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KAWASAKI INTERNATIONAL CENTER NEWSLETTER 
川崎市 

今後の 講座・イベント 

2022（令和4）年9月8日号 

講座・イベント 日時 参加 内容 

外国人
がいこくじん

のための 

日本語講座 2学期
にほんごこうざ        がっき

 

①午前
ごぜん

コース
こ ー す

（火
か

・金
きん

） 

②夜間
やかん

コース
こ ー す

（水
すい

） 

①9：50～11：50 

9
く

月
がつ

13日
にち

から12月
がつ

2日
ふつか

まで 

②18：30～20：30  

①12,100円
えん

（22回
かい

） 

（保育
ほいく

あり・無料
むりょう

） 

②8,250円
えん

（15回
かい

） 

（保育
ほいく

なし） 

初級
しょきゅう

から 上級
じょうきゅう

レベル
れ べ る

まで あります。 

５から ８人
にん

まで の少人数制
しょうにんずうせい

です。 

※保育
ほ い く

は 1歳
さい

から 3歳
さい

までです。 

外国
がいこく

につながる子
こ

どものための 

高校進学
こ う こ う し ん が く

ガイダンス
が い だ ん す

     

9月19日（月・祝）
がつ  にち   げつ しゅく

 

13：00から16：00まで 

 

 

無料
むりょう

・ 申込
もうしこみ

が必要
ひつよう

です 

定員
ていいん

 24世帯
せ た い

 

（1世帯
せ た い

3人
にん

まで） 

神奈川県
かながわけん

の公立高校
こうりつこうこう

に進学
しんがく

するための

説明、相談会
せつめい そうだんかい

です。 

対象
たいしょう

： 中学3年生
ちゅうがく  ねんせい

と保護者
ほ ご し ゃ

、支援者
し え ん し ゃ

 

生活にほんごサロン 

新サポーター養成研修 

10月1、8、15日（土）

10：00～12：00 

無料・HPで申込 

定員30名（先着順） 

外国人に週末に一対一で日本語やビジネス上の  

コミュニケーションスキルを教えるための研修です。 

中国語による国際理解講座 

  （中級者以上、通訳なし） 

10月1日（土） 

13：00～15：00 

550円 

HP・電話・来館で申込 

定員30名（先着順） 

講師：李彤（川崎市親善留学生） 

ネットスラングや現代の中国の若者の間で流行して

いる日本文化について中国語で学びます。 

韓国語による国際理解講座 
   （中級者以上、通訳なし） 

10月8日（土） 

13：00～15：00 

550円 

HP・電話・来館で申込 

定員30名（先着順） 

講師:李泰文（当協会韓国語講座講師） 

韓国人と心のコミュニケーションをとるためには、もう

一つの言葉を理解する必要があります。真の心を知

るきっかけにもなる、その言葉の正体とは？ 

第31回 川崎ジュニア文化賞 

受賞作品展示 

１０月21日（金）～ 

         11月14日（月） 

無料 自由観覧 

（9：00～21：00） 

市内の小学5,6年生対象の「川崎ジュニア文化

賞」。センター1階の展示ロビーにて、絵画・作文

の受賞作品全14点を展示します。 

友好都市提携３０周年記念・

ドイツ・リューベック市写真展 

10月20日（木）～ 

     11月20日（日） 

無料 自由観覧 

（9：00～21：00） 

観光ボランティア 

通訳セミナー 
10：30～12:00 

12月３日のみ10：00～ 

15：30予定 

3,850円・HPで申込 

9月15日受付開始 

定員24名（先着順） 

外国人観光客などに、英語で市内を案内する 

ボランティアを養成します。 

英検準2級レベル以上で実践的なボランティアを目

指している方、全5回休まずに出席できる方対象。 

実践練習ツアーあり。 

【オンライン】 

ふれあい交流会 

（タイ料理） 

10月15日（土） 

11：00～13：00 
無料・HPで申込 

タイ出身の講師からタイ料理や文化を学びます。

メニュー：ラープ・ムー（タイ風サラダ料理）、 

ガイ・パッド・タクライ（鶏肉のレモングラス炒め）。 

【オンライン】 

留学生と交流する会 

11月5、19日（土） 

14：00～16：00 

無料・HPで申込 

9月15日受付開始 

定員30名（先着順） 

川崎市親善留学生が母国と日本の違いやおす

すめのアジア食品店などを発表します。             

グループ毎に交流をする時間があります。 

※講座、イベント等の内容、日程、申込等についての詳細は、ホームぺージをご確認いただくか、直接お問い合わせください。 

   なお、新型コロナウイルスの影響により、実施方法等について変更する可能性がございます。ご了承ください。 



 

