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新講座始まります! 

※ 当協会の語学講座は、すべて半期ごとの内容で、年間を通した継続講座ではありません。また、諸般の事情により、上記の内

容変更が生じる場合がございます。なお、お申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。 

講座名講座名講座名講座名    期間期間期間期間・・・・曜日曜日曜日曜日・・・・時間時間時間時間    講師講師講師講師    
受講料受講料受講料受講料    

（（（（税込税込税込税込））））    
内容内容内容内容    

中国語入門中国語入門中国語入門中国語入門    
4444月月月月14141414日日日日～～～～9999月月月月1111日日日日    

毎週土曜日 18回 

15：00～16：30 

高 偉建 （こういけん） 

慶應義塾大学講師 

（中国出身） 

27,000円 

テキスト代別 

入門レベルの中

国語をしっかりマ

スターしましょう! 

準中級準中級準中級準中級のののの    

中国語中国語中国語中国語    

4444月月月月17171717日日日日～～～～8888月月月月28282828日日日日    

毎週火曜日 18回 

18：00～19：30 

範 麗雅 （はんれいが） 

読売文化センター講師 

（中国出身） 

27,000円 

テキスト代別 

今期限定で、中

級を目指すクラス

を開設しました。 

フランスフランスフランスフランス語語語語    

入門入門入門入門    

4444月月月月19191919日日日日～～～～7777月月月月12121212日日日日    

毎週木曜日 12回 

15：15～16：45 

アレクサンドラ・小椋・クレメール 

慶應義塾大学講師 

（フランス出身） 

18,000円 

テキスト代別 

パリ旅行気分で

基礎を学んでい

きます。 

初級英会話初級英会話初級英会話初級英会話AAAA    
4444月月月月19191919日日日日～～～～8888月月月月23232323日日日日    

毎週木曜日 18回 

17：00～18：30 

ジョナサン・キャンベル 

フェリス女学院大学講師 

（カナダ出身） 

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

につくレッスンで

す。わかりやすく

て実践的な内容

を練習します。 

初級英会話初級英会話初級英会話初級英会話BBBB    
4444月月月月20202020日日日日～～～～8888月月月月24242424日日日日    

毎週金曜日 18回 

10：30～12：00 

スティーブ・リア 

玉川大学准教授 

（イギリス出身） 

27,000円 

テキスト代別 

初級英会話初級英会話初級英会話初級英会話CCCC    
4444月月月月14141414日日日日～～～～9999月月月月1111日日日日    

毎週土曜日 18回 

10：30～12：00 

スティーブ・リア 

玉川大学准教授 

（イギリス出身） 

27,000円 

テキスト代別 

中級英会話中級英会話中級英会話中級英会話AAAA    
4444月月月月20202020日日日日～～～～8888月月月月24242424日日日日    

毎週金曜日 18回 

19：00～20：30 

ジョン・プラスキー 

東京女子大学講師 

（アメリカ出身） 

27,000円 

テキスト代別 

中級英会話中級英会話中級英会話中級英会話BBBB    
4444月月月月14141414日日日日～～～～9999月月月月1111日日日日    

毎週土曜日 18回 

17：00～18：30 

トレバー・モレイ 

フェリス女学院大学講師 

（イギリス出身） 

27,000円 

テキスト代別 

中級英語中級英語中級英語中級英語でででで    

ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション    

（準2級レベル） 

4444月月月月18181818日日日日～～～～7777月月月月11111111日日日日    

毎週水曜日 12回 

19：00～20：30 

ルース・ファロン 

慶應義塾大学講師 

（アメリカ出身） 

18,000円 

テキスト代別 

テーマは世界の

ニュース・文化。

毎週宿題あります 

中級レベルの文

法・言い回しを確

認しながら、会話

の練習を行いま

す。 

◎ 3月15日（木）当日消印有効   ※定員（各25名）を超えた場合は抽選 

◎ 往復はがき（1枚につき1名、１講座）に ①講座名 ②受講者名（フリガナ）     

③住所 ④電話番号をご記入の上、申し込んでください。 

返信はがきにも住所・氏名をご記入ください。  
申込受付中申込受付中申込受付中申込受付中    

★耐震化工事実施による、一部施設の利用制限について★ 
耐震化工事実施のため、下記の期間、ホールおよび特別応接室・特別会議室のご利用はできません。 

ご理解とご協力をお願いいたします。        3333月月月月21212121日日日日((((水水水水))))～～～～3333月月月月31313131日日日日((((土土土土))))    



★★★★    平成平成平成平成24242424年年年年3333月月月月、、、、4444月月月月のののの施設点検日施設点検日施設点検日施設点検日・・・・休館日休館日休館日休館日はははは、、、、次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。★★★★    

月日月日月日月日    施設利用施設利用施設利用施設利用    受付業務受付業務受付業務受付業務およびふれあいおよびふれあいおよびふれあいおよびふれあいネットネットネットネット    協会業務協会業務協会業務協会業務    レストランレストランレストランレストラン    ホテルホテルホテルホテル    

