みなみ市民活動 ・多文化共生ラウンジ情報誌

みなみラウンジで

やさしいにほんご版

たぶんかきょうせいボランティアこうざ があります!

みっつの ことばで ３かい あります。（ないようは ぜんぶ おなじです。）

すること ：
・がいこくじんしえんボランティアの し
ごとは どんな しごと ですか？
・たぶんかきょうせいボランティアの し
ごとを しょうかい します。
・つうやくボランティアの しごとは？
（これは にほんごの せつめいだけ
です）

だい 1 かい

11 がつ 16 にち(もくようび）13:30～15:30

にほんご

だい 2 かい

11 がつ 24 にち（きんようび）13:30～15:30

中国語

だい 3 かい

11 がつ 30 にち（もくようび）13:30～15:30

えいご

＊ねだん：￥0－
＊さんか できるひと：みなみラウンジがいこくじんしえんボラン
ティアに とうろくしている ひと、または ボランティアに きょ
うみが ある ひと。
＊１かい 20 にんまで （はやく もうしこんだ ひと から）
（でんわ、または

みなみラウンジに きて

よやくしてください）

〈はじめは「ほかのひとの ぶんかを しる」から〉
みなみくに すんでいる がいこくじんの くにの かずは ９９です。いちばん おおいのは、ちゅうごくじんで
４７７０にん です。つぎは、かんこく、そのつぎはフィリピンです。(２０１７ねん７がつ)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆

にほんごが ぼごじゃないひとのための こうこうしんがくガイダンス（つうやくがあります）
どんな こうこうが ありますか。 しけんは どうやって うけますか。 いくら かかりますか。など いろいろな
ことを きくことができます。 かながわけんの こうこうの ことも きくことができます。 そうだんも できます。
★9 がつ 24 にち（にちようび） うけつけ：１２：３０、 ガイダンス：１３：００～１６：００
★ばしょ：にしこうかいどう（よこはまえき から あるいて 10 ぷん （にしちくセンターと おなじ ばしょ です）

かながわけん じゃない けん・がいこくから きたひと（がいこくに つながりを
もつ せいと）への せつめいかい （つうやくがあります）
★12 がつ 2 にち（どようび）１４：００～
★つるみこうかいどう（JR つるみえきにしぐち から あるいて１ぷん）
（にゅうがくの もうしこみしょ などを もらうことが できます。）
★いま、かながわけんの ちゅうがっこうに いっている ひとは、さんかできません。
※もうしこみは しなくてもいいです。 ちょくせつ きてください。

みなみく

がいこくじん ちゅうがくせい がくしゅうしえん きょうしつ

せいと・そつぎょうせい・サポーターこうりゅうかい
ことしも なつやすみ まいしゅう かようびに、がいこくじんちゅうがくせいがくしゅうしえんきょ
うしつで せいと・そつぎょうせい・サポーターの こうりゅうかいを しました
✿ゲーム、えんそう、ちゅうごくたいきょくけん、フィリピンダンスをしながら、せいと・そつぎょ
うせい・サポーターがこうりゅうをしました。(^^)
✿せんぱいから こうこうのはなしを きくことができて、ちゅうがくせいたちも すこし あんしんし
たと おもいます。 (By がくしゅうしえんコーディネーター)

みんなの『わっ！』フェスタ
● いつ
● ばしょ
● でんわ

11 がつ 3 にち（きんようび）11：00～15：00
みなみラウンジ
232‐9544 (もうしこみは しなくてもいいです)

いろいろな くにの おちゃを のんでみませんか。せかいの りょうりも たべることができます。がいこくの おどりも あ
ります。ぜひ きてください！いろいろな くにの みんぞくいしょうを きることも できます。 にほんの きものも ありま
すよ！イベントも たくさん あるので、とても たのしい 1 にちを みなみラウンジで すごすことができます。
にほんで べんきょうを がんばっている がいこくじんの にほんごスピーチや いろいろな たいけんこうざも あります。
ちいさい おこさんから おじいさん・おばあさんまで、にほんじんも がいこくじんも １にち たのしめるプログラムが い
っぱい。 ぜひ ごかぞくや ともだちと いっしょに、みなみラウンジに あそびに きてください♪

「みなみラウンジ」では せいかつの いろいろな そうだんが できます。
① せいかつ じょうほう・そうだん（むりょう）
まどぐち： げつようび～にちようび ９：００～１７：００
でんわ：
（にほんご）045-232-9544
（がいこくご）045-242-0888
＊したの ようびを かくにんして ください。
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② せんもん（ほうりつ、ざいりゅう、きょういく）そうだん
そのほかの

（むりょう/よやくしてください
045‐242‐0888）

そうだんんは：

ＹＯＫＥじょうほう そうだんコーナー （でんわ 045－222－1209）
げつようび～きんようび 10：00～17：00（ひるやすみ 11：30～12：30） ※うけつけは 16：30 まで
だい 2・だい 4 どようび 10：00～13：00 ※そうだんは 12：30 まで
【ことば】えいご・ちゅうごくご・スペインご・にほんご
【やすみ】にちようび、しゅくじつ、ねんまつ・ねんし、だい 1・3・5 どようび

