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2021年9⽉緊急事態宣⾔下の港北ラウンジの業務について

【おしらせ】
きんきゅうじたいせんげん

緊急事態宣⾔が
はつれい

発令（8/31現在 9/12まで）されている
あいだ

間、
こうほく

港北ラウンジの
ぎょうむ

業務

は、つぎの
とお

通りとなります。 

お
やす

休みとなるクラスや、
じかん

時間が
へんこう

変更になる
ばあい

場合がありますのでご
ちゅうい

注意ください。
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ワクワクまつりオンライン 写真展開催します

2021年12⽉に公開予定のワクワクまつりオンライン。

YouTubeでの公開期間と並⾏して、館内ではワクワクweekとして 

「写真展」を開催します。 

募集テーマは 

「私のふるさと︕ 私のかぞく︕」 

（my hometown and my family)

応募対象は、 

★ラウンジの⽇本語教室学習者さん 

★ニューカマー⼦どもの教室の⽣徒さんとそのご家族 

★外国語教室講師 

★窓⼝外国⼈スタッフです。

応募⽅法は簡単︕メールで送るだけ。 

E-mail: kohokulounge@yokohama.nifty.jp

締切は10⽉31⽇です。

2021 ワクワク写真展応募⽤紙（PDF）
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外国語教室 追加募集のお知らせ

外国語教室 10⽉からの後期講座に⽋員が出ましたので、若⼲名を追加募集します。

9⽉1⽇より、来館にて先着順で受付、定員になり次第締め切ります。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2021/08/%E5%86%99%E7%9C%9F%E5%B1%95%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BCjpgHP%E7%94%A80831.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/2021wakuwaku-pe-jp/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%80%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/


2022年3⽉に終了予定の全18回の講座です。 

(※印は4⽉開講、●英会話初級…昨年10⽉開講 ●イタリア語初級…3年⽬）

希望者は、１回⾒学可（指定⽇あり、30分程度）ですが、⾒学無しでもお申し込み可能のため、⾒学前に満席になる可能性もございます。

募集クラス

●英会話初級（⽕曜） ⽕曜⽇ 15:30〜17:00 受講費（18回分） 19,800円 

※英会話初級（⾦曜） ⾦曜⽇ 16:00〜17:30 受講費（18回分） 19,800円 

※フランス語⼊⾨   ⽔曜⽇ 13:30〜15:00 受講費（18回分） 23,400円 

※フランス語準中級  ⽔曜⽇ 15:30〜17:00 受講費（18回分） 19,800円 

●イタリア語初級   ⾦曜⽇ 13:30〜15:00 受講費（18回分） 23,400円

詳しくは、下記ポスターをご覧ください。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2021/08/2021-%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.jpg
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Multicultural Mom’s cafe @zoom online

In order to prevent the spread of COVID-19, we have decided to do next Multicultural Mom’s cafe on line.  

Date; August 25 10:30~  

★Picture book time  

★Let’s sing and dance!  
★How to get vaccinate

Please email us if you would like to participate.  

E-mail; kohokulounge@yokohama.nifty.jp 

 

カテゴリー: 英語のお知らせ | 投稿⽇: 2021-08-21

8/25 ママカフェ＠zoom Mom’s cafe@zoom

コロナの 
かんせん
感 染が 

ひろ
広がっています。 

みなさんの 
あんぜん
安 全のため、 8

がつ
⽉25

にち
⽇の ママカフェは オンラインで やります。

   8⽉25⽇ 10︓30〜

★
えほん
絵本の 

よ
読み

き
聞かせ

★
うた
歌って 

あそ
遊ぼう

★コロナワクチンの 
ちゅうしゃ
注 射の 

う
受けかた

さんか
参加する

ひと
⼈は、メールをください。
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E-mail; kohokulounge@yokohama.nifty.jp

 

カテゴリー: たぶんかママカフェ, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2021-08-21 

夏の⼩学⽣国際理解教室8/18（⽔）中⽌のお知らせ

8⽉に⼊り発令されました緊急事態宣⾔、また昨今の新型コロナウイルスの急速な感染拡⼤を受け、
当教室の開催を急遽中⽌させて頂くことになりました。 
楽しみにしてくださっていた⽅、申し訳ございません。 
参加申込みいただいた⽅には、直接 ご連絡いたします。（8/14）

⼩学⽣のための国際理解教室のお知らせです。

8⽉18⽇（⽔）14時〜16時 

対象︓⼩学3年⽣〜⼩学6年⽣ 先着15名

楽しく学んで世界を⾝近に。
アジアの学校について知ろう︕
港北ラウンジの窓⼝外国⼈スタッフが教えてくれます♪

7/10から受付開始 申し込みはこちらから もしくはチラシのQRコードを読み込んでください。 
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「夏休み⼩学⽣英会話教室」開催しました

7⽉28⽇から5回、夏休み⼩学⽣英会話教室を開催しました。

参加して下さったのは⼩学校2年⽣から4年⽣の27名。 

今年は応募がとても多かったので、急遽2クラス開催することになりました。
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「すごくカッコいいし優しい。スーパーヒーローみたい」と⼦どもたちに⼤⼈気のMAX先⽣。 

家族の絵を描いて英語で紹介をしたり、天気のいい⽅を覚えたり 

今回もみなさんとっても楽しんで頂いたようです。 

「これからもっと英語の勉強を続けたい」 

と、うれしい声も聞こえてきました。
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✰Participants wanted✰ 2021 Remote Ensemble Music ♪

∗ The theme song of this year: ✿「世界に⼀つだけの花」✿

If you like singing or you can play any musical instrument, feel free to contact us to join!

