
⽉別アーカイブ: 2018年1⽉

外国語教室 新規受講⽣募集中︕⇒締め切りました。

 以下の募集は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。

H30年度外国語教室では4⽉開講の下記クラスで新規受講⽣を募集
しています。

①英会話初級（⽔）       ⽔曜 13︓00〜14︓30 
②英語でディスカッション（⽔） ⽔曜 19︓00〜20︓30 

③英語でディスカッション（⾦） ⾦曜 19︓00〜20︓30 

④キッズ英会話         ⽔曜 14︓00〜15︓00

  ＊①〜③はネイティブ講師、④は⽇本⼈講師。 

  ＊①〜③は18歳以上（⾼校⽣不可）、 

   ④はH24年4⽉2⽇〜H26年4⽉１⽇⽣まれの お⼦さん。（4⽉時点で年中または年⻑の年齢） 

  ＊別途テキスト代がかかります。 

  ＊最少開講⼈数に満たない場合は開講しないこともあります。

★申込⽅法︓ページ下にある応募⽤紙を印刷して必要事項をご記⼊いただくか、 

      A4サイズ程度の紙に 

      ①希望の講座名、 ②〒、③住所、④⽒名（ふりがな）、⑤電話番号、 

      （キッズ英会話の場合のみ ⑥⼦どもの⽣年⽉⽇）をご記⼊の上、 

      返信⽤封筒（要82円切⼿貼付・宛先記載） と共に封書にて、 

      郵送またはラウンジ窓⼝へ持参してください。

★申込先︓ 横浜市港北区⼤⾖⼾町316-1 港北国際交流ラウンジ 外国語教室係

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4-%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%8f%97%e8%ac%9b%e7%94%9f%e5%8b%9f%e9%9b%86%e4%b8%ad%ef%bc%81/


外国語教室新規募集ポスター

外国語教室応募⽤紙（H30年度版）

↑応募⽤紙。印刷してお使いください。メールでの応募は出来ません。

カテゴリー: ラウンジだより, 外国語教室, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-01-29

ニューイヤーコンサート「アルパで巡るラテンアメリカ」
（1/21）

1⽉21⽇（⽇）、交流イベントが開催されました。 

恒例の新春企画、ニューイヤーコンサート。 今年は「アルパで巡るラテンアメリカ」です。 約70名もの⽅が来館され、南⽶の⾳の響きに酔
いしれました。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/30%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BCHP%E7%94%A8.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/2018%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E5%AE%A4%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC4-%E4%BF%AE%E6%AD%A3%EF%BC%89.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E7%94%A8%E7%B4%99.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E5%AE%A4%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E7%94%A8%E7%B4%99%EF%BC%88H30%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%89%88%EF%BC%892.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/language-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4-%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%8f%97%e8%ac%9b%e7%94%9f%e5%8b%9f%e9%9b%86%e4%b8%ad%ef%bc%81/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%91%e3%81%a7%e5%b7%a1%e3%82%8b%e3%83%a9%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%a2/


 

アルパは、スペイン語でハープのこと。 

⽇本では中南⽶の⺠族楽器としてのハープを総称してアルパと呼んでいます。 

17世紀ごろに、スペイン⼈によって持ち込まれたヨーロッパのハープを 

現地の⼈が真似をして作り、それがそのまま⺠族楽器として残りました。

今回はパラグアイのアルパを⽤いての演奏となります。

演奏して下さったのは、峰岸桂⼦さん。 

南⽶でラテン⾳楽の⼼を学ばれたアルパ奏者です。

どこかで⽿にしたことがある曲や郷愁を誘うようなメロディー、 

14曲もの⺠族⾳楽に聞き⼊ってるうち、異国を旅している気分になりました。

なかなか間近で⾒ることが少ないアルパ。 

細部までよく⾒ることが出来ました。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180121%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%91-487_R.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180121%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%91-488_R.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180121%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%91-496_R.jpg


 