3月12日（月） × × × × ○ 

3月21日（水）～

31日（土） 

ホール・特別 

応接室・特別

会議室のみ× 

○ (9：00～21：00） ○ 月曜は× ○ 

4月23日（月） × ○ (9：00～18：00） ○ × ○ 

3月26日（月） × ○ (9：00～18：00） ○ × ○ 

 東風東風東風東風（（（（こちこちこちこち））））のののの茶会茶会茶会茶会    ～～～～モンゴルモンゴルモンゴルモンゴル馬頭琴馬頭琴馬頭琴馬頭琴のののの調調調調べべべべ～～～～        

    ●●●●3333月月月月24242424日日日日((((土土土土））））    午前午前午前午前10101010時時時時～～～～午後午後午後午後3333時時時時    

    ●●●●川崎市国際交流川崎市国際交流川崎市国際交流川崎市国際交流センターセンターセンターセンター・・・・木月庵木月庵木月庵木月庵（（（（茶室茶室茶室茶室））））    
 

茶席代込：1,000円 

当日券お受けします。（20名） 

 

主催：木月庵を大切にする会 

後援：(財）川崎市国際交流協会 

 

 最高・最低気温が例年を下回る毎日が続き、川崎市内でもインフルエンザが 

猛威を振るっていますが、皆様お変わりなくお過ごしですか。 

 当センターの貸会議室やホールでは、この寒さの中でも、さまざまな団体やグ

ループが集まって活動をしています。「交流サロン」(地階・カラオケ装置あり）

は、1月に改装されてとても過ごしやすくなりましたので、ぜひご利用ください。 

センターセンターセンターセンターちょこっとだよりちょこっとだよりちょこっとだよりちょこっとだより✐✐✐✐    

地球市民講座 （入場無料・申込不要） 

講演講演講演講演    「「「「子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを救救救救ってってってって欲欲欲欲しいしいしいしい」」」」    
                ----1111通通通通のののの手紙手紙手紙手紙からからからから始始始始まったまったまったまった    

                                        チェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリ救援市民活動救援市民活動救援市民活動救援市民活動----    

        3333月月月月10101010日日日日（（（（土土土土））））    午後午後午後午後2222時時時時～～～～4444時時時時    

                                国際交流国際交流国際交流国際交流センターセンターセンターセンター・・・・ホールホールホールホールにてにてにてにて    
 ●講師：和田 あき子氏  

（かわさき市民アカデミー学長・ロシア文学史研究者） 

 ●主催：かわさき国際交流民間団体協議会 

 ●共催：（財）川崎市国際交流協会 
 

  今回の講演では、原発事故がつないだチェルノブイリと 

 日本の救援市民運動の絆についてお話いただきます。 

 

基調講演基調講演基調講演基調講演    

「「「「東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災とととと国際交流協会国際交流協会国際交流協会国際交流協会のののの外国人支援外国人支援外国人支援外国人支援」」」」    

講師講師講師講師：：：：渡辺幸吉氏渡辺幸吉氏渡辺幸吉氏渡辺幸吉氏（公財）福島県国際交流協会専務理事 

 

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション「「「「大震災大震災大震災大震災とととと外国人外国人外国人外国人のののの暮暮暮暮らしらしらしらし」」」」    

コーディネーター：吉田聖子氏 （東京外国語大学        

           多言語・多文化協会研究センター フェロー） 

   パネラー：外国人市民の方々 

        （ホジェリオ・アンドラジ氏、招杏明氏、 

        エドモンド・ダンカン氏、小倉ノエミ相談員) 
 

 東日本大震災からもうすぐ1年です。この機会に、災害

時の外国人支援や外国人との共生を改めて考えてみま

せんか。 お申込み受付中（電話・FAX・Eメール・来館） 

 
 

♪春休みこども語学教室 3月27日（火）～29日（木）♪

◎ 場所：川崎市国際交流センター    

◎ 〆切：3月10日（土）消印有効  

◎ 受講料：各3,000円（全3回・教材費込） 

◎ 申込方法：往復はがき（1枚につき1名、1

講座）に ①教室名 ②参加児童名（フリガナ） 

③住所 ④電話番号 を記入の上、お申し込

みください。 （※定員を超えた場合は抽選） 

 ※返信宛先は、住所・保護者名を記入。 

 ※往復はがき以外の申込みは無効。 

教室名 
対象年齢 

（各15名） 
時間 講師 

こどもこどもこどもこども英語英語英語英語ＡＡＡＡ    現小学1～2年生 9：50～10：50 

こどもこどもこどもこども英語英語英語英語ＢＢＢＢ    現小学3～4年生 11：00～12：00 

こどもこどもこどもこども中国語中国語中国語中国語    
5才～8才 
（保護者入室可） 

13：00～14：00 
斎藤 優理絵 

<上海出身・元音楽教師> 

ローザーナ・ブレイクリー  
<ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ出身、 

語学学校講師> 

↑新装★交流サロン 

多文化多文化多文化多文化シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    

「外国人の立場から考える地震災害 

～みんなが安全に生きるために～」 
 

3月3日(土） 午後1時半～4時半 

国際交流センター・ホール（200名） 

入場無料 

募集中!! 


