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kokoka 国際交流会館には9つの貸施設があります。
各種会議はもちろん 地域の集まりやサークル活動の場として、どなたでもご利用いただけます。
館内にはレストラン・カフェも併設しており、ケータリングやパーティーなども可能です。ぜひご相談ください。
（催しの開催にあたっては、収容定員の半分以下の参加人数を目安としつつ、適切な感染防止策を実施するようお願いします。）

●貸出施設申込方法
＊会館受付でお申し込み頂くか、kokoka 京都市国際交流会館ホームページから
申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、総務課までお送りください。

＊利用申し込みは、利用日の属する 12ヵ月前の月の初日より先着順に受付けます。
なお、国際会議等に利用される場合は、上記受付日より以前でもご相談に応じます。

kokoka 国際交流会館で !!
コ　　 コ　　 カ

第 1・第 2会議室 第３・第４会議室 和風別館

イベントホール 特別会議室 研 修 室
発表会や各種ステージ、講演会や学会、
展示会、パーティーなど、幅広い用途に

お使いいただけます。
（ シアター２２１席、スクール１３０席
　　　　　　／１９０㎡ ）

見晴らしの良い華やかな内装のお部屋で
講演会や会議、レセプションなど、
多彩な催物に対応できます。

（ スクール８０席／１６５㎡ ）

ＴＶモニター・ビデオ・ＤＶＤ・マイク
 カセットデッキが完備されているので
 　研修会や各種セミナーに最適です。

（ 定員５０名／９８㎡ ）

各種セミナーや会議、サークル活動
 など、様々な目的に対応できます。

（ 各室  定員３４名／６３㎡ ）

サークル活動やちょっとした集まりなど
   気軽にお使いいただける会議室です。

（ 各室  定員２７名／４９㎡ ）

　　 お茶会やお花の展示会など
日本の美を表現し体感できる建物です。
（ 定員約６０名／２５４㎡　
　　　　和室 4室、洋間 1室 ）

こくさいこうりゅうかいかん

休 館 日　毎週月曜日
　　　　  （祝日の時は翌平日）

開館時間　９：００～２１：００

kokoPlaza、姉妹都市コーナー・展示室は 9:30〜17:00

★施設の空き状況照会は協会HPからもご覧いただけます
　 https://www.kcif.or.jp/kokoka/pc/

レストラン・カフェ
TEL　075-751-1300　　  FAX　075-751-1311

交流サロン（応接室）
日本庭園への立入りや撮影等も
可能なステキなお部屋です。

各区分（午前 /午後 /夜間）10,000 円

（ 定員２４名／６０㎡ ）

貸出施設に関するお問合せは　総務課（075-752-3010）まで （単位：円）

＜利用時間区分及び利用料＞



日・曜日 イベント名 時間 場所 内　容 対象 料金 主催者・連絡先

1・15（火） Sogetsu Flower Arrangement 9:00 〜 第 4 会議室
（3F）

在住外国人にいけばなを紹介。基本からフリー
スタイルへとマスターし、クリエイティブな
お花を楽しむ講座。

在住外国人 要問合せ 平石
075-871-5429

1・8・15・29（火）KYOTO ふれあい講座
「はじめてのお茶」 14:00 〜 和風別館 在住外国人に日本の伝統文化を紹介するシ

リーズ。それぞれ初歩的な作法を学ぶ。
在住外国人

一般 要問合せ （公財）京都市国際
交流協会

2・9・16・30（水）コリアンサロン「めあり」
ハングル塾≪入門≫ 19:00 〜 第 3 会議室

（3F） ハングルの読み書きから学習します。 一般
（要申込）

28,000 円
（通年 40 回分）
テキスト代別

（公財）京都市国際
交流協会内コリアン
サロン「めあり」

2・9・16・30（水）コリアンサロン「めあり」
ハングル塾≪中級≫ 19:00 〜 第 4 会議室

（3F）
日常に使える文法と簡単な会話を学習しま
す。

一般
（要申込）

28,000 円