★ 9月、10月の施設点検日は、次のとおりです★ 

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 

9月12日（月） × × × × 〇 

9月26日（月） × ○ （午前9時～午後6時） ○ × ○ 

10月24日（月） × ○ （午前9時～午後6時） ○ × ○ 

講座・イベント 日時 参加 内容 

【Zoomによるオンライン】 

英語による国際理解講座 
10月1、15、29日（土）

14：00～15：30 

英語中上級者対象

3,300円・HPで申込 

定員40名 

 

①“Challenges in the construction of few 

famous civil engineering structures in Japan 
and Iran”   
②“The Beatles Beyond the Songs”  

③“Make yourself at Home: How to live like 

a local in Thailand”  

10月開講 後期語学講座 

 

①初級英会話A（基礎編） 

②     

  中級 

③英語で学ぶイギリス音楽    

  中級 

①10月4日～2月14日

（毎火）18：30～20：00 

②10月6日～3月2日

（毎木）18：30～20：00 

③10月5日～2月22日

（毎水）18：30～20：00 

定員25名（全18回） 

受講料 29,700円 

教材費 

 ①3,300円 

 ②2,200円 

 ③1,100円 

HP申込フォームまたは 

往復はがきにて申込 

①講師：ポール マッケナ（桜美林大学講師） 

アイルランド出身の講師からわかりやすく実践的な

初級英会話を学びます。 

②講師：アビー ニコラス フリュー（駒澤大学講師）

英語を使って様々な資料や文章を読み取ったり 

表現したりしながら、テーマに対する知識と英語の

能力の双方を高めます。 

③講師：フィリップ ヒンダー（関東学院大学講師） 

ポップやロックを聴きながら、イギリス人の心と暮ら

しを体感できるひとときを楽しみましょう。 

今後の講座・イベント（追加募集中） 

外国人
がいこくじん

の高齢者
こうれいしゃ

（要介護者）
ようかいごしゃ

を知
し

っている人
ひと

は、アンケートにご協力
きょうりょく

ください。 
川崎市内の外国人市民高齢者（要介護者）の現状を川崎市に報告して、今後の政策に活かすアンケート調査を実施いたします。 

対象は、外国人高齢者の要介護者を介護している、介護していたご家族の方、介護職の方、または現状をご存じの方です。 

  アンケート参加者にはメキシコ、韓国または日本の料理のレシピをプレゼントします。 

 詳しくはホームページをご覧ください。 

 アンケート実施期間：2022年8月1日～2023年1月31日   

 参加方法：ウェブフォーム、来館、書式をダウンロードして、メールまたは郵送（郵送は1月31日必着） 

今後の講座・イベント（予告） 

講座・イベント 日時 参加 内容 

国際文化理解講座 

「プィサンキを 

      つくりましょう！」 

11月10日、17日、24日

（木）10：00～12：30 

全３回 

参加費1,650円 

材料費1,650円 

HPで申込 定員20名 

申込締切：１１月１日（抽選） 

プィサンキとは、ウクライナに古くから伝わる、卵の

殻にろうけつ染めで模様をつける伝統工芸です。 

講師：テチャーナ ソロツカさん（工芸作家） 

川崎市・リューベック市

（ドイツ）友好都市提携

30周年記念コンサート 

11月12日（土） 

14:00～16:00 

 

 

無料。定員200名。 

申込締切：10月20日（抽選） 

HP、往復はがきにて申込 

ドイツ・リューベック市に縁のある演奏家が出演

し、音楽を通じたリューベックと川崎の交流と親交

を深めることを目的としたオルガンとトランペットの

アンサンブルコンサート。 

外国人のための就職

活動セミナー 

11月26日（土） 

10:00～12：00 

無料。要予約。 

定員20名（先着順） 

対象：大学生、短大生、専門

学生、高校生 

講師：方貞華（宇賢教育学院院長） 

内容：就職活動の基礎知識、流れ、マナー 

    就職面接の実践、就職活動Q&A 

災害時支援ボランティア

養成セミナー 

～「やさしい日本語」を 

      学びましょう～ 

11月26日（土） 

14:00～16：00 

無料。HPで申込。 

対象：災害時支援ボランティ

ア、および関心のある方 

定員：30名（先着順） 
10月15日から申込開始 

講師：新居みどり（NPO国際活動市民中心CINGA 

事業コーディネーター） 

内容：日本語が母語ではない外国人住民とのコ

ミュニケーションに役立つ「やさしい日本語」を実

践的に学びます。 


