
「外国人の ための 楽しくて 役に 立つ 日本語」 ２学期は９月から始
は じ

まります！ 

・場所は、川崎市国際交流センターです。  ・５、６人の グループレッスン 

・日本語の 勉強だけでなく、日本文化や 川崎市を 知る 行事も あります。 

★午前コース 毎週 火曜日・金曜日 午前９時５０分から １１時５０分まで 

 ２学期：９月２０日（火曜日）から １２月６日（火曜日）    １１，０００円（全部で２２回） 

 ３学期：２０１２年１月１３日（金曜日）から ３月９日（金曜日） ８，５００円（全部で１７回） 

  ＊保育があります。（１歳以上。無料） 

★夜間コース 毎週 水曜日 午後６時３０分から ８時３０分まで（保育ありません） 

 ２学期：９月７日から１２月２１日     ７，５００円（全部で１５回） 

 ３学期：２０１２年１月１1 日から３月７日 ４，５００円（全部で９回）

２０１１年１０月                                   日本語版 

 

 

 

 

英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、やさしい日本語 

協会ＨＰ（http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）に掲載しています。 

(財)川崎市国際交流協会 〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町 2－2 ℡044-435-7000 Fax044-435-7010 

http://www.kian.or.jp/    E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 

         今回の台風への備えはどうでしたか？  
                日本では、８月から１０月に、たくさん台風がきます。強い風が吹き、雨も激しく降り、 

停電になったり、時には、バスや電車が遅れたり、停まったりします。日ごろから、台風 

のために準備しておくと安心です。 

   ■ 台風が来る前にチェックすること、準備すること。 
    ・窓や雨戸はしっかり閉まりますか。  

・屋外のテレビアンテナは風でとばないように、しっかり留めていますか。 

   ・庭やベランダにあるゴミ箱、植木鉢、洗濯用具などは、家の中に入れるか、固定しましょう。 

   ・非常用品をまとめていますか。（懐中電灯、携帯ラジオ、救急薬品、飲料水、ローソク、マッチ、保存食など） 

   ・近くの避難場所はどこですか？そこまでの道を確かめておきましょう。【問合せ 各区役所】 

■ 台風が接近して来たら、気をつけること。 
・台風情報に注意する。⇒テレビやラジオで最新の情報を得る。 

・危険な場所には近づかない。川は増水し、危険です。土砂災害ハザードマップを確認し、崖崩れや土砂  

崩れの起きそうな場所も、避けましょう。 

・危険が迫ったり、避難指示があったりしたら、すぐに避難しましょう。荷物は少なくして背中に背負い、 

 両手が使えるようにして、歩いて避難しましょう。   

 ・・・・・・・・・・・・・・ 川崎市国際交流協会での日本語講座の案内 ･･･････････････････････ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
「川崎市国際交流センター の 外国人相談」 に ついて  何か聞きたいことや、困った時 

相談できます。                                   （無料） 

    ・相談時間 (午前１０時から１２時 午後１時から４時）   電話 ０４４－４３５－７０００ 
 

言 語 曜 日  言 語 曜 日 

英語  月曜日から土曜日  中国語 火曜日・水曜日・金曜日 

ポルトガル語 火曜日・金曜日   スペイン語 火曜日・水曜日 

韓国・朝鮮語 火曜日・木曜日  タガログ語 火曜日・水曜日 
 

・川崎区役所 無料外国人相談 (面談)              ・麻生区役所 無料外国人相談 (面談)  
言 語 曜 日 時 間 言 語 曜 日 時 間 

英語 第１、第３木曜日 午後 2 時から 4 時半 英語 第１、第３木曜日 午前 9 時半から 12 時

中国語 第１、第３火曜日 午後 2 時から 4 時半 中国語 第１、第３火曜日 午前 9 時半から 12 時

タガログ語 第１、第３火曜日 午前 9 時半から 12 時 タガログ語 第１、第３水曜日 午後 2 時から 4 時半 

＊行政書士による無料相談会（日本語）  場所： センター２階 協会会議室  

・日時： １０月１６日 日曜日 午後２時から４時 （通訳は 予約が 必要です）。       

   

