みなみ市民活動 ・多文化共生ラウンジ情報誌

やさしいにほんご版

さくらまつり・ライトアップ
へいせい３０ねん４がつ８か(にち)に まいたこうえんで だい２８かい さくらまつりが あります。さくらで
ゆうめいな おおおかがわプロムナードは よる ライトアップ されます。 ３がつ２４か から 2,500 こ の
ぼんぼりの あかりも つきます。

だい２８かい みなみく さくらまつり

さくらのライトアップ・ぼんぼりのてんとう
い つ：３がつ２４か～４がつ１１にち
なんじ：げつようび～もくようび：18 じ～21 じ
きんようび～にちようび：18 じ～22 じ
ど こ：おおおかがわプロムナード

まつりがある まいたこうえんは さくらで ゆうめいです。
かぞくの みなさんと いっしょに ぜひ きてください。
（いつ） へいせい３０ねん４がつ８か（にち） 10:00～15:00
（どこ） まいたこうえん：みなみく しゅくちょう 1-1
（けいひんきゅうこう みなみおおたえき あるいて５ふん、
しえいちかてつ よしのちょう あるいて５ふん）
＊くるまを とめる ところが ありません、でんしゃ や バスで きてください。
（ないよう） ステージイベント、おみせ、バザー、ひさいちぶっさんてん など

みなみラウンジも さんか しています♪♪♪
みなみラウンジの ブースでは、せかいの おちゃ や おかし などの ししょくが できます。
せかいのぶんかも たいけん できます。がいこくごが はなせるスタッフも いるので あそびにきてください。

べんりです！！！ マイナンバーカード
マイナンバーカードを もっていると コンビニで じゅうみんひょう などが とれるのを しっていますか?
よいところ：

① しょうめいしょ によっては まどぐち よりも てすうりょうが ５０えん やすい
② よる や しゅくじつ でも とれる！ （１２がつ２９にち～１がつ３かは とれません）
③ あさはやく から よるおそく まで とれる！(6:30～23:00)
→ こせきしょうめいしょ・こせきのふひょう は とれません
コンビニ ： セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン・ミニストップ・サークル K サンクス・ローソン スリーエフ・ほか
くわしい ないよう： http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/koufu/
☎ 0120-0178-27 へいじつ９:３０～２０:００、
しゅうまつ/しゅくじつ 9:30～17:30（12/29～1/3 やすみ）
ナンバーカード もうしこみ に ついて： https://www.kojinbango-card.go.jp

あなたも いっしょに かがやきましょう♪
～みなみしみんかつどう・たぶんかきょうせいラウンジボランティアかつどうについて～

みなみラウンジではたくさんのボランティアかつどうがあります。

にほんごに まだ なれていない ひと ⇒
1. がいこくご がくしゅう：

がいこくご がくしゅう の せんせい

2. がいこくぶんか しょうかい:

くに、みんぞくぶとう のしょうかい、りょうりきょうしつ

3. がっこうを ちゅうしんに した たぶんかきょうせい じぎょう：
みなみくの しょうがっこう で がいこくぶんかしょうかい
いろいろな ことば での よみきかせ など

にほんごで おはなしが できる ひと ⇒
4. みなみく つうやくボランティア： がっこう、くやくしょ などでの つうやく
5. ぼごきょうしつ：
6. ほんやく：

しょうがっこう での ぼごきょうしつの せんせい

がっこう、くやくしょ などの おしらせ など の ほんやく

7. にほんごがくしゅう：

にほんご こじんレッスン などの せんせい

8. がっこう しょき てきおう がくしゅう しえん （※きょういく いいんかい じぎょう）：
ぼごを つかった がっこうせいかつ・がくしゅうサポート

つうやくかつどう で やくにたつ フレーズ
１

「きょうは、つうやくで

きました。よろしくおねがいします。」

２

「すみません。いまの ところを もういちど いってください」

３

「この ことばの いみが わかりません。もういちど せつめい してください」

４

「すみません！それは つうやく として いえません」

「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

