
                                        平成２２年７・８月合併号 

川崎市                                                     

               ★☆★ 「平成２２年度 後期語学講座」の受付を開始します ★☆★  

                                                      

申込み期間    ９月１日〈水〉当日消印有効  ★ 定員を越えた場合は抽選 ★ 
申し込み方法   往復はがきに①講座名 ②受講者名 ③住所 ④電話をご記入のうえ、申し込んでください。  

              はがき 1 枚で 1 名の申し込み   宛 先： 川崎市国際交流協会 
                    
    ※ 当協会の語学講座は全て半期ごとの内容で、年間を通じた継続講座ではありません。 
       また、諸般の事情により、以下の内容、日程に変更が生じる場合がございます。 
       なお、お申し込みの際の個人情報は、講座の運営以外の目的では使いません。 

           《問い合わせ》 （財）川崎市国際交流協会 （午前９時半～午後４時まで）                       
      ℡ ０４４－４３５－７０００   ＦＡＸ ０４４－４３５－７０１０   E-mail：ｋiankawasaki@kian.or.jp  
 

      

  講 座 名  期間・曜日・時間      講   師 定 員 受講料〈税込み〉    内  容 

１０月１２日～３月 １日 

毎週火曜日（全１８回） ハングル入門 

午前 10：00 ～ 11：30 

 

未   定 
 

２５名 

 

２３，０００円 

ﾃｷｽﾄ代別 

日本語を話せる韓国人
講師が２名交代で、授
業を進める予定。ﾊﾝｸﾞ
ﾙの面白さを実感でき
ます。 

１０月 1２日～１月１８日 

毎週火曜日（全１２回） イタリア語入門 

午後 7：00 ～ 8：30 

 

フランチェスコ・ディオダート 

 共立女子大学講師 

 

２５名 

 

１８，０００円 

ﾃｷｽﾄ代別 

ナポリ東洋大学で比較
言語を学んだイタリア
人講師が丁寧にわかり
やすく説明します。 

１０月１５日～３月 ４日 

毎週金曜日（全１８回） 
初級英会話 A 
 ＜英検 4～3 級 

TOEIC250～370 程度＞ 
午前 10：00 ～ 11：30 

 

スティーブ・リア  

 玉川大学准教授 

 

２５名 

 

２７，０００円 

ﾃｷｽﾄ代別 

１０月１６日～３月 ５日 

毎週土曜日（全１８回） 
初級英会話 B 
  ＜英検 4～3 級 

  TOEIC250～370 程度＞ 
午前 10：30 ～ 12：00 

 

スティーブ・リア  

 玉川大学准教授 

 

２５名 

 

２７，０００円 

ﾃｷｽﾄ代別 

 
ネイティブ講師による英
会話の基礎がしっかり
身につくレッスン。 
わかりやすく実践的な
初級英語クラスです。 
できるだけ日本語を使
わず参加してください
ね。 

１０月１５日～３月 ４日 

毎週金曜日（全１８回） 
中級英会話 A 
  ＜英検準 2～2 級 

  TOEIC380～430 程度＞ 
午後 7：00 ～ 8：30 

 

ジョン・プラスキー 

 東京女子大学講師 

 

２５名 

 

２７，０００円 

ﾃｷｽﾄ代別  

コミュニケーション力UP
を目指しましょう。 
発音やリスニング力の
指導もあります。 

１０月１６日～２月２６日 

毎週土曜日（全１８回） 
中級英会話 B 
  ＜英検準 2～2 級 

  TOEIC380～430 程度＞ 
午後 2：15 ～ 3：45 

 

トレバー・モレイ 

フェリス女学院大学講師 

 

２５名 

 

２７，０００円 

ﾃｷｽﾄ代別  

会話好きなイギリス人
講師が英語で楽しく講
座を行います。たくさん
話して会話力をつけま
しょう。 

１０月１３日～１月１９日 

毎週水曜日（全１２回） 

 

英国の文化と 

社会 
＜英検 2 級 

  TOEIC600 程度＞ 午後 7：00 ～ 8：30 

 

マーティン・ハインズ 

一橋大学講師 

 

 

２５名 

 

１８，０００円 

ﾃｷｽﾄ代別 

 
イギリスの社会や文
化を英語で学んでい
きます。 
本場のイギリス英語
を学びましょう！ 

１０月１４日～ １月２０日 

毎週木曜日（全１２回） 

 

タイ語入門 

 午後 7：00 ～ 8：30 

 

ラサミ・チャイクル 

フェリス女学院大学講師

 

２５名 

 

１８，０００円 

ﾃｷｽﾄ代別 

ネイティブ講師から
タイ語を学んでみま
しょう！ 
タイ文字が読めるよ
うになれば怖いもの
なし？ 

１０月１７日～３月 ６日 

毎週日曜日（全１８回） 
 

中国語入門 

 午前 10：30 ～ 12：00 

 

未   定 

 

２５名 

 

２３，０００円 

ﾃｷｽﾄ代別  

日本語も OK なネイ
ティブ講師の授業
を予定。１８回の講
座を通し、入門レベ
ルの中国語をしっ
かりマスターしま
しょう！ 

 
 



 ネイティブ講師に学ぶ   夏休みこども語学教室 ～ 今年の夏休みは外国語に挑戦！ ～    
 申し込み方法  往復ハガキに（ハガキ 1 枚に 1 名の申し込み） ①教室名  ②氏名ﾌﾘｶﾞﾅ  ③年齢   ④住所   ⑤電話番号 