繊細かつ、ヨーロッパのハープよりも⼒強い⾳⾊に魅せられました。

途中休憩では、新春恒例のおしるこサービスもあり和気あいあい＾＾ 

美味しくいただきました。

旅する素敵なコンサート。 

実際に⾏かなくても旅⾏気分が味わえた⼀⽇となりました。 

奏者の峰岸さん、ありがとうございました。 

参加者の皆さまにも今年⼀年幸せが訪れますように。

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-01-21

交流イベント「世界の料理 2018」（2/18）→締切りました

下記のイベントは、申込開始と共に定員に達したため 締め切りました。 

現在キャンセル待ちも受け付けておりません。 申し訳ありません。

毎年恒例の「世界の料理」。 

今年度は2018年2⽉18⽇（⽇）に開催されます︕

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180121%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%91-540_R.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180121%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%91-549_R.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180121%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%91-544_R.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%91%e3%81%a7%e5%b7%a1%e3%82%8b%e3%83%a9%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%a2/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%ba%a4%e6%b5%81%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8c%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%96%99%e7%90%86-2018%e3%80%8d%ef%bc%88218%ef%bc%89/


11︓30〜13︓00 

対象︓中学⽣以上 

参加費︓200円 

募集⼈数︓約40名（要予約） 

申込開始⽇︓1⽉20⽇〜

レシピを聞いたり試⾷をしたり、お料理を紹介してくれる外国⼈の⽅と 

楽しくコミュニケーションを♪

カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2018-01-18

⽇本語教室に⽇吉サテライト教室がOPENします。satellite
classroom

港北国際交流ラウンジ⽇本語教室に 

⽇吉サテライト教室がオープンします。

Satellite classroom at Hiyoshi chiku center will open on Jan.10 2018.

1⽉10⽇（⽔）より、毎週⽔曜開催 

時間︓6︓30pm〜8︓30pm 

場所︓⽇吉地区センター集会室 

料⾦︓1回100円 

⽇吉地区センターURL︓ http://www.kouhoku-ksk.or.jp/hiyoshi/outline.htm 

（東急東横線/地下鉄グリーンライン ⽇吉駅徒歩10分）

港北ラウンジにすでに通っている学習者さんも、お近くの⼤学の留学⽣の 

皆さんも⼤歓迎︕ お待ちしています。

⽇吉衛星⽇語教室 

１⽉10⽇起開課︕ 

時間︓毎周三 ６時半〜８時半 

学費︓100円・毎課 

地点︓横浜⽇吉地区中⼼ 

横浜市港北区⽇吉本町１－１１－１３ 

045-561-6767 

東急東横線・横浜市営地下鉄緑⾊線 

「⽇吉站」下⾞ ⾛路約10分 

請連系︓045-430-5670 港北国際交流処 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%ba%a4%e6%b5%81%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8c%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%96%99%e7%90%86-2018%e3%80%8d%ef%bc%88218%ef%bc%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ab%e6%97%a5%e5%90%89%e3%82%b5%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%8copen%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82satellite-classr/
http://www.kouhoku-ksk.or.jp/hiyoshi/outline.htm


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

港北ラウンジの⽇本語教室の様⼦↓

 

カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2018-01-10

駅伝⼤会、⼤健闘︕︕

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E6%97%A5%E5%90%89%E3%82%B5%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E6%95%99%E5%AE%A4.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2015/05/%E7%81%AB%E6%9B%9C%E5%8D%88%E5%89%8D%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E9%A2%A8%E6%99%AF%EF%BC%93.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2015/05/%E7%81%AB%E6%9B%9C%E5%8D%88%E5%89%8D%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E9%A2%A8%E6%99%AF%EF%BC%92.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ab%e6%97%a5%e5%90%89%e3%82%b5%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%8copen%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82satellite-classr/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e9%a7%85%e4%bc%9d%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%81%e5%a4%a7%e5%81%a5%e9%97%98%ef%bc%81%ef%bc%81/


1⽉7⽇（⽇）、朝から快晴︕☀ 

⽇産フィールドにて港北駅伝⼤会が開催されました。 

ラウンジからは男⼥混合の2チームが参加︕

中国、韓国、ベトナム、インド、アメリカなどの出⾝の⽇本語教室の学習者さんたちを中⼼に５⼈でたすきを繋ぎ、無事ゴールすることが
出来ました︕

朝陽を背に颯爽とした⾛り︕  応援に⼿を振ってくれる余裕が︕

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/KIMG2994.jpg


終了後、みなさん晴れ晴れとした表情でした。 

選⼿の皆さま、お疲れさまでした︕ 

そして、ラウンジ駅伝チームを⽀えたスタッフの皆さま、早朝から応援にかけつけて 

いただいたボランティアの皆さま、ありがとうございました‼

今年⼀年良いことがありそうな、新年早々清々しい⼀⽇でした✨ 



 

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-01-07

港北駅伝⼤会 (1/7) ⼀緒に応援しましょう!

