
わかりやすい言葉を学び、

日本での生活をたの しみませんか ?

かんたんな日本語でおしゃべりしましょう !

ボランティアがやさしくサポートします。
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日 :寺 2013年 4月～2014年 3月
日曜日 AM9:3Э～11:OO (日 程は裏面を参照)

入PBクラス  ほとんど日本語が話せない万
活動クラス  リホ ,― と一緒に日本語や

生活習慣について学びます。

ところ  福光福社会館 南砺市福光 520Э

参加買 4回 300円
保育料 :―家族Ю Э円

問合せ 南砺市友好交流協会
〒9391654富山県南砺市福光隧 OЭ

TEL0763-52-4548F～ぐЭ763-52-3023
E maliniぴ Onanto― ykk o「g

主催 1 南砺市反好交流協会 0こ まんご広場 nなんと)

×南砺市以外に在lTの外国人も参力]できます。

Data18de Ab「 l de 2012-Ma● o de 2013
das 9:30さs ll100 doη ing。

iniciantes & intemediar es

LoЭヨ :Fukumi●J Fukusい i Kaikan

(Nanto― shi FulマJm tsumacい i5260)

Ta×asi 300 ienes pOr aula tantO para iniciantos comЭ  para
intermediar es

SerV● O de crechei 2ЭЭlenes oy pttoa(oJ p0
famila

lnscr 00os e contato:Nantoshi Yuuko Koryu Kyokai
〒939-1654 Nanto― d∩  Fukumtsu 5260
Td:0763-52-4548 Fa× :0763-52-3023
E―man in10r nanto―ykk∝s

Promcrさ○:Nantoshi Yuuko K∝ yu KyOlくa
(Nlhongdい rom in nantd

*Todos os estangeros seraO bem vindos,nlesmo que naO

res dem em Nantoshi

Dae/Time Apri 8 2Э 12-March 201 3
Sunday 9:30A・ N-1 1100Alt4
(See cdendは「 on back for schedule'

Introduckyy Class Those vvho cannot speak Japanω e
lntermediate ClassI Fr endly srlace F niCly Simple Japaneso

and talk about ife in」 apan

Placei F kumtsu Fukushi Kュ loη

(Nanto C″ ,Fukumに su 520Э )

Ccst  300 yen perlesson
chnd mre sα vicei 200 en per ttmly

Contact:Nanto Coodvvll Exchange Asso3at On
526C FuマumLsu,Nanto Cnヌ Toyama,
939-4654」 apan
TEL 0763-52-4M8FAX 0763-52-3Э 23
E―malinfdOnanto― ykk αg

Main spЭnsα
'Nanto Go"vvm Exchange Assα

Э aion
(Nいongdい rOぬ in nantol

XFo「eign esidents lving c utside of Nanto City

are dso、 vdCome to loin

1期 ,2012年 1,J8 ^2013年 311

ittFI AM9:30～ lli00(日 l・ 参樹 ア而 )

初坂班  以不会 lt収■的人力対象
中″班  熱心志ほ者■rlイ小学コ在 的¬i活 ,文化,コ 慣等

地点 :IH光福|1会竹 南砺市福光 5260

受栞資,,市深300H元
|ヽ ll照●資:年 企家さ 200日 元

lll向 た.F■l砺■友好交流

"会〒9391651.l砺市薔光 5200

TEL 0703-52-4548  
「

AX0750-52-302,

E―malinfdOnanOykに crg

i力 :南砺市友好交流IJ会 (日 本i苦,物 in南砺)

*南砺市以タト居l■ ||タト国人也可以参加 .

南lll市友好交流協会 httpツ′www nanto ykk org


