
・開催年について記載がない場合は 2018年です。
・参加費の記載がない場合は無料です。
・情報の詳細はYOKEホームページで見ることができます。
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掲載されている情報は編集当時のものです。予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

公益財団法人 横浜市国際交流協会yoke

〒220-0012　横浜市西区みなとみらい 1-1-1　
                          　　　　　　   パシフィコ横浜　横浜国際協力センター 5階
☎ 045-222-1171（代表）　FAX 045-222-1187　E-mail yoke@yoke.or.jp
https://www.yokeweb.com  YOKE FB ページ http://www.facebook.com/2012yoke　

みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩 5分
JR・市営地下鉄「桜木町駅」下車徒歩 15 分

℡. 045-222-1209

YOKE
情報・相談
コーナー

曜日 時間 最終受付

月～金 10：00～11：30
1 2：30～17：00 

第2・4土 10：0 0～1 3：0 0

16：30

12：30

英語 中国語 スペイン語

月～金
第2・4土

月～金
第2土

月～金
第4土

言　

語

対　

応　

時　

間

FAX 045-222-1187
info.corner@yoke.or.jp

①

法律相談
（英・中・西 他）

横浜市市民相談室・法テラス神奈川での
専門相談、法律相談のことを
聞くことができます。

4 月 5 日（木）
13：00 ～ 16：00

3 月 10 日（土）英・中
3月 24 日（土）英・西
10：00 ～ 12：30

YOKE にほんご相談室　毎週金曜日（第 2金曜を除く）13：00 ～ 16：30

JR 桜木町駅

みなとみらい駅
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公益財団法人 
横浜市国際交流協会

なか国際交流ラウンジ・日本語教室 学習者募集
日常生活に役立つ日本語を楽しく学ぶ教室です。

開催期間：5 月 15 日（火）～ 10 月 11 日　（火）  
　　　　　毎週火曜日と木曜日（30 回・夏休みあり）　

　　　　　10：30 ～ 12：00
　　場所：なか国際交流ラウンジ
　　　　　（横浜市中区日本大通 35　中区役所別館 1F)
　　対象：日本語初級者
　　　　　原則として中区在住・在勤の 16 歳以上の方
　　定員：30 名（先着順）
　参加費：6,000 円／ 1 期全 30 回（前払い）
　　　　　費用の一部は中区が負担しています。

　　　
　　　
　

なか国際交流ラウンジ（なかラウンジ） ☎　045-210-0667YOKE は中区からの委託をうけて、なか国際交流ラウンジを運営しています。

クラス分けのためのインタビューをします
4 月 1 日（日）から

来所か電話で予約してください。
受付時間：10:00 ～ 17：00、10:00 ～ 20:00（火・土）

第 3 日曜休館

YOKE 日本語教室 ～伝えあおう！私のこと 横浜のこと～

横浜で生活をしている外国人の皆さんの、暮らしに役立つ日本語を学習します。教室に参加する皆さんが、知り合うことを大切にしています。

に ほ ん ご きょうしつ

インタビューをします。電話かメールで予約してください。

YOKE 情報・相談コーナー
（英語・中国語・スペイン語で話すことができます。） ☎  045-222-1209　　nihongo@yoke.or.jp

学習者
募集

開催期間：4 月 18 日（水）～ 7 月 2 日　（月）  
　　　　　毎週月曜日と水曜日（祝祭日を除く）　10：30 ～ 12：00
　　場所：横浜市国際交流協会（YOKE)　※地図は P4 をご覧ください。

　　対象：・初級レベル
　　　　　・日本に 3 年以上住む予定の人
　　　　　・日常生活で日本語が必要な人
　　　　　・16 歳以上
　　定員：30 名（先着順）
学習形態：6 名くらいのグループ学習
　参加費：10,000 円／全 20 回（教材費込み）
　申込み：電話またはメールにて受付中

開催
報告 よこはま国際フォーラム 2018

YOKE は、C プラット運営委員会の構成メンバーです。

2 月 3 日（土）・4 日（日 )、「よこはま国際フォーラム 2018」が横浜市中区の JICA 横浜で開催されました。（主催：よこはま国際フォーラム 2018 プロジェクト）