・ひらがな カタカナが 読める

人には、レベルチェックの テ

ストが あります。 

・初級は 協会の にほんごボラ

ンティアが 作った 『日本語

160 時間』上・下巻（どちらも

1,200 円） を 使います。 

・受講料と テキスト代が 必要です。
  
☆注意：いただいた受講料は、返

すことができせん。 



～「川崎市立小学校への入学」～申請手続きのお知らせ～ 

１． 外国籍の子どもが、小学校へ入学する場合、申請手続きが必要です。 
(来日したばかりのお子さんは区役所、区民課、区民係にお問い合わせください。) 

２．2012 年度の入学児童は、2005 年 4 月 2 日から 200６年 4 月 1 日までに生まれた子どもです。 
３．在留資格の有無にかかわらず、入学できます。 
４．必要なもの： ①就学申請書 （※用紙は各区役所、支所、出張所及び小学校にあります。） 

②住所や年齢が確認できる書類 
５．[問合せ・提出先]：「区役所 区民課 区民係」、「支所 区民センター 区民係」、「出張所 区民第１係」 
＊就学申請は、いつでも受け付けています。 

小学 1 年生の入学は、就学時に健康診断があるため、１０月１３日(木)までに申請してください。 
なお、中学校入学については、１２月以降にご案内します。 
 

就学時健康診断受診の手続き 
 

市立小学校へ新一年生として入学を希望する子どもの健康診断は、１１月１日(火)

から１１月３０日(水)の間に、小学校で行います。受診を希望する場合は、下の連絡

先にご連絡ください。 

後日、健康診断の日時・場所などをお手紙でお知らせします。 

 【問合せ】：教育委員会健康教育課 TEL：０４４－２００－３２９３ FAX：０４４－２００－３９５０ 

 

「外国人女性のための女性検診」  
 
【日時】：10 月２９日(土) 13：30～15：00 
【場所】：港町診療所 2 階 横浜市神奈川区金港町７－６ 代々木ゼミナールビル隣 
【行き方】：京浜急行「神奈川駅」下車徒歩 1 分あるいは、JR「横浜駅」下車、 

北東口 A より  徒歩７分 
【検査項目】： 子宮頸部細胞診・婦人科超音波検査・クラミジア検査の３つセット 

  費用 ５，０００円（３つセット 健康保険の有無は関係なし） 
【対応言語】：英語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、ミャンマー語 
【主催、問合せ】：MF-MASH 港町診療所  TEL：045‐453‐3673 
  スタッフは全て女性。結果は希望の場所へ郵送します。男性は施設内へは入れません。 

（小学生以下のお子さんは入れます。） 
 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆  

「第３４回 かわさき市民祭り」（川崎市最大のお祭りです） 

【日時】：11 月 4 日（金）～6 日（日）10:00～16:30  【場所】：川崎区富士見公園一帯 
【行き方】：JR 川崎駅・京急川崎駅から徒歩 15 分 

【内容】：世界の料理屋台や物産販売、世界の舞踊や楽器演奏のステージなど盛りだくさん！ 
国際交流コーナーもあります。11 月 6 日（日）の 11:00 からパレ―ドが行われます。 

【問合せ】：第 3４回かわさき市民祭り実行委員会事務局（受付時間：平日 9:00～17:00） 
      TEL：044-200-2308  FAX：044-245-5077 
 

カワサキハロウィン２０１１           
日時：１０月２２日(土)から１０月３０日(日)まで     

場所：JR 川崎駅のラ チッタデッラ周辺         

                           

 多文化フェスタ みぞのくち２０１１ 
日時：１０月２２日(土) １０時３０分～１５時００分 

場所：溝の口 NOCTY2 （マルイ）屋上、１２階 

交通：東急田園都市線・溝の口、JR 南武線溝ノ口 徒歩２分 

 
 