Please note that  only people who have been studied/taught in Kohoku Lounge are welcomed to join. 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/language-class/
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%8c%e5%a4%8f%e4%bc%91%e3%81%bf%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e8%8b%b1%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%8d%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
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Percussion instruments, wind instruments, stringed instruments, any musical instruments are all acceptable to join. Some musical

instruments may be available for rent. Please contact our sta� for further details.

If you are interested to join, please click here  to register.  

<Questions you may have>

1. How do you shoot the music video?

We will shoot individually. Each of participants will sing your own part or play instrument with this based video.

https://forms.gle/su8JNdHefk5uY95HA


2. Where do you shoot the music video?

a. You can shoot the video at our Lounge. Our sta� will support you.

In this case, please contact our sta� to reserve shooting date and time.

b. You can also shoot the video at home by yourself (sel�e mode), then send your video to us for editing. 

Please click here for more instructions on how to send the video �le to us -> here

<For your reference>

This is video of our Remote Ensemble Music Show last year ♪ Please enjoy when you have time ^^

元記事: 2021ワクワクまつりオンライン③】リモートアンサンブル参加者募集（⽇本語）

カテゴリー: 英語のお知らせ | 投稿⽇: 2021-08-10 

リモートアンサンブル2021★世界に⼀つリモートアンサンブル2021★世界に⼀つ……

【2020ワクワク】リモートアンサンブル【2020ワクワク】リモートアンサンブル……
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【신형 코로나 백신】무료 접종!

【신형 코로나 바이러스 백신 접종】 

ENGLISH 简体中⽂  繁體中⽂ TIẾNG VIỆT 한국어

 

◆  백신은 무료입니다. 

 

 

◆ 백신접종은 의무가 아닙니다. 
  백신은 맞고 싶은 분만 맞으면 됩니다. 
  백신은 두 번 접종합니다.

 

 ●  외국인을 포함하여 일본에 거주하고 있는 사람에게 백신 안내가 옵니다. 

 요코하마시에 살고 있는 사람은 요코하마시에서 보낸 봉투가 도착합니다.  

 

 

 

 봉투에는 접종권이 들어 있습니다. 

                                                         백신을 맞고 싶은 분은 버리지 마세요. 

●  봉투에는 백신 접종에 관한 안내장 이 들어 있습니다. 백신을 맞고 싶은 분은 예약을 꼭 해 주세요. 예
약 방법은 안내장에 씌어 있습니다. 

다국어 버전  

영어、중국어(간체자)、한글、쉬운 일본어로 설명되어 있습니다. 
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궁금한 사항이나, 모

르는 사항은 콜센터 에

전화로 문의해 주세

요. 8 개 국어로 상담

이 가능합니다. (일본

어、영어、중국어、
한국어、베트남어、
네팔어、스페인어、
포르투갈어) 

 ● 봉투에는 백신 접종

예진표가 들어 있습니

다.

    예약 후에 예진표를 작성해 주세요.

     예진표  예약은 여기 

（Translations of Prevaccination Screening Questionnaire for COVID-19    vaccine） ＜후생
노동성 사이트＞

●  예약한 날, 시간, 예약한 장소에 갑니다.

 ＜백신 접종 준비물＞

    ① 접종권 

    ② 예진표

    ③ 약 수첩 (가지고 계신 분만)

 ④ 신분증 (운전면허증 등)

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2021/07/%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E6%A1%88%E5%86%85%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2021/07/%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82.png
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＜참고정보＞

★ 코로나 백신에 대해 외국어로 설명  

  웹 사이트  NHK WORLD-JAPAN

 예를 들면 

・백신은 언제, 어디에서 접종할 수 있나요? 

・백신 순서 

・어떻게 예약해야 되나요? 스케줄에 대해. 

영어・중국어・베트남어・스페인어・포르투갈어・아라비아어・벵갈어・비르마어(미얀마)・프랑스어・힌디어・인도네시아어・한국어(조

선어)・페르시아어・러시아어・스와힐리어・타이어・우르드어・일본어

 ★ 코로나 백신 나비（후생노동성） 

  언어︓일본어 / 알기 쉬운 일본어

★【유튜브】신형 코로나 백신 접종에 대해 (후생노동성) 
  언어︓일본어 
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