宛先 （財）川崎市国際交流協会まで。 返信宛先は保護者名を記入。 締切り ７月１５日（木）必着。 ※往復はがき以外の申込みは無効    

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◆ ホストファミリー（ボランティア）募集！ ◆   期 間 ：１泊２日 （１部屋と、食事の提供が必要です） 
ご自宅で、ドイツの名門シュタインバイスの大学院生と英語やドイツ語で交流してみませんか？ 
学生たちは、日本で２週間、企業訪問をしたり研修を受けたりしていますが、その中で、日本の家庭を体験できる唯一の機
会となります。  

   ＊ 応募にあたっては、メール、ＦＡＸ、電話で申し込み後に、当協会の面接を受けて登録ボランティアになっていただくこ
とが条件です。 

日時：●Ａグループ・・・７月２４日（土）～２５日（日）●Ｂグループ・・・７月３１日（土）～８月１日（日） ●謝 礼：図書券３千円 

友好都市提携２０周年 ❒ イギリス・シェフィールド市訪問 川崎市民交流団募集 ❒ 

 友好都市提携２０周年を記念して、シェフィールドを訪問します。シェフィールド市表敬訪問や市民交流をおこなうほか、 

特急列車インターシティーの乗り心地を体感したり、イギリスの魅力あふれる中世の街並みや世界遺産も見学を予定。 

    【日  程】  １１月 7 日（日）～14 日（日） （8 日間） 

    【旅行代金】 ２７万円（燃料代別）を予定。 

    【募集人数】 ３０人（１８歳以上、川崎市在住、在勤、在学および川崎市で市民団体として活動している方） 

    ＊詳しくは、７月２０日（火）から区役所、当センター、市民館、図書館などで配布する案内をご覧ください。 

    

♪♪    ときめき世界の音楽  「魅惑の音楽紀行」  アジアへの旅   ♪♪ ３回シリーズ  

 

 ■ 第１回公演 インドネシア音楽＆ワヤン・クリ（影絵芝居）  ■ ９月 ５日（日） 
 ■ 第２回公演 モンゴルの馬頭琴演奏とホーミー        ■ ９月２３日（木祝） 
 ■ 第３回公演 タイ王国の民族楽器の演奏           ■１０月３０日（土） 

《日 時》  2010 年 9 月 5 日（日）、9 月 23 日（木祝）、10 月 30 日（土） 14:00～15:30 まで 
《場 所》  川崎市国際交流センター・ホール   
《入場料》  前売 1 回 1,500 円 （3 回シリーズをまとめて購入する場合は 4,000 円）  当日券２，０００円 
《定 員》  ２３０名 （先着順・自由席）  未就学児入場不可 
《申し込み》 予約制 ８月１０日（火） １０：００より受付開始（先着順）。電話・Ｆａｘ・Ｅ－mail・来館のいずれかで。 
        期間中受付時間(１０：００～１６：００）  

     《支払い》  事前に申し込みの上、①現金払い[（協会窓口１０：００～１６：００）] 
                           ②郵便振込み 「払込取扱票」にコンサート名・「予約受付番号」・枚数・住所・氏

名・電話番号を明記のうえ送金してください。入金確認後、入場券（はがき）を
郵送します。 

※ 払い込み先の口座番号： ００２２０－３－０１３２６１７  ／加入者名：川崎市国際交流センター 
           

 ◇７月５日（月）より、プロジェクター（２台）の貸し出しを開始します。 詳しくは受付にお問い合わせください。 
              ① ８０インチ    スクリーン付き １，５００円 
              ②１００インチ    スクリーン付き １，５００円 
 

★ ７月と８月の施設点検日は次の通りです。 
月 日 施設利用 受付業務 および ふれあいネット 協会業務 レストラン ホテル 

７月２６日（月）  ×  ○ （９：００ ～ １８：００） ○ × ○ 

８月２３日（月）  ×  ○ （９：００ ～ １８：００） ○ × ○ 

     
   （発行） 川崎市国際交流センター        東急東横線・目黒線 元住吉駅下車 西口より徒歩１０分 

          〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－２    電話  ０４４－４３５－７０００ 
        http://www.kian.or.jp/kic/  E-mail：ｋiankawasaki@kian.or.jp    FAX   ０４４－４３５－７０１０ 

★ こども中国語教室（全３回） 

（期間） ７月２７日（火）２８日（水）２９日（木） 

（時間） １３：００ ～ １４：００ 

（受講料）３，０００円 （定員）１５名（越えた場合は抽選）

（講師） 斉藤優理絵（中国上海出身 元音楽教師） 

（対象） 初めて中国語を学ぶ５～８歳まで 

     付き添いの保護者の方の入室もできます。 

★ 講師が音楽や遊びを通して、お子様が楽しみながら中国語に

ふれられるよう授業を進めます。先生と交流することで、国

際感覚を養うプログラムです。 

★ こども英語教室（全３回） 

（期間）７月２７日（火）２８日（水）２９日（木） 

 A ｸﾗｽ 小学校 1年・2年生（時間） 9：50～10：50 

 B ｸﾗｽ 小学校 3年・4年生（時間）11：00～12：00 

（受講料）各３，０００円（定員）各１５名（越えた場合は抽選）

（講師）ブレイクリー・マーク（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ出身 語学学校講師）

  

★みんなで、ジェスチャーやゲームを楽しみながら、英語を

使って単語を覚えよう！先生への質問の時間に、いろいろ

聞いて先生の国をたくさん知ろう！ 

http://www.kian.or.jp/kic/