同フォーラムでは、国際協力・国際交流・多文化共生・在住外国人支援などに関わる団体（NGO/NPO、行政機関、国際機関、学校など約 40
数団体）が多様な講座（約 50 講座）を開催。吉本興業所属のお笑い芸人「ガンバレルーヤ」の二人が登場し、国連が定めた「SDGs（持続可
能な開発目標）」について考えるトークショーもありました。当日は天気にも恵まれ、多くの方々にご来場いただきました。（講座参加のべ人数：
1,531 人）ありがとうございました。同フォーラムでは、YOKE も３つの講座を実施しました。当日の内容は以下のとおりです。

< 主催 > 構成団体：公益財団法人 横浜市国際交流協会／ JICA 横浜／横浜 NGO 連絡会

【１】外国人住民の妊娠から子育てを地域でどう支えるか
かながわ国際交流財団（KIF）と YOKE の共催で行いました。子育て支援者、外国人支援者、母子保健に関する行政関係者、外国人出身者、医療関係者、その他地
域活動を行っている方々など 60 名ほどが参加されました。
まず、妊娠から子育て期における外国人支援のニーズ把握のために、外国人当事者から子育て経験談を紹介。次に、KIF より、財団の発行している多言語子育て支
援ツールである「外国人住民のための子育てチャート」、「子育て応援キット」および「動画：外国人住民のための日本の子育て」の紹介をおこない、綾瀬市役所
健康づくり推進課保健師より、行政としてかかわる外国人住民の出産と子育ての事例を紹介しました。さらに、YOKE からは、外国人住民への日本語支援と子育
て支援のニーズが重なっていること、地域子育て支援拠点での日本語支援や YOKE の取り組みなど、横浜での子育て支援と日本語支援の事例紹介をおこない、さ
まざまな地域で外国人住民が安心して参加できる場づくりを提案しました。セミナーの後半には、参加者同士の意見交換の時間も設け、外国人住民の妊娠から育
児を支えるために地域内での連携の大切さや活動の必要性を感じたなどという声を多くいただきました。今後とも、外国人住民の子育てに関して KIF・YOKE とも
ども活動をさらに進めていきたいと思っています。

【２】外国につながる若者たちのチャレンジ ～ Rainbow スペースの取組から～
なか国際交流ラウンジの「学習支援教室」を卒業した若者たち『にじいろ探検隊』のメンバー７名とコーディネーターの林錦園さんが、外国につながる子ども・
若者のために、安心できる居場所として Rainbow スペースをたちあげた経緯や思いを語りました。外国につながる若者の自立をサポートするためには、「つながり」、

「自己肯定感」、「アイデンティティーの確認」が不可欠であることが、セミナーの中で確認されました。自分達の経験を踏まえ、同じような悩みを持つ後輩や同年
代の力になりたいとメンバーからは力強い発言がありました。会場では YOKE 坂本事務局長から、Rainbow スペースのように外国につながる当事者が居場所をつ
くることに一層意味があり、市内の各所でも同様の取組が広がっていくことに期待しているとのコメントがありました。当日は 111 名（第１部 83 人・第 2 部 28 人）
の参加者から多数の質問が寄せられ、関心の高さが伺えました。  

【３】動き出した小学生と教員からの発信 ～子どもたちが学び・考え・進める国際協力～
小学生が 横浜みなとみらい地区 パシフィコ横浜の「横浜国際協力センター」を訪問し、多文化共生のまちづくりや地球規模の課題に対する国際機関の取組を学び、

「自分たちにできることは何か」を考え、「だれもが安心して、豊かに生活できる世界」を目指して、動き出しました。そうした活動について、横浜市立の３つの
小学校（新石川小学校、西が岡小学校、榎が丘小学校）の児童・教員が発表し、胸に秘めた思いを語りました。会場の参加者からは「子ども達が世界の問題を〝
身近なこと〟として〝何かしよう〟〝今、自分にできることは？〟と具体的に考え、頑張っている姿がとてもよかった」「子ども達の緊張した表情から一生懸命さ
が伝わってきた。心から伝えようとする姿が良かった」「子ども達が一生懸命がんばっているから、自分たち大人も何か動かなければならないと思った」「子ども
達が自信をもった様子で大勢の人の前で学んだことを大人たちに発表できるのはとても意義がある」などの感想も聞かれました。（講座参加者 93 人）
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日本語教室　（水・土保育あり）