いよいよ明⽇は港北駅伝︕ 

学習者の皆さんがメインで結成されたラウンジチーム、 

がんばって⾛ります︕ 

応援に来てくださいね＾＾/ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2018年1⽉7⽇（⽇）※⾬天決⾏、荒天中⽌（路⾯凍結・積雪等） 

【開会式】 午前8時30分 

【スタート】 午前9時00分 

【会場】 ⽇産フィールド⼩机（新横浜公園周回コース） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

選⼿の皆さんの集合場所➡⼩机駅 7︓10am 

応援の⽅は、7︓30以降、直接会場までお越しください。 

第⼀レストハウス付近にシートを敷いております。 

⽇産フィールド⼩机map

港北駅伝⼤会 ⇦詳細はこちら

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

練習がんばりました︕（過去の記事より）

↓ 1⽉7⽇（⽇）に開催される港北駅伝に向けて練習に励んでます︕

今年はラウンジから2チームが参加します。  

練習最終⽇の12/17（⽇）は本番
と同じ7時集合︕気合が⼊ってますね。 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e9%a7%85%e4%bc%9d%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%81%e5%a4%a7%e5%81%a5%e9%97%98%ef%bc%81%ef%bc%81/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/2018_ekiden_renshu/
http://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/kozukue/
http://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/kozukue/
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/sinkou/sports/ekiden.html


   港北駅伝⼤会 皆さんも応援に来て
下さいね♪  

カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2018-01-06 [http://kohokulounge.la.coocan.jp/2018_ekiden_renshu/] |

交流イベント「アルパで巡るラテンアメリカ」新春コンサート
（1/21）

⾳楽でラテンアメリカを旅してみませんか＾＾ 

以下で交流イベントを開催予定です。たくさんの⽅のご来場お待ちしています。

⽇時︓2018年1⽉21⽇（⽇）11︓00〜12︓30 

⼊場無料、先着40名

演奏︓峰岸桂⼦ アルパ・・・17世紀にスペインから持ち込まれたハープが中南⽶の⺠族楽器として 残ったものです。特にアルパが盛んなの
は、パラグアイ、ベネズエラ、コロンビア、 ペルー、メキシコです。

★新春交流企画恒例の「お汁粉サービス」もあります︕

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/sinkou/sports/ekiden.html
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/2018_ekiden_renshu/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%ba%a4%e6%b5%81%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%91%e3%81%a7%e5%b7%a1%e3%82%8b%e3%83%a9%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%80%8d%e3%83%8b/


カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2018-01-05

新年あけましておめでとうございます︕

旧年中は⼤変お世話になりました。 

今年もよろしくお願い申し上げます。

★直近のイベントは、 

1/7（⽇）港北駅伝 ラウンジチーム出場 

1/21（⽇）ニューイヤーコンサート 

「アルパで巡るラテンアメリカ」 

となっています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

★⽇本語教室 3学期開始⽇は、

⽇曜クラス（SUN.）⇒14⽇から 

⽉曜クラス（MON.）⇒22⽇から 

⽕曜クラス（TUE.）⇒9⽇から 

⽕曜夜間クラス（TUE. evening）⇒9⽇から 

⽊曜クラス（THU.）⇒11⽇から 

⽊曜夜クラス（THU.evening）⇒11⽇から 

⾦曜クラス（FRI.）⇒12⽇から 

⼟曜クラス（SAT.）⇒13⽇から

となっています。お間違えのないようお越しください。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2017/12/1%E6%9C%88_%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%80%8C%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%91%E3%81%A7%E5%B7%A1%E3%82%8B%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%80%8D.jpg
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