%ef%bc%97%e3%80%8c%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%90%86%e8%a7%a3%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%8d%e3%80%80%e4%b8%ad%e6%ad%a2/


港北国際交流ラウンジでは、新型コロナウィルス感染症の拡⼤を防⽌するため、３⽉２７⽇（⾦）
に実施を予定していた「⼩学⽣の国際理解教室」を中⽌することになりました。

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

＊港北国際交流ラウンジは ３⽉中も開館しています。

カテゴリー: 未分類 | 投稿⽇: 2020-02-26

2/25・3/3 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�.

う く ら い な ご
ウクライナ語/

ろ し あ ご
ロシア語の

す た っ ふ
スタッフの

やす
休みをおしらせします。

We won’t have Russian  and Ukrainian speaking sta� on the following days.

↓↓↓  

2⽉25⽇、3⽉3⽇（⽕曜⽇） Tuesday, Feb.25 / Mar.3 

 

 

カテゴリー: 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-02-25

4⽉開講の外国語教室 3講座で延⻑受付中→締切りました 

フランス語サロン スペイン語⼊⾨  中国語⼊⾨ まだ応募できます︕

★4⽉開講予定の2020年度の新規募集は、2/20で応募受付終了となりました。 

たくさんのご応募ありがとうございました。厳正なる抽選後、当落の結果は 

2⽉下旬に発送を予定しています。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%ef%bc%93%ef%bc%92%ef%bc%97%e3%80%8c%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%90%86%e8%a7%a3%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%8d%e3%80%80%e4%b8%ad%e6%ad%a2/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/225%e3%83%bb33%e3%80%80%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/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/225%e3%83%bb33%e3%80%80%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/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/4%e6%9c%88%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%803%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%a7%e5%bb%b6%e9%95%b7%e5%8f%97%e4%bb%98%e4%b8%ad%e3%80%80/


・英会話初級（⽕） → 締め切りました。 

・英会話サロン → 締め切りました。 

・ビジネス英会話 → 締め切りました。 

尚、以下3講座では引き続き、応募を受け付けています。 

定員になり次第締め切ります。（最終締め切り3/31）

・スペイン語⼊⾨ → 若⼲名空きがあります。→締切りました。 

・フランス語会話サロン → 若⼲名空きがあります。→締切りました。 

・中国語⼊⾨ → 2/23現在、お席に余裕があります。→締切りました。

受講を希望される⽅は、ラウンジに備え付けの「受講希望書」（PDF）またはA4程度の⽤紙に 

必要事項（希望講座、ご住所、お名前、お電話番号、メールアドレス）を明記の上、 

直接窓⼝でお申し込みいただくか、郵送でお送りください。尚、郵送の場合は 

84円切⼿を貼った返信⽤の封筒（ご住所、お名前明記）を同封して、港北国際交流ラウンジ宛てに 

お送りください。

↓ クラスの曜⽇、受講料等詳細は以下ポスタークリックしてください。 

 英会話初級、英会話サロン、ビジネス英会話は締め切り済です。 

カテゴリー: 外国語教室, 新着情報 | 投稿⽇: 2020-02-23

あたらしいコロナウィルスが広（ひろ）がらないように気（き）
をつけましょう

【よこはまし からの おしらせ】
あたらしいコロナウイルスが広（ひろ）がらないように 
気（き）をつけましょう

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/01/2020%E5%8F%97%E8%AC%9B%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E6%9B%B8.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/01/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B72020.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/language-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/4%e6%9c%88%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%803%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%a7%e5%bb%b6%e9%95%b7%e5%8f%97%e4%bb%98%e4%b8%ad%e3%80%80/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%ba%83%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%8d%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84/


2019
ねん

年12
がつ

⽉から、
ちゅうごく

中 国の
ぶ か ん し

武漢市で
はい

肺の
びょうき

病気になる
ひと

⼈が
ふ

増えています。 
あたら

新しいコロナウイルスが
げんいん

原因だと
かんが

考えられています。 

ウイルスにかからないように、
つぎ

次のことをしてください。

て

⼿を
あら

洗う

せきやくしゃみが
で

出るときは、マスクをつける
せきやくしゃみをするときは、ティッシュで
くち

⼝や
はな

⿐をおさえる

せきやくしゃみをするときは、まわりの
ひと

⼈に
かお

顔を
む

向けない
ねつ

熱が３７．５℃
いじょう

以上あったら、でかけない
ねつ

熱が３７．５℃
いじょう

以上 
よっかいじょう

４⽇以上 
つづ

続いたら、
でんわそうだんまどぐち

電話相談窓⼝に
れんらく

連絡する

 
よこはまし

横浜市
しんがた

新型コロナウイルス
かんせんしょう

感染症コールセンター(9:00〜21:00)

 045-550-5530（
に ほ ん ご

⽇本語が わかる
ひと

⼈と いっしょに かけてください）

こうせいろうどうしょう

厚⽣労働省の
でんわそうだんまどぐち

電話相談窓⼝ (9:00〜21:00)

0120-565653（
に ほ ん ご

⽇本語が わかる
ひと

⼈と いっしょに かけてください）

がいこくじんりょこうしゃむ

外国⼈旅⾏者向けコールセンター（
かんこうちょう

観光庁）

 050-3816-2787

うけつけじかん
受 付 時 間︓

まいにち
毎 ⽇、２４

じかん
時間  

たいおうげんご
対 応 ⾔ 語︓

えいご
英語、

ちゅうごくご
中 国 語、

かんこくご
韓 国 語、

にほんご
⽇本語 

たいおうはんい
対 応 範 囲 ︓

きんきゅうじあんない
緊 急 時 案 内（

びょうき
病 気・

じこなど
事故等）、

さいがいじあんない
災 害 時 案 内、

いっぱんかんこうあんない
⼀ 般 観 光 案 内
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https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/ncov-soudan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000311.html
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%ba%83%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%8d%ef%bc%89%e3%81%8c%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/sunday_class/


【⽇本語 ⽇曜⽇(にちようび）の学習者さんへ】３⽉８⽇（⽇）
のこと

３
がつ
⽉８

にち
⽇（

にち
⽇）に オービー

よこはま
横 浜に

い
⾏くのは

ちゅうし
中 ⽌します。

ラウンジでの
じゅぎょう
授 業も ありません。 おやすみです。

カテゴリー: ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2020-02-23 

ラウンジニュース「そよ⾵」120号を発⾏しました

ラウンジニュース「そよ⾵」120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: 2020-02-20
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