
                                           平成２０年２月号 

 

川崎市   

 申込み：電話（午前 9 時半から午後 4 時まで）・ＦＡＸ・インターネット 

各講座についてのご質問は担当(増田)まで  044-435-7000 

 

          
                                                     

                                     

 

          

                        

                         一人ひと講座までのお申込みをお願いしております。 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

フランス語入門 

４月１６日―７月９日 毎水曜 午後 2：30－4：00 

受講料：(全 12 回) 15,000 円（税込み）  

テキスト代： ２，７３０円 

講師：ジャン-バジル・ローラン日仏学院・神奈川総合高校講師

ボルドー出身の講師が日本語で説明します。 
映像や歌を用いた楽しい雰囲気の授業です。

 トラベル英会話   

― 旅先でもっと話せたら！！― (初級レベル） 
４月１８日―７月１１日 毎金曜 午後 7：00－8：30 

受講料：(全 1２回) １8,000 円（税込み）        

  教材費：１,８９０円              

講師： ジョン・プラスキー 東京女子大学講師 

海外旅行での決まり文句をアメリカ人の講師が 

  指導します。初級レベルの実用的な英会話です。 

中国語入門 

４月１７日―９月４日毎木曜 午前 10：30－12：00 

受講料： (全 18 回) 23,000 円（税込み）  
テキスト代： ２，３１０円                     

講師：曹 丹   中国で元小学校教師  

     柴鳳艶  当協会中国語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

一冊の教科書を２名の講師が交互に教えます。 
日本語で説明し、毎回前週の復習から始めます。

英語―初級 (elementary level） 
４月１９日―９月１３日  毎土曜 A クラス 午後 2：00－3：00 

B クラス 午後 3：15－4：15 

受講料： (全 18 回) 19,000 円 （税込み）  
テキスト代： 2,940 円 

講師： トレバー・モレイ   順天堂大学講師 

イギリス人の講師が英語で説明しながら授業を進めます。

入門編を修了した方にお奨めです。 

イタリア語入門 

４月１７日―7 月１０日 毎木曜 午後 7:00－8:30 

   受講料： （全 12 回） 15,000 円 （税込み） 

   テキスト代：1,785 円 

  講師： フランチェスコ・ディオダート 

         共立女子大学講師、外務省研修所講師 

ナポリ東洋大学で比較言語を学んだイタリア人講師が 
日本語で説明します。欠席してもブログで復習できます。

英語―中級 （pre-intermediate level） 
４月１９日―９月１３日 毎土曜 午前 10：30－12：00 

受講料： (全 18 回)  27,000 円 （税込み） 

テキスト代： 2,000 円 

講師： スティーブ・リア  玉川大学助教 

昨年度の「初級英会話」につながる内容となります。

イギリス人講師との交流をお楽しみください。   

春休み こども英語教室（連続 3 日間） 
3 月 26 日(水)、27 日(木)、28 日(金) 
午前 10：00－11：00 
受講料：3,000 円（全 3 回）定員 15 名 
対象：初めて英語を学ぶ新小学 4,5,6 年生 
ネイティブと日本人アシスタントとのチームティ

ーチングで、3 日目に「英語通じた！」の自信を。

春休み こども中国語教室（連続４日間） 
3 月 26 日(水)、27 日(木)、28 日（金）、29 日(土) 
午前 11：10－12：10 
受講料：3,000 円（全 4 回）定員 20 名 
対象：初めて中国語を学ぶ 5 歳―9 歳児 
   付き添いの親御さんも入室可 
講師：曹 丹 中国で元小学校教師 

      劉 陸 当協会中国語講師 

春休みこども教室    抽選 

申込み：2 月 21 日(木)―3月 10日(月)

平成 20 年度 前期 川崎市国際交流協会 語学講座 申込み期間：２月２９日(金)～３月２０日(木)

国際理解、国際交流のための手始めとして、今春も各語学講座を開講します。   

それぞれのネイティブとのコニュミケーションを体験しませんか？         

     定員を超えた場合には抽選のうえ、当選者にのみ 4 月 1 日にご案内を郵送いたします。 

通知を受け取った方は 4 月 10 日までに受講料を郵便振込でご入金ください。（各クラス定員 25 名、16 歳以上） 



 
      みんなの力でめざせ！  「おひさま発電所」 in 川崎市国際交流センター 

 
・・・  川崎市国際交流センターに「市民共同発電所」を作ろう！  ・・・  寄付金募集 

 
     「かわさき地球温暖化対策推進協議会」と「ＮＰＯ法人アクト川崎」は川崎市国際交流センターに太陽光発電 
    設備を設置する活動を開始しました。８２５万円の設置費用のうち１２５万円を募金でまかなうため、ご協力を    

