
 

 

 

  

はじめてのハングル  

難易度☆☆☆☆☆ 

イムヨンスク 先生 

月 10：00-11：30 
「ゼロ」から始めてみた

い方向け 

 

開講日 9/7 

はじめての中国語 

難易度★☆☆☆☆ 

李呉小倍 先生  

木 9：45-11：15 
中国語を始めたい

人。初心者向け 

 

開講日 9/3 

はなせる中国語  

難易度★★☆☆☆ 

李呉小倍 先生  

火 9：45-11：15 
会話をしてみたい 

初中級レベルの方向け 

 

開講 9/1 

中国語サロン 

難易度★★★☆☆

沈若冰 先生  

水 19：00-20：30 
気軽な会話を中心 

にした講座です。 

 

開講日 9/2 

はじめての英会話  

難易度★☆☆☆☆ 

ベニーリー 先生  

水 10：00-11：30 
英語を始めたい初心者

向け 

 

開講日 9/2 

やさしいハングル  

難易度★★★☆☆ 

イムヨンスク 先生 

月 19：00-20：30 
読み書きと会話をしっか

り楽しみたい方向け 

 

開講日 9/7 

申込受付 7/27（月）～ 8/21（金） 
 

やさしい英会話 

難易度★★☆☆☆ 

鹿野昌子 先生 

木 13：20-14：50 
英語を使って会話に 

チャレンジしたい方向け  

  

開講日 9/3 

  

中国語 

はなせる英会話 

難易度★★☆☆☆ 

リックエラー 先生 

火 19：00-20：30 
英語に少し慣れた方 

向け 

 

開講日 9/1    

 

【全 18 回コース】 

やさしいハングル 

難易度★☆☆☆☆ 

キムイムスク 先生 

月 10：30-12：00 
読み書きを終え、会話を 

してみたい方向け  

 

開講日 9/7 

【受付期間】7 月 27 日（月）～ 8 月 21 日（金） 
【応募条件】協会会員となり、事業に協力できる方 
【そ の 他】申込が５名以下の場合、開講しないこ 

とがあります。 
【実施期間】2020 年 9 月～2021 年 2 月 
【回  数】月 3 回程度 /全 18 回 /１回 90 分  

     ※60 分基本レッスン＋30 分オプションタイムです。 
オプションタイムは短くなることがあります。 

【受 講 料】10,000 円（教科書代別）※年間の料金です 
         別途に国際交流協会会費が 1,000 円必要です。 
【定 員】 各クラス 15 名（多人数の場合抽選になります。） 

【窓  口】国際交流協会窓口に裏面の申込書をご提出ください。 
【電 話】093-201-4321 内線 390 
【メール】info@mizumakikokusai.jp         
  メールの場合は件名にクラス名、本文に氏名・フリガナ・年齢・性

別・住所・電話番号・新規会員または継続会員（昨年会員の方）を
入力して送信してください。送信後連絡がない場合は届いていない
可能性がありますのでご連絡ください。 

外国語講座受講生募集 

水巻町国際交流協会 
遠賀郡水巻町頃末北 1-1-2 
（水巻町中央公民館内） 
℡ 093-201-4321 (平日 8:30-17:15) 
Email info@mizumakikokusai.jp 
 

はなせるハングル  

難易度★★☆☆☆ 

キムイムスク 先生 

火 19：00-20：30 
初心者向けの会話の 

クラス 

 

開講日 9/1 

英語 ハングル 

申込用紙は裏面です 

Contact 

※新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大
に伴い、状況により
実施期間等が急に変
更になることがあり
ます。 

レッスン例 
----60 分---- 
基本レッスン 
----30 分---- 

復習 等 
※講師の先生によって

異なります。 



 

《日本語教室》 
●毎週金曜日  
●時間  ①8:40-9:40（入門）  

②9:40-10:40（中級） 
③10:40-11:40（上級） 

●参加費 2400 円/年・会費 1000 円/年 
●場  所 水巻町中央公民館  

《日語教室》 
●毎周星期五 
●时间  ①8:40-9:40（入門）  

②9:40-10:40（中級） 
③10:40-11:40（上級） 

●费用   ￥2400/年，另外協会年会费￥1000 
●场所   水卷町中央公民馆 

ふりがな

名前
希望クラス

連絡先

ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
携帯電話：
携帯Email:
　※携帯メールはレッスンの変更等の連絡に使用しますので

　　お持ちの方は必ずお書きください。

年齢
性別

　　　　才

男　・　女

住所
〒

会員登録 新規　・　継続

水巻町国際交流協会 

 

English chat cafe 
おしゃべりカフェ 
毎週金曜日 

1 回目 11：45～12：15（30 分） 

2 回目 12：20～12：50（30 分） 

受講料 500 円/回  

※1 回 30 分です。1 回ごとに支払います 

Our English Cafe  
《最大６名の少人数制》 
1 都合のいい時に行ける！ 

2 毎回ワンコインを支払うだけ 
3 レッスンはネィティブの先生と 

フリートーキング♪ 
自由にたくさん話せる！！ 

↓オンライン予約 

場 所：水巻町中央公民館 2F 国際交流協会事務所 

その他：参加には協会会員になる必要があります。 

    別途年会費 1000 円がかかります。 

【通年コース】 

外国語講座 ・ おしゃべりカフェ ・ Japanese Class 

まずは 

国際交流 HP へ 

Mizumaki International Association 
Onga gun Mizumaki town Korosue kita1-1-2 
（Mizumaki Chuo Kominkan） 
℡ 093-201-4321 (8:30-17:15) 
Email info@mizumakikokusai.jp 

キリトリ 

おしゃべり 

カフェページへ 
予約フォーム 

に記入し送信 

ホームページ(http://www.mizumakikokusai.jp)へアクセス。 

スマホからも OK です。 

あとは当日 

参加するだけ  

●Every Friday 

① 8:40-9:40（beginner） 
② 9:40-10:40（intermediate） 
③ 10:40-11:40（advanced） 
●Fee 2400yen /year + Membership fee 1000yen/year 

●Place: Mizumaki chuo Kominkan  

for foreigners 

３ 
 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

今年度は通常の半分の人数で行います。 

 


