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多⽂化ママカフェ開催しました（1⽉30⽇)

１⽉30⽇(⽔)、第４回の「多⽂化ママカフェ」を開催しました。

こんかい
今 回のテーマは「

まめ
⾖まき」です︕ 

なんと、ラウンジに
おに
⻤が来ましたよ︕︕ 

⾖の
か
代わりに

しんぶんし
新聞紙を

まる
丸めて

おにたいじ
⻤退治︕中国からはおばあちゃんも

さんか
参加してくれました。

 

インフルエンザがはやっているにもかかわらず、
こんかい
今 回は7組もの

おやこ
親⼦が

さんか
参加してくれました♪

次回もみなさんにお会いできるのを楽しみにしてます★

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%881%e6%9c%8830%e6%97%a5/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/01/%E9%AC%BC%E3%81%AF%E5%A4%96-300x226.png


次のママカフェは 2⽉27⽇(⽔）です。

 

 

カテゴリー: たぶんかママカフェ, イベント, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-01-31

ラウンジニュース「そよ⾵」115号を発⾏しました

ラウンジニュース「そよ⾵」115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: 2019-01-26

外国語教室 新規受講⽣募集中︕（2/20〆切）

 

2019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。
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                ＊全講座ネーティブ講師による講座です。 

    ＊申込多数の場合抽選になります。 

    ＊別途テキスト代がかかります。 

    ＊開講⼈数に満たない場合は開講しないこともあります。

対象者︓①〜④18歳以上（⾼校⽣不可）、 

    ⑤は19年度⼩学1〜2年（’11年4⽉2⽇〜’13年4⽉1⽇⽣） 

講座回数︓前期15回/後期18回（8⽉休講） 

  ※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︓受講希望書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

★締 切︓ 2019年2⽉20⽇（⽔）必着

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/01/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8B%9F%E9%9B%86HP%E7%94%A8-e1548217675967.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/01/%E5%8F%97%E8%AC%9B%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E6%9B%B8%EF%BC%882019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%94%A8%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88%EF%BC%89%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88.pdf


 2019外国語教室新規募集ポスター（PDF）

★受講希望書（2019年度⽤ 応募⽤紙） 
 ☝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: 2019-01-24

交流イベント「新春演芸会」が開催されました（1/13）
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http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/01/2019%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%BC1-%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88.pdf
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交流企画部主催のイベント「新春演芸会」が開催されました。 

 出し物はマジック・ドリームさんのマジックショーと⼋房善⾹さんの 

お正⽉らしい⽇本の伝統芸、傘回し・⽫回し・南京⽟すだれです。

 

 

マジックショーでは台湾、中国、ベトナムの学習者の皆さんもカードマジックの 

お⼿伝いに参加してくれました。

 

途中休憩タイムでは恒例のお汁粉サービスがあり、後半は参加の皆さんも 

⽫回しに挑戦︕ たくさの拍⼿で盛り上がりました。 

  

 

参加者の皆さん、とても楽しそうでした。 

今年も皆さまにとって幸多き⼀年となりますように✨

 

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/01/DSCN2244.jpg
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カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 新着情報 | 投稿⽇: 2019-01-20

For Foreign Moms! 多⽂化ママカフェ 多元化妈妈咖啡厅︕⾖まき
であそぼう︕(1/30)

1がつ30にち ママカフェやります︕ 
Mama cafe will open on January 30th. 

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 here 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︕ 
しょうさい
詳 細は↓↓↓ 

2019年1
がつ
⽉30

にち
⽇（

すい
⽔・星期三） 

Wednesday January 30th.  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
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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%e6%96%b0%e6%98%a5%e6%bc%94%e8%8a%b8%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%881/
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        クリックすると⼤きくなります

          

                 

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: 2019-01-17

【交流イベント】新春演芸会のお知らせ（1/13）

交流イベントのお知らせです。 

★2019年1⽉13⽇（⽇）に、新春演芸会を⾏います。 

★12時〜13時30分

⽇本の伝統芸（南京⽟すだれ他）とマジックショーを 

楽しめます。

ご来場の皆様に、恒例のお汁粉サービスも♪

先着40名、参加費無料。当⽇、港北国際交流ラウンジまでお越しください。 

お待ちしてます  

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%97.png
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カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2019-01-10

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、 

  1/13（⽇）「新春演芸会」  です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

★⽇本語教室 3学期開始⽇は、

⽇曜クラス（SUN.）⇒13⽇から 

⽉曜クラス（MON.）⇒7⽇から 

⽕曜クラス（TUE.）⇒ 8⽇から 

⽕曜夜間クラス（TUE. evening）⇒8⽇から 

⽊曜クラス（THU.）⇒10⽇から 

⽊曜夜クラス（THU.evening）⇒10⽇から 

⾦曜クラス（FRI.）⇒11⽇から 

⼟曜クラス（SAT.）⇒12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。

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-01-01
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