呼びかけています。 
     ２００８年夏をめどに、約７キロワットを発電できる太陽光発電パネルを当センターに設置予定です。市民や事

業者の募金による太陽光発電設備の設置は川崎市内では初めてです。設置費用の７００万円は財団法人広域
関東圏産業活性化センターからの助成金を受け、残りは１口千円の募金でまかないます。 

       温暖化防止への第一歩に、どうぞ皆様のお力をお貸しください。 
 
           問い合わせ：環境局地球温暖化対策担当   ☎ ２００－２５１４   ＦＡＸ ２００－３９２１ 

 

 

✿✿✿ ２月と３月の行事予定  ✿✿✿  

申し込み ： 電話« 午前 9 時 30 分から午後 4 時まで »  ＦＡＸ ・ インターネット       ※印のみ往復ハガキ 

行  事  名  月  日  時 間 ・ 場 所    内  容 参加費 ほか 
１０：００～１２：３０ 

コンテスト  （ホール）
来日５年未満の外国人市民な

どによる、日本語スピ－チ 

入場無料 
 定員      ２００名

 
第１４回 「外国人市民による 
日本語スピーチコンテスト」 と
出場者を囲んでの「交流会」 
 

 
２月１６日（土） 

１２：３０～ 
交流会 （レセプションルーム） 

 

出場者を交えて交流 

交流会     ５００円
（要事前申し込み） 

 
«文化理解講座» 
  
音楽で巡る世界の旅Ⅱ 
   －冬の旅― 

ヨーロッパ周縁を訪ねて 

 
① ２月 ７日 
② ２月１４日 
③ ２月２８日 
④ ３月 ６日 
（毎 木曜日） 

 
 

１４：００ 
～１５：３０

 
（ホール） 

 
① ケルト 
② ロシア 
③ バルカン半島 
④ ライブ演奏 
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞの音楽とﾀﾞﾝｽ 
講師  浦本 裕子 
（洗足学園音楽大学講師） 

 

受講料  
★シリーズ ２，０００円

１回毎    ５００円
 ３／６のみ ８００円

締切 各回開催１日前まで

定員       １５０名
★シリーズで申し込みの方

30 名様に、抽選でＣＤの当た

るチャンス！ 

 
 
«ふれあい交流会» 
 
世界の料理を作って話そう！ 
  

「タイ料理」 
 

 

 

 
 
 
 
３月 １日（土） 

 
 
 

 
１１：００ 

       ～１４：３０ 
 

      （料理室） 

 
トムヤムクン 

鶏肉唐辛子バジル炒め 

春雨サラダ  

白いごはん  

さつまいものココナツミルク 

講師 濱名 ピヤポン 
 

 
参加費   １，５００円
     （当日支払い） 
定員 超えた場合抽選  ２０名
申込 ※往復ﾊｶﾞｷで。 

（1 枚のハガキで 4 名まで申

し込み可） 

講座名・氏名・住所・電話を

記入。「川崎市国際交流協会」

宛（川崎市国際交流センター

内）２／１５消印有効 

 
«地球市民講座» 
 
マザー・テレサを描き続けた画家 

 アジャイ・デ氏の語る平等の愛 

   

  （日本語通訳付き） 
 

 
 
 
３月 ８日（土） 

 
 
 
１４：００ 

～１６：３０
（レセプションルーム） 

 

マザー・テレサを描き続けるイ

ンドの画家のアジャイ・デさん

の目を通した、テレサとは？ 

講演とともに絵画鑑賞 

インドのお茶付き 

 
参加費     ５００円
«高校生以下 無料» 
飲み物付き（チャイ） 
定員       １５０名
申込      先着順 
 

    ２月と３月の施設点検日は次の通りです。  ◆ ２月２５日(月)   ◆ ３月３１日（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 

２月２５日（月）  ×     ○ （９：００ ～ １８：００） ○ × ○ 

３月３１日（月）  ×     ○ （９：００ ～ １８：００） ○ × ○ 

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