開催曜日と時間：
水曜10：30～12：00、木曜18：30～20：
00、土曜10：00～11：30
参加費：300円／各クラス
対象：高校生以上

子どもの学習補習教室
開催曜日と時間：毎週水曜
16：00～17：30（2019年4月入学予定の
子ども～小学生）
17：30～19：00（中学生）

外国につながる子どもたちのためのかもめ教室

みんなで発表会
かもめ教室で勉強していることや、ゆめな
どを日本語で話します。その後、ゲームな
どをします。おかしのおみやげもあります
日時：3月24日（土）9：30～11：45
場所：金沢公会堂多目的室（金沢区役所内）

Bogo（母語）カフェに来ませんか！
日本語が話せなくても、外国語が話せなく
ても、いろいろな国の人とおしゃべりが楽
しめるカフェです。
2018年度～2019年度予定：
4月4日（水）お花見の話
6月6日（水）梅雨
8月1日（水）ゆかたで盆踊り
10月3日（水）ハロウィン（仮装パーティ）
12月5日（水）クリスマス　BINGO大会
2月6日（水）春節を祝う
時間：13：00～15：00
参加費：200円／各回

当日会場へ直接来てください。

せかいのあかちゃんとママのひろば
いろいろな くにの こどもとママ
あつまりましょう。

うたったり、あそんだり、いっしょに　
たのしみましょう!!

2018年度～2019年度予定：
4月9日、5月14日、6月11日、7月9日、9月
10日、11月12日、12月10日、3月11日
いずれも月曜日
参加費：100円
当日会場へ直接来てください。

Let's enjoy 書道
書道パフォーマンスと書道体験
日時：3月11日（日）13：00～14：30
定員：30名（先着順）

小学生の国際理解教室
もっと世界を知ろう！
日時：3月26日（月）10：00～11：30
対象：小学3年～6年
定員：20名（先着順）
申込み：3月15日（木）9：00より電話か来
館にて

国際交流＆青少年のための
プラザまつり～やさしさと感動を～
日時：3月11日（日）10：00～15：00
内容：
開設10周年ありがとう企画／世界のクラフ
ト＆ティーコーナー／THE NIPPON♥きもの
deわくわく／日本の文化を楽しもう／科学工
作教室／ミニステージ／2Fセンターコート
／ドネーションコーナーぷらざや
参加費：入場無料、体験パスポート100円

親子で参加する　ボツワナ体験
都筑区と交流があるアフリカ南部ボツワナ
共和国について学び、「ボツワナ探検ワー
クブック」を完成させよう！ボツワナ料理
も体験できます。
※大人だけの参加も可です。
日時：3月21日（水・祝）13：30～15：30
申込み：E-mailにて　
my-plaza@tsuzuki-koryu.org
件名：親子で参加するボツワナ体験申込み
<連絡事項>名前（ふりがな）・住所・電話
番号・お子さんの名前（ふりがな）・学校
名・学年

日本語教室
日時：木曜日18:30〜20:00、金曜日10:30
～12:00、土曜日13:30～15:00
対象：外国人

子供の勉強会
日時：3月10・17日（土）
10：00～12：00
対象：日本語を母語としない小・中学生

ハローギャザリング
日時：3月17日（土）15：00～16：30
対象：外国人・日本人
テーマ：「ごみの分別」

外国人母親交流会～ぴっころ～
日時：3月13日（火）「みんなで遊ぼう」
3月20日（火）「一品持ち寄りランチパーティ」
10：30～11：30
対象：外国人
※日本人は要事前申込み

※会場は横浜市岩間市民プラザ3階

☎ 045-989-5266　FAX 045-982-0701

https://www.yokeweb.com/koshihaken

ほどがや国際交流ラウンジ

～みなとみらいで、「はじめてのスペイン語」を始めませんか？～

YOKE 語学講座　スペイン語　初級クラス
2018 年 4 月から新設のスペイン語クラスです。みんなが同じスタートラインに立つので、ワクワクで始められそう。
指導経験豊富な講師は、教え方でも質問対応でも受講生にとても好評な方です。あなたも一緒に始めましょう！
※他スペイン語クラスの講師のレッスンの様子を 30 分見学可（無料）

