
にちようび 10：00～11：30

もうしこみ （にほんご か えいご）

南砺市友好交流協会
なんと し ゆうこう こうりゅう きょうかい

(Nanto Goodwill Exchange Association) 福光福祉会館
ふくみつ ふくし かいかん

どこ

info@nanto-ykk.orgメール

日本語 教室 2022～2023

にほんご広場なんと
ひろ ば

きょうしつ

Vamos aprender Japonês!   我们一起学习日语！ Tìm hiểu Nhật bản!
Let’s study Japanese!        にほんごをべんきょうしましょう！

でんわ 0763-52-4548
げつようび～きんようび 8：30～17：15

たいおんを
はかる

しょうどくを
する

おねがい

熱がある時、のどが痛い時、
ねつ とき いた とき

はなみず ときで やす

鼻水が出る時は 休んでください。
マスクを
つける

5月27日(金)まで
がつ にち きん

5月1日から はじめた 人に あわせて べんきょうが すすみます。

6月から でも もうしこみは できます。 そうだん してください。

がつついたち ひと

がつ

いつでもかつどう
クラス

にゅうもん
クラス

はじめて にほんごを
べんきょうする ひと

福光福祉会館
ふくみつ ふくし かいかん

１回 ３００円
かい えん

（南砺市福光5260）
なんと し ふくみつ

月 2回から3回
つき かい かいがつついたち

5月1日から

にゅうもん
クラス

Google Maps

福光交流センター
ふくみつ こうりゅう

１年 1,5００円
ねん えん

かつどう
クラス

すこし にほんごを
はなすことが できる ひと

月 2回くらい
つき かい

（南砺市福光1137）
なんと し ふくみつ

Google Maps

にほんご広場なんと
ひろば

いつ

だれ

どこ

おかね

Sunday 10：00～11：30

Japanese Class 2022～2023

Nihongo Hiroba Nanto

Vamos aprender Japonês!   我们一起学习日语！ Tìm hiểu Nhật bản!
Let’s study Japanese!        にほんごをべんきょうしましょう！

Fukumitsu
Kouryuu Center

¥1500 per year

Activity-
Based Class

People who can speak 
a little Japanese

Twice a month

Nanto, Fukumitsu 1137 Google Maps

(Fukumitsu Community Center)

Nihongo Hiroba
Nanto【英語】

Record Body 
Temperature

Disinfect your 
Hands

Please refrain from attending if you 
have a fever, sore throat, runny nose, 

or any other cold-like symptoms.
Wear a 
Mask

Contact to Enroll You can contact us in
English or Japanese!

info@nanto-ykk.orgEmail0763-52-4548
Monday to Friday 8：30～17：15

Phone

Enroll at 
any time!

Sign up is until 
May 27th

Classes will follow the level of those who started in May.
You can also sign up in June or later, but please consult with us in that case.

Activities-
Based Class

Introductory
Class

Where?
Fukumitsu

Fukushi Kaikan
(Fukumitsu Welfare Center)

南砺市友好交流協会
Nanto-shi Yuukou Kouryuu Kyoukai

(Nanto Goodwill Exchange Association/NAGEA)

Beginners at 
learning Japanese

Fukumitsu
Fukushi Kaikan

¥300 per class

Nanto, Fukumitsu 5260

Starting on May 1st

Introductory
Class

Google Maps

(Fukumitsu Welfare Center)

2 to 3 times a month

When?

Who?

Where?

How much?

【やさしいにほんご】