（通年 40 回分）
テキスト代別

3・10・17・
24（木）

コリアンサロン「めあり」
ハングル塾≪初級≫ 19:00 〜 第 4 会議室

（3F） 基礎の文法をしっかり学習します。 一般
（要申込）

28,000 円
（通年 40 回分）
テキスト代別

3・10・17・
24（木）

コリアンサロン「めあり」
ハングル塾≪会話≫ 19:00 〜 第 3 会議室

（3F）
ネイティブとの会話にトライ。講師の複数の
留学生と話せる新しいクラスです。会話クラ
スは 1 回参加（1,000 円）も可能です。

一般
（要申込）

28,000 円
（通年 40 回分）
テキスト代別

5（土） kokoka 防災訓練 2020 14:00 〜
第 1・2 会議室

（1F）
第 3・4 会議室

（3F）

外国籍住民に大規模災害時の対応などを学ん
でもらうとともに地域住民との連携について
啓発を行う。

一般
（要申込） 無料 （公財）京都市国際

交流協会

5・12・26（土）基礎から学ぶ実践日本語教育講座 10:00 〜 研修室
（3F）

会話能力の養成に重点を置いた様々な教え方
を学びます。 一般

年会費 5,000 円
教材費 10,000 円

（10 回）

（一財）京都国際
文化協会
075-751-8958

5（土） 外国人のための法律相談 13:30 〜 研修室
（3F）

京都弁護士会からの派遣弁護士による法律相
談。予約制。2 日前までに事業課（752-3511）
へ。通訳あり

在住外国人
（要予約） 無料

（公財）京都市国際
交流協会

5（土） 行政書士による
出入国管理手続き相談 13:30 〜 研修室

（3F）
京都入管業務行政書士協議会による在留資格
に関する相談。予約制。2 日前までに事業課

（752-3511）へ。通訳あり
在住外国人
（要予約） 無料

5（土） 子育てステーション
ホッとチャット「世界を知ろう !」14:00 〜 オンライン

（Zoom）
就学前の子どもとその保護者を対象としたイ
ベント。外国のゲストを迎えて絵本の読みき
かせなどを行います。

子育て中の方
と就学前の子

ども
（要予約）

無料
（15 組まで）

5（土） 親子のための koko Kids 15:30 〜 ボランティアルーム
（3F）

外国につながる子どもたち（6 歳以上 15 歳
以下、帰国子女含む）とその保護者のための
交流会。9 月は、テーブルホッケーで遊びます。

外国にルーツ
を持つ子ども

と保護者
無料

6・13（日） 北白川集会 10:00 〜 第 3・4 会議室
（3F） 聖書研究会・読書会 関係者のみ 無料 坂和

075-221-3581

11・25（金） K・A・M・C 絵画サークル 18:30 〜 第 4 会議室
（3F）

絵画人物デッサン & クロッキーを一緒に始め
ませんか ? 一般 入会金 1,000 円

1 回 1,500 円
竹谷
075-811-6634

12・26（土） 将棋世界同好会 9:30 〜 第 1 会議室
（1F）

主として子どもと外国人を対象に、将棋を通
じて国際交流を行う。

在住外国人
子ども

（対象年齢要
問合せ）

200 円
（1 家族）

将棋世界同好会
090-6988-1584

12（土） Kimono dressing 9:30 〜 第 3 会議室
（3F）

初めての方でも楽しんで頂ける雰囲気のクラ
スです。お気軽にご参加ください。お手持ち
の着物での着付けも可能です。

一般
（在住外国人

予約優先）
1,000 円

きものどれっしんぐ京都
松井
kimono.dressing.kyoto
@gmail.com

12・26（土） 日本・外国文化紹介
「COSMOS」

① 10:00 〜
② 12:30 〜
③ 15:00 〜

交流サロン
（1F）
事務室

（3F）

日本と外国の文化を紹介する講座です。申込
不要。お気軽にご参加ください。
①中国語で論語を読もう 、気功〜東洋哲学と
養生のための整体術〜
②楽しいフラダンス、
③ Let's enjoy“The Way of Tea”、蘊承軒・
水墨画京都教室

