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岩倉市国際交流協会では、外国人のための日本語教室 「日本語ひろば岩倉」を開催 していま
す。 日本語 を学習 したい人 と学習をお手伝いしていただける人を募集 しています。資格 の有無
は問いません。お知 り合いの外国人にも是非 ご紹介 ください。
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費用 (Fee/T(嶽 a rnensal)

100円 /月
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内容 (Conね n協 /Conte畿 Jo)
基本的な 日常会話 の取得や 日本語 の読み書き
Basic」 響 aneoe(conversation,畿 ading,and v
Conversag五 o bastta do idio蜃 嬢ajapones ass

スタ ッフ 岩倉市国際交流協会 日本語 ボランテ
申込連絡先
桜井 (Sakw滅 )餓 09083209591

賦毎 7肺 πお 量館
S・
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