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【国際理解イベント】6/6英国についてのお話

国際理解イベント 

英国についてのお話

横浜市は東京2020⼤会に向けた英国代表チームの事前キャンプを受け⼊れるとともに、英国のホス
トタウンとなっています。 

この夏に向けて英国について学び、⼀緒に応援しませんか︖ 

英国出⾝の講師によるやさしい英語でのお話と、慶應義塾⼤学の 

「KEIO 2020 project」の発表の2部制で⾏います。

 英国出⾝の講師 BEN先⽣

 

 

 

 

＊KEIO 2020 project

⇒慶應⼤学⽇吉キャンパスでのイギリス代表 

  事前キャンプをサポートする学⽣団体

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/gb2021/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/BEN%E5%85%88%E7%94%9F.jpg


 ⽇時︓2021年6⽉6⽇（⽇） 14︓00〜16︓00

場所︓港北国際交流ラウンジ 

参加⽅法︓会場で参加（対⾯）は満席になりましたので、 
     受付を終了しました。 
     オンライン（zoom）での参加はまだお席あります。 
     要予約（先着順）

         ①港北国際交流ラウンジ会場***15名（終了）             

     ②オンライン（Zoom）***30名（まだ受付中）

           ★オンライン参加に必要なもの︓zoomができる環境 

           PC、タブレット、またはスマートフォン 

           あらかじめzoomアプリをインストールして 

           動作確認をしておいてください。

参加費︓無料 

申込︓５⽉15⽇から受け付けます。参加⽅法を選び、 
   以下のリンクから申込フォームに記⼊し、送信してください。

 ◆①対⾯（港北ラウンジの研修室）で参加→【受付終了しました】 

 ◆②オンライン（zoom）で参加 
 

 

   

 

★参加者および関係者の皆さまの健康・安全⾯を第⼀に考慮し、 新型コロナウイルス感染症予防のためにしっかりと対策を講じたうえで開
催を予定しております。ただし、今後の感染拡⼤状況により内容を変更させていただく場合がございます。予めご了承のほどよろしくお願
い申し上げます。 

https://forms.gle/cg8ChraFLdqDDJGTA
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/presentation_slide_simple.png
https://forms.gle/5BxrZ29xeWsxQKvr5
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/online_kaigi_man.png


 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E6%B1%BA%E5%AE%9A%EF%BC%891.jpg


カテゴリー: イベント, イベントのお知らせ, ラウンジだより, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2021-04-28

5⽉份傳統⽂化教室主題為「華道教室」/ 5⽉份传统⽂化教室主题为
「华道教室」

傳統⽂化教室【華道】

5⽉的傳統⽂化教室主題是華道。

⽇期時間︓5⽉27⽇（四） 1pm〜3pm 

參加費︓外國⼈  300⽇幣／⽇本⼈ 600⽇幣 

講 師︓明⽯⽼師  

名 額︓約10名 

可以電話或直接到本館報名

⾮隸屬交流處義⼯部會的⼀般⺠眾皆可參加，但以外國⼈為優先。 

報名額滿即不再接收報名。

 

传统⽂化教室【华道】

5⽉的传统⽂化教室主题是华道。

⽇期时间︓5⽉27⽇（四） 1pm〜3pm 

参加费︓外国⼈ 300⽇币／⽇本⼈ 600⽇币 

讲 师︓明⽯⽼师  

名 额︓约10名 

可以电话或直接到本馆报名

⾮⾪属交流处义⼯部会的⼀般⺠众皆可参加，但以外国⼈为优先。 

报名额满即不再接收报名。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/newevent/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/gb2021/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%8c%e8%8f%af%e9%81%93%e3%80%8dkadoflower-arrangement-class-on-thu-may-27th-5%e6%9c%88%e4%bb%bd%e4%bc%a0%e7%bb%9f%e6%96%87%e5%8c%96/


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: 2021-04-27

多⽂化媽媽咖啡最新⽇程表

多⽂化媽媽咖啡的最新⽇程表出爐囉︕

近期請使⽤LINE 進⾏預約。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/2021.5.27%E8%8F%AF%E9%81%93%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.jpg
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%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%8c%e8%8f%af%e9%81%93%e3%80%8dkadoflower-arrangement-class-on-thu-may-27th-5%e6%9c%88%e4%bb%bd%e4%bc%a0%e7%bb%9f%e6%96%87%e5%8c%96/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%ef%bc%88%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%89%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%81%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%b1/


 

 

