
⽉別アーカイブ: 2020年11⽉

【おしらせ】にほんごきょうしつ がくしゅうしゃ うけいれ 
について。About new students.关于新学员⼊学。
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⽉
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表を みてくださ

※Please click here for the vacancy.

※只有少数班接受新⽣，请参考⼀下。

★こうほく ラウンジは コロナウィルス たいさくを しています。

 こちらを よんでください。 ごきょうりょくを おねがいします。 

問い合わせ︓TEL : 045-430-5670   

                       E-mail : kohokulounge@yokohama.nifty.jp

カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2020-11-26 

【2020ワクワクおんらいん】新しい予告動画を⾒てくださいね︕

「2020ワクワクおんらいん」公開まであと1週間になりました。 

【特設サイト】では、 

 ●新しい予告動画 

 ●主なプログラム 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/newstudents/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%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%81%8b%e3%82%89%e3%80%80news-from-japanese-class%e3%80%80/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%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%81%8b%e3%82%89%e3%80%80news-from-japanese-class%e3%80%80/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%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%81%8b%e3%82%89%e3%80%80news-from-japanese-class%e3%80%80/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%8f%e3%81%98%e3%82%93%e3%80%80%e3%81%ae%e3%80%80%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%b8%e3%80%91%e3%81%be%e3%81%a9%e3%81%90%e3%81%a1%e3%80%80%e3%81%82/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/newstudents/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%902020%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e3%80%91%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e4%ba%88%e5%91%8a%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a6/


を公開しています。 

ぜひチェックしてくださいね︕︕

カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2020-11-24

【CANCELLED 中⽌】Japanese Traditional Culture / Nov.27th 書
道 Clligraphy

11⽉27⽇(⾦）の 
しょどうたいけんきょうしつ

書道体験教室は 
ちゅうし

中⽌です。

⼤変申し訳ありませんが、

講師の都合により中⽌になりました。
Traditional Japanese Cultural Lesson  SYODO (Friday,
November27th) has been cancelled. 
We apologize for any inconvenience.  

11⽉27⽇（⾦）Clligraphy 〜書道（しょどう）

 

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。 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%902020%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e3%80%91%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e4%ba%88%e5%91%8a%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a6/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90cancelled-%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%80%91japanese-traditional-culture-nov-27th-%e6%9b%b8%e9%81%93-clligraphy/


カテゴリー: イベント, 伝統⽂化教室 | 投稿⽇: 2020-11-17 

【おねがい】あたたかい ふくで こうほくラウンジに きてく
ださい。/Make sure you wear warm clothes when coming in
Kohoku Lounge/来访须知

【お願い】 

 港北国際交流ラウンジでは、感染症対策の⼀環として換気の徹底に努めています。
 ご来館の際は、普段より暖かい服装でお越しください。

 感染防⽌対策へのご理解・ご協⼒をお願いいたします。

【おねがい】 

こうほくラウンジでは まどをあけて くうきを いれかえます。 

しんがたコロナウィルスかんせいしょうが ひろがらないように するためです。 

へやのなかが さむく なります。 

こうほくラウンジに くるときは あたたかい ふくで きてください。

Please make sure you wear warm clothes when you come to Kohoku International Lounge. 

In order to avoid the infection of covid-19, we open the windows occasionally  to ventilate the

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/%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%AB%E6%9C%80%E6%96%B0.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/culture-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90cancelled-%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%80%91japanese-traditional-culture-nov-27th-%e6%9b%b8%e9%81%93-clligraphy/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%ad%e3%81%8c%e3%81%84%e3%80%91%e3%81%82%e3%81%9f%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%84%e3%80%80%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%a7%e3%80%80%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%bb%e3%81%8f%e3%83%a9%e3%82%a6/


rooms. 

Thank you for your understanding and cooperation.

来访须知

为了应对新冠肺炎，港北国际交流处采取了经常开窗⼝给于通风换⽓的措施。为此，来访之际，请你多穿⾐服避免伤风感冒。 

敬请给于理解与合作。 

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/hizakake.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/fashion_muffler.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/fashion_down_best.png


カテゴリー: ラウンジニュース「そよ⾵」, 新着情報 | 投稿⽇: 2020-11-11

【おしらせ】あしたの ママカフェ ちゅうしです。/ NOT open
Mom’s cafe, tomorrow / 明天的妈妈咖啡厅已经取消了

【１１がつ１１にちの ママカフェ ちゅうしです】

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/kansen_yobou5_kanki.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8c%e3%81%9d%e3%82%88%e9%a2%a8%e3%80%8d/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%ad%e3%81%8c%e3%81%84%e3%80%91%e3%81%82%e3%81%9f%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%84%e3%80%80%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%a7%e3%80%80%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%bb%e3%81%8f%e3%83%a9%e3%82%a6/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%80%80%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%80%80%e3%81%a1%e3%82%85%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a7/


あした（１１がつ１１にち）の ママカフェ  は やすみに なりました❗  

あしたは、ママカフェ  は やりません。

くる よていだったひと、ごめんなさい。 

つぎの ママカフェ は、11がつ25にちです。

 ‼ Attention‼ 

We have decided NOT to open Mom’s cafe,  tomorrow (Wednesday, November 11th). 
We are so sorry for those who were looking forward to coming tomorrow.

The next Mom’s cafe is November 25.

  “敬请注意” 

我们感到⾮常抱歉，明天的妈妈咖啡厅已经取消了!! 

下⼀次的聚会是在11⽉25号☕

 

 

カテゴリー: たぶんかママカフェ, ラウンジだより | 投稿⽇: 2020-11-10

11/3〜23ふるさと港北ふれあいまつりon-line 港北ラウンジも参加
します︕

港北区が例年開催している区⺠まつり「ふるさと港北ふれあいまつり」は、今年度、
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を防⽌する観点から、オンラインで開催されます。
ふるさと港北ふれあいまつりチラシ(pdf) 

港北国際交流ラウンジも ふれあいまつり onlineに 参加します︕ 

「世界のじゃんけん」「2020ワクワクおんらいん予告」など。

11⽉3⽇（⽕）から23⽇（⽉）まで  

ふれあいまつりonline  TOPページは こちらから 

港北国際交流ラウンジのページは こちらから  ⾒てくださいね︕

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/momscafe/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%80%80%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%80%80%e3%81%a1%e3%82%85%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a7/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/113%ef%bd%9e23%e3%80%80%e3%81%b5%e3%82%8b%e3%81%95%e3%81%a8%e6%b8%af%e5%8c%97%e3%81%b5%e3%82%8c%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8aon-line-%e3%80%80%e6%b8%af%e5%8c%97%e3%83%a9%e3%82%a6/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E6%B8%AF%E5%8C%97%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf
https://kohoku-matsuri.net/
https://kohoku-matsuri.net/gyosei/254/


カテゴリー: ラウンジだより, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-11-02

プ ポ

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/IMG_02361.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/113%ef%bd%9e23%e3%80%80%e3%81%b5%e3%82%8b%e3%81%95%e3%81%a8%e6%b8%af%e5%8c%97%e3%81%b5%e3%82%8c%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8aon-line-%e3%80%80%e6%b8%af%e5%8c%97%e3%83%a9%e3%82%a6/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/sitemap/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/sitepolicy/