電話 045-222-1174 メール college@yoke.or.jp
詳細は…

参加者
募集中

－　寄付のお願い　－
寄付をいただく際、

支援事業を指定いただくことができます。
外国人子ども教育支援

在住外国人への情報提供支援
留学生支援

国際交流協力支援

【口座番号】00250-3-74434　
【加入者名】公益財団法人 横浜市国際交流協会　

※手数料不要の振替用紙を送付します。ご請求ください。

開催期間：　4 月 3 日～ 9 月 21 日　毎週金曜日（祝日・夏休みは休講）
　　講師：　ノルマ　吉見（ホンジュラス出身）
　　場所：　（公財）横浜市国際交流協会（YOKE)
　参加費：　週 1 回コース（全 18 回）　37,080 円（税込）　
　　　　　　テキスト代別（4,000 円程度）

　　定員：　13 名
　申込み：　電話・E-mail で受付中
　　　　　　< 連絡事項 >
　　　　　　①希望コース　②氏名（ふりがな）　③電話番号
　　　　　　④講座を何で知ったか
　

金沢国際交流ラウンジ
 〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 金沢区役所内

☎045-786-0531 FAX 045-786-0534

都筑多文化共生・青少年交流プラザ
（つづき MY プラザ）

〒224-0003 都筑区中川中央 1-25-1
ノースポート・モール 5F

☎ 045-914-7171　FAX 045-914-7172

申込み 横浜市国際学生会館
横浜市国際学生会館は、留学生への宿舎提供と市民の国際理解を目的
として、横浜市が開設し、YOKE は指定管理者として運営しています。

☎　045-507-0318（申込み）　FAX　045-507-2441
横浜市鶴見区本町通 4-171-23　☎　045-507-0121（問合せ）

「留学生をかこむ語学サロン」

講座名と日時：英会話サロン（午前／午後）、中国語サロン（午後）
　　　　　　　5 月 12・26 日、6 月 16・30 日（土）
　　　　　　　韓国・朝鮮語サロン（午前）、ドイツ語サロン（午前）
　　　　　　　5 月 19 日、6 月 23 日、7 月 28 日（土）
　　　　　　　※午前　11：00 ～ 12：30、午後 13：30 ～ 15：00
　　　　場所：横浜市国際学生会館 3 階ホール
　　　　対象：16 歳以上　　
　　　　定員：英会話サロン 75 名、中国話サロン 30 名、
　　　　　　　韓国・朝鮮語サロン 25 名、
　　　　　　　ドイツ話サロン 18 名（いずれも先着順）　
          参加費：英会話サロン・中国話サロン　3,200 円（4 回分）
　　　　          韓国・朝鮮語サロン・ドイツ話サロン 2,400 円（3 回分）

申込み：4 月 28 日（土）9：00 ～窓口または電話にて受付
　　　　会話レベルをお知らせください。
　　　　初級 : 参加希望言語で自己紹介ができるレベル
　　　　　　　⇒日本語をまじえながら会話します。
　　　　  中級 : 参加希望言語で基本的なコミュニケーションが取れるレベル
　　　　　　　⇒日本語を使わずに、わかりやすい表現で会話します。
　　　　  上級：参加希望言語で会話を楽しめるレベル

「語学サロン」は、学生会館の留学生をかこみ、英語 / 中国語 / 韓国朝鮮語 / ドイツ語で自由に会話を楽しむイベントです。レベル別に少人
数に分かれ、国際交流をしながら語学力を磨くチャンスです。レベルが合わないと感じたら変更が可能なので、安心して参加できます。

“おやこにほんごタイム・活動ネタ集”　
ホームページで公開中！

✔ 外国人住民にも、日本語を教えたことのない方にもご活用いただけます。
✔ イラストを多用し、指差しでのコミュニケーションにも繋がるように作られています。
✔ 子育てに関連した多言語情報リストも掲載しています。

「病気・病院」「保育園・幼稚園」「おべんとう」「年中行事」など、子育てに密着したテーマに沿って、
気軽に日本語を学びながら情報を得られる教材です。子育て支援の場、保育園・幼稚園などでもご活
用いただけるよう編集しました。

YOKE では地域の皆様と共に、
外国人住民向けのプログラム等を実施しています。

連携パートナーを募集中です！お気軽にお問合せください。

お問合せ：
TEL　045-222-1173  

E-mail　 c-nihongo@yoke.or.jp

www.yokeweb.com/kodomooyashien

寄付をいただきました。

<広告 >

洋館で外国⼈講師より学ぶ英会話
洋館でゆったりと少⼈数で、

そんな英会話始めてみませんか？
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