カテゴリー: 中国語（繁體）のお知らせ | 投稿⽇: 2021-04-22

【にほんごきょうしつ】（やかんクラス）じかんが かわります/
⽇本語教室夜間クラス時間変更のお知らせ

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/06/%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%972021.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/traditional_chinese_info/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%ef%bc%88%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%89%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%81%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%b1/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%91%ef%bc%88%e3%82%84%e3%81%8b%e3%82%93%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/


こうほくらうんじの にほんごきょうしつ やかんクラスは 

４がつ２１にちから じかんが かわります。 

しんがた コロナウイルス の びょうきをひろげないためです。 

①かようび やかんクラス  
 →18︓00〜19:30  

②すいようび ひよし やかんクラス  
 →18︓00〜19:30  
③もくようび やかんクラス  

 →18︓00〜19:30  

「まん
えんぼうしとうじゅうてんそち
延 防 ⽌ 等 重 点 措 置」が おわるまで、こうほくラウンジは よる20じに しまります。ひよしちくせんたーも 20じに しまり

ます。

★「まん
えんぼうしとうじゅうてんそち
延 防 ⽌ 等 重 点 措 置」→ びょうきが ひろがることを ふせぐための とりくみです。ご

りかい
理解・ご

きょうりょく
協 ⼒のほど、よろしくお

ねがいいたします。

 

 ENGLISH

 简体中⽂

繁體中⽂

TIẾNG VIỆT

한국

カテゴリー: ラウンジだより, ⽇本語教室, 重要なお知らせ | 投稿⽇: 2021-04-21

【重要】⾃4/21起本館於晚上8點關閉

橫濱市被指地為「防⽌蔓延等重點措施」的執⾏重點區域

港北國際交流處⾃4⽉21⽇起⾄「防⽌蔓延等重點措施」結束前

平⽇於晚上8點閉館

關於⽇語教室、外語教室、研修室之使⽤等相關變更事項

http://kohokulounge.la.coocan.jp/english/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%b8%ad%e6%96%87/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e7%b9%81%e9%ab%94/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/tieng-viet/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%ed%95%9c%ea%b5%ad/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/juyo/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%91%ef%bc%88%e3%82%84%e3%81%8b%e3%82%93%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e8%87%aa421%e8%b5%b7%e6%9c%ac%e9%a4%a8%e6%96%bc%e6%99%9a%e4%b8%8a8%e9%bb%9e%e9%97%9c%e9%96%89/


我們會直接與確定使⽤者聯繫。

＊⽇語教室夜間班的時間變更請點這裡

我們將實施防⽌感染擴⼤措施，請使⽤本館的各位合作及配合。

若造成您的不⽅便，敬請⾒諒。

 

 

カテゴリー: 中国語（繁體）のお知らせ | 投稿⽇: 2021-04-21

【重要】⾃4/21起本馆于晚上8点关闭

横滨市被指地为「防⽌蔓延等重点措施」的执⾏重点区域

港北国际交流处⾃4⽉21⽇起⾄「防⽌蔓延等重点措施」结束前

平⽇于晚上8点闭馆

关于⽇语教室、外语教室、研修室之使⽤等相关变更事项

我们会直接与确定使⽤者联繫。

＊⽇语教室夜间班级的时间变更请点这裡

我们将实施防⽌感染扩⼤措施，请使⽤本馆的各位合作及配合。

若造成您的不⽅便，敬请见谅。

カテゴリー: 中国語（簡字体）の おしらせ | 投稿⽇: 2021-04-21

多⽂化（たぶんか）ママカフェあたらしい スケジュール

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%91%ef%bc%88%e3%82%84%e3%81%8b%e3%82%93%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/traditional_chinese_info/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e8%87%aa421%e8%b5%b7%e6%9c%ac%e9%a4%a8%e6%96%bc%e6%99%9a%e4%b8%8a8%e9%bb%9e%e9%97%9c%e9%96%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%87%aa421%e8%b5%b7%e6%9c%ac%e9%a6%86%e4%ba%8e%e6%99%9a%e4%b8%8a8%e7%82%b9%e5%85%b3%e9%97%ad/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%91%ef%bc%88%e3%82%84%e3%81%8b%e3%82%93%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/simple_chinese_info/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%87%aa421%e8%b5%b7%e6%9c%ac%e9%a6%86%e4%ba%8e%e6%99%9a%e4%b8%8a8%e7%82%b9%e5%85%b3%e9%97%ad/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%ef%bc%88%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%89%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%81%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%b1-4/


