早良区日本語教室のご案内
※英語版は２ページ目にあります。
English version is on page 2
令和３年４月
①早良市民センターでは、ボランティア団体が主催する日本語教室が開催されています。
②お申し込みの前に、一度見学されることをお勧めします。
③見学の予約はいりません。見学は無料です。
④日本語教室で勉強したい時は、その教室のスタッフに相談してください。
⑤日本語教室の開催曜日と時間、場所は下記を見てください。
（今年 6 月と７月は休会する教室があります。
）
⑥例えば、木曜日が 5 回ある月は、講師の判断で 5 回目の授業を休講にすることがありま
す。また、日本の祝祭日と重なった場合、授業が行われないことがありますのでご注意くだ
さい。
⑦ひと月の会費は、すべての教室において、それぞれ 500 円です。
【早良区日本語教室】
1. 「日本語教室 わらわらくらぶ」
火曜日 7:00 – 8:30 p.m.
2. 「日本語教室 かけはし」
木曜日 10:00 – 11:45 a.m.
3. 「きんしゃい 日本語」
木曜日 2:00 – 4:00 p.m.
4. 「藤崎日本語教室 にほんご丸かじり」
木曜日 7:00 – 8:45 p.m.
見学者と参加者の受け入れは、来年（令和４年）からを予定しています。
5. 「日本語教室 土曜くらぶ」
土曜日 7:00 – 8:30 p.m.
会場：早良市民センター
住所：福岡市早良区百道 2-2-1
藤崎バスターミナルから徒歩１分
地下鉄藤崎駅から徒歩１分

【問い合わせ先】
早良区役所生涯学習推進課
電話 ：０９２-８３３－４４００
ＦＡＸ：０９２-８５１－２６８０
E-mail： gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

Information about the Japanese Language Class at Sawara Ward
April 2021
①Listed below are the Japanese language classes organized by volunteer groups
at the Sawara Civic Center.
②We recommend you try observing a class before signing up.
③There is no need to make an appointment. Visits are free of charge.
④If you want to study at a Japanese language class, please contact the staff
of that class.
⑤Please see below for the days, times and locations of the Japanese language
classes.
（Please note that some classes will be closed in June and July this year.）
⑥In a given month where the calendar allows for 5 weekly classes (for example,
a month with 5 Thursdays), the 5th class may be cancelled at the teacher’s
discretion.
Please note that some classes may not be held if they fall on Japanese
national holidays.
⑦The monthly fee for all classes is ¥500 each.
【the Japanese Language Class at Sawara Ward】
1. 「日本語教室 わらわらくらぶ」‘Japanese Language Class WARAWARA CLUB’
Tuesdays: 7:00 – 8:30 p.m.
2. 「日本語教室 かけはし」‘Japanese Language Class KAKEHASHI’
Thursdays: 10:00 – 11:45 a.m.
3. 「きんしゃい 日本語」‘KINSHAI Japanese Class’
Thursdays: 2:00 – 4:00 p.m.
4. 「藤崎日本語教室 にほんご丸かじり」
‘FUJISAKI Japanese Language Class NIHONGO MARUKAJIRI’
Thursdays: 7:00 – 8:45 p.m.
We are planning to start accepting visitors and participants next year (2022).
5. 「日本語教室 土曜くらぶ」
‘Japanese Language Class DOYO CLUB’
Saturdays: 7:00 – 8:30 p.m.

Place: Sawara Civic Center
Address: 2-2-1, Momochi, Sawara-ku, Fukuoka City
1 minute walk from Fujisaki Bus terminal
1 minute walk from Subway Fujisaki Station
【Contact
information】
Sawara Ward Office ’Sawara Kuyakusho’
Lifelong Learning Promotion Section
‘Shougai Gakushu Suisinka’
Phone Number：０９２－８３３－４４００
FAX Ｎumber：０９２－８５１－２６８０
E-mail：gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

