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[日　時] 2019年4月21日～2020年3月22日

[場　所] 大阪国際交流センター 1F
　　　　インフォメーションセンター内 会議室
[対　象] 日本語を勉強したい外国人
　　　　子どもを連れてきてもいいです。 
[参加費] 無 料（お金はいりません）

周日日语沙龙

Sunday Japanese Salon

일요 일본어 살롱
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毎週日曜日 13：00～14：30 
※お休み：4/28、5/5、7/14、8/11、9/15、9/22、10/13、
　　　　 11/3、12/29、1/5、2/23

※時間が変わりました！(変更前14：00 ⇒ 変更後13：00)

（公財）大阪国際交流センターでは、毎週日曜日に、外国人ボラン
ティアと日本人ボランティアで作る日本語教室「日曜にほんごサロン」を
開いています。
区役所や学校の手紙の読み方や、生活で使う日本語で
わからないことがあれば、気軽に聞いてください。
もしかすると同じ国の出身のボランティアもいるかもしれま
せん。
予約はいりません。各日にちの時間内にいつでも来てくだ
さい。
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在大阪国际交流中心，每周日举办日语教室「周日

日语沙龙」。

在这里，如果看不懂区政府或学校的信、或在生活

中遇到不懂的日语，都可以随意地做询问。或许还

能碰到来自同一国家的志愿者，能用自己国家的语

言学习日语。

无需预约，在举办时间内什么时候都可以来参加。

[日期] 2019年4月21日～2020年3月22日  每周日 13:00～14:30

 ※ 休息日:4/28、5/5、7/14、8/11、9/15、9/22、10/13、

 　 11/3、12/29、1/5、2/23

 ※ 更改了上课时间！(更改前14:00 ⇒ 更改后13:00)

[地点] 大阪国际交流中心１F 咨询处内的会议室

[对象] 想学习日语的外国人。可以带儿童一起来。

[费用] 免费

We will be having a "Sunday Japanese Salon" every 
Sunday.
If you have letters from the ward office or school, 
which you cannot read, or there are some Japanese 
expressions you encounter in everyday life that you 
don't understand, you can casually ask the people at 
the salon.  There may even be a volunteer who is also 
from your country there.  You may be able to learn 
Japanese in your language. 
An appointment is not necessary.  Just come within 
the specified time period every Sunday.

April 21, 2019～March 22, 2020
Every Sunday　13:00～14:30
※ No classes on 4/28、5/5、7/14、8/11、
9/15、9/22、10/13、11/3、12/29、
1/5、2/23
※ The time schedule has changed! 
(Before 14:00 ⇒Changed to 13:00)
Osaka International House Foundation 
1F Information Center
Meeting Room
Foreigners who want to learn Japanese.  
You may bring children along.
Free

오사카 국제 교류센터에서는 매주 일요일 "일요 
일본어 살롱"을 개최합니다.
이 살롱에서는 구청이나 학교에서 오는 알림장의 
읽는 법, 생활 속 일본어 등 잘 모르는 것이 
있으면 언제든지 물어보실 수 있습니다.
한국인 자원봉사자가 있을 경우에는 한국어로 
일본어를 배울 수도 있습니다. 
예약은 필요 없으니 각 요일의 살롱 시작 시간에 
맞춰서 와 주세요.

[일　시] 2019년4월21일~2020년3월22일 매주 일요일
13:00~14:30

   ※ 휴강일: 4/28、5/5、7/14、8/11、9/15、　
　　　　　  9/22、10/13、11/3、12/29、1/5、2/23
   ※ 시간이 변경되었습니다!
   　 (변경전14:00 ⇒ 변경후13:00)
[장　소] 오사카 국제교류센터 1층 인포메이션센터 회의실
[대　상] 일본어를 공부하고 싶은 외국인, 자녀분과 함께 

오셔도 괜찮습니다.
[참가비] 무료

近鉄 大阪上本町駅から徒歩7分

大阪メトロ 谷町線・千日前線「谷町九丁目」駅

　　　　　 3番または5番出入口から徒歩10分

大阪メトロ 谷町線「四天王寺前夕陽ケ丘」駅

　　　　　 1番または2番出入口から徒歩10分

きんてつ　おおさか うえほんまち えき　　　　   と  ほ   　  ふん

おおさか　　　　　　　たにまち せん　 せんにちまえ せん　 たにまちきゅうちょうめ　 えき

　　　　　　　　　　　　　ばん　　　　　　　　ばん  でいりぐち　　　　　 と　ほ　　　 ぷん

おおさか　　　　　　　たにまち せん　　し てんのうじ    まえ　 ゆうひがおか　　　えき

　　　　　　　　　　　　  ばん　　　　　　　　ばん  でいりぐち　　　　　 と　ほ　　　  ぷん　

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8－2－6
TEL 06-6773-8989  FAX 06-6773-8421
URL http://www.ih-osaka.or.jp 

 [Date & Time]

[Venue]

[Target]
 

[Fee]

アクセスマップ Access map

上
町
筋

上
町
筋

U
em

achi Ave.
U

em
achi Ave.

こうえきざいだんほうじん　 おおさか      こくさい       こうりゅう

 おおさかし てんのうじく うえほんまち