多⽂化(たぶんか)ママカフェの 新(あたら)しい スケジュールが  
できました︕ 
しばらくの あいだは LINEで 予約(よやく)を してください。

 

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: 2021-04-21

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/06/%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%972021.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/momscafe/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%ef%bc%88%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%89%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%81%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%b1-4/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e3%81%be%e3%82%93%e5%bb%b6%e9%98%b2%e6%ad%a2%e7%ad%89%e9%87%8d%e7%82%b9%e6%8e%aa%e7%bd%ae%e6%9c%9f%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%af%e5%8d%88%e5%be%8c%ef%bc%98%e6%99%82/


【重要】4/21から午後８時に閉館します。Change of the closing
time 

よこはまにも 「まん防(ぼう)」がでました。

しんがた コロナウイルス などの びょうきをひろげないために 

こうほくらうんじは ４がつ２１にちから ごご８じ（20じ）に しまります。（げつようびから きんようびまで）   

★「まん防(ぼう)」＝「まん延防⽌等重点措置(えんぼうしとうじゅうてんそち)」 

 → びょうきが ひろがることを ふせぐための とりくみです。

横浜市は、「まん延防⽌等重点措置」の重点区域に指定されました。 

港北ラウンジでは、４⽉２１⽇から「まん延防⽌等重点措置」終了まで 

平⽇は午後８時に閉館します。

（繁體）

橫濱市被指地為「防⽌蔓延等重點措施」的執⾏重點區域

港北國際交流處⾃4⽉21⽇起⾄「防⽌蔓延等重點措施」結束前

平⽇於晚上8點閉館

 

（简体）

横滨市被指地为「防⽌蔓延等重点措施」的执⾏重点区域

港北国际交流处⾃4⽉21⽇起⾄「防⽌蔓延等重点措施」结束前

平⽇于晚上8点闭馆

 

 

 

⽇本語教室、外国語教室、研修室の利⽤等に関する変更については、決定次第対象の⽅に直接ご連絡いたします。 

＊⽇本語教室夜間クラスの時間変更はこちら

感染拡⼤防⽌の取り組みを実施し、ご利⽤の皆様にご協⼒をいただきながら運営してまいります。 

何かとご不便をおかけすることもございますが、ご理解・ご協⼒の程よろしくお願いします。

 

（繁體）

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e3%81%be%e3%82%93%e5%bb%b6%e9%98%b2%e6%ad%a2%e7%ad%89%e9%87%8d%e7%82%b9%e6%8e%aa%e7%bd%ae%e6%9c%9f%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%af%e5%8d%88%e5%be%8c%ef%bc%98%e6%99%82/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%91%ef%bc%88%e3%82%84%e3%81%8b%e3%82%93%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/


關於⽇語教室、外語教室、研修室之使⽤等相關變更事項

我們會直接與確定使⽤者聯繫。

＊⽇語教室夜間班的時間變更請點這裡

我們將實施防⽌感染擴⼤措施，請使⽤本館的各位合作及配合。

若造成您的不⽅便，敬請⾒諒。

 

（简体）

关于⽇语教室、外语教室、研修室之使⽤等相关变更事项

我们会直接与确定使⽤者联繫。

＊⽇语教室夜间班级的时间变更请点这裡

我们将实施防⽌感染扩⼤措施，请使⽤本馆的各位合作及配合。

若造成您的不⽅便，敬请见谅。

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2021-04-20

THÔNG BÁO NGÀY NGHỈ CỦA NHÂN VIÊN NGƯỜI VIỆT

Xin thông báo: Nhân viên hỗ trợ người Việt sẽ tạm nghỉ vào ngày: 4/5/2021. 

  [元記事]: ベトナム⼈のスタッフの休みのお知らせ

カテゴリー: ベトナムご の おしらせ, 窓⼝ | 投稿⽇: 2021-04-20

test yasuda

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%91%ef%bc%88%e3%82%84%e3%81%8b%e3%82%93%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%91%ef%bc%88%e3%82%84%e3%81%8b%e3%82%93%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
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%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e3%81%be%e3%82%93%e5%bb%b6%e9%98%b2%e6%ad%a2%e7%ad%89%e9%87%8d%e7%82%b9%e6%8e%aa%e7%bd%ae%e6%9c%9f%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%af%e5%8d%88%e5%be%8c%ef%bc%98%e6%99%82/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e8%aa%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%8a%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%8854%ef%bc%89%e3%80%804-thang-5ang/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/vietnamese_info/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e8%aa%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%8a%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%8854%ef%bc%89%e3%80%804-thang-5ang/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/test-yasuda/