在住外国人
一般 要問合せ （公財）京都市国際

交流協会

日・曜日 イベント名 時間 場所 内　容 対象 料金 主催者・連絡先

12（土） 京都トーストマスターズクラブ 14:00 〜 第 1 会議室
（1F） 例会 関係者のみ 要問合せ 京都トースト マスターズクラブ

075-661-2927

26（土） 紫の会 9:00 〜 第 4 会議室
（3F）

日本舞踊を初心者の方でも一からお教えしま
す。古典舞踊も新舞踊も。着物の着付けもお
教えします。一度お電話ください。

一般 留学生 500 円
一般 800 円

紫の会
080-5700-4828

27（日） 外国人のための
カウンセリング・デイ 13:00 〜 第 3・4 会議室

（3F）
法律、在留資格、社会保険、年金、労働、心
の悩み等についての、外国人を対象とした無
料相談会。英語、中国語等の通訳あり。

在住外国人
（要予約） 無料

（公財）京都市国際
交流協会

27（日） kokoka オープンデイ 2020
当日ボランティア説明会 14:00 〜 研修室

（3F）
11 月 3 日開催の国際交流イベント「kokoka
オープンデイ 2020」のボランティア募集オ
リエンテーション

一般
（要申込） 無料

日・曜日 イベント名 開演時間 内　容 料　金 問合せ先

5（土） kokoka 防災訓練 2020 14:00 〜 外国籍住民に大規模災害時の対応などを学んでもらう
とともに地域住民との連携について啓発を行う。 無料

（公財）京都市国際交流協会

6（日） kokoka ボランティア
追加募集オリエンテーション 14:00 〜 kokoka 京都市国際交流会館で活動するボランティア

の募集説明会。 無料

日・曜日 イベント名 開催時間 内　容 料　金

2（水）〜 6（日）第 39 回清香会書展 10:00 〜 17:00 日本の書道文化を紹介する社中作品展。 無料

16（水）
〜 20（日）日本・香港国際交流芸術展 2020 11:00 〜 17:00

※最終日は 16:00 まで
香港と日本の芸術家による作品交流展。
絵画、陶芸、書、日本画、写真などを展示。 無料

≪  お知らせ  ≫
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各イベントの予定が中止・延期となる場合があります。
最新の情報は、主催者にお問合せください。

・発熱や咳等、体調のすぐれない場合は、来館をご遠慮ください。
・マスクの着用、手指消毒、咳エチケットにご協力ください。
    会館入口付近及び受付カウンター等にアルコール消毒液を設置していますのでご利用ください。

・３密（密閉・密集・密接）を避けてご利用ください。
・接客時の飛沫防止のため、受付カウンターにはビニールカーテンを設置しています。 
  あらかじめご了承ください。

＜ ご来館に際してのお願い ＞

※各催物の日程 ･ 内容についてやむを得ず変更する場合があります。詳細は主催者に直接お問合せください。
★最新情報は協会ホームページ　URL：https://www.kcif.or.jp　でご覧いただけます。

　　　kokoka 京都市国際交流会館　　　2020 年 9 月　イベントカレンダー

◆イベントホールの主な催物

◆姉妹都市コーナー・展示室の催物（お問合せは（公財）京都市国際交流協会 kokoPlaza　075-752-1187）

　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開室時間を短縮しています。（9:30 〜 17:00）

《常設展示》
＊京都市の姉妹都市9都市、及び世界歴史都市連盟会員都市の紹介をしています。（姉妹都市＝パリ・ボストン・ケルン・フィレンツェ・

キエフ・西安・グアダラハラ・ザグレブ・プラハ）
＊展示室ご利用希望の方は、kokoPlaza までお問合せください。


