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はじめてのお茶
世界歴史都市絵本展
「エジプト」*

法律・ビザ相談

＊27日まで（月曜日休館）

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（予約制）・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、ガイドライン等に示された収容率を目安としつつ、適切な感染防止策を実施するようお願いします。）

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

レストラン（予約制）・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㎡ ）

★施設の空き状況照会は協会HPからもご覧いただけます（交流サロンは除く）。⇒　 https://www.kcif.or.jp/kokoka/pc/

●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。
貸出施設に関するお問合せは　総務課（075-752-3010）まで

国際交流活動応援企業（団体）募集中！
　
　当協会では、京都における国際化・多文化共生の推進のため企業・団体様に協賛寄付金のご協力をお願いしております。
　詳しくは総務課（075-752-3010）まで
　　登録企業（団体）様（10口以上）　・『裏千家 一般財団法人 今日庵』

（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

2（火）～ 27（土）京都につながる世界歴史都市絵本展
「エジプト」 9:30 ～17:00 kokoPlaza

(2F)
世界歴史都市連盟加盟都市を有する国の絵本
を紹介する絵本展。今回はエジプト。絵本を
通して文化や言葉に触れてみてください。

一般 無料 （公財）京都市国際
交流協会

2・9（火）
17（水） 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

2・9・23（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

3・10・17・
24（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。
2020 年度後期は 11 月からの５ヵ月間。

一般
（要申込）

14,000 円
（後期分）

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」

3・10・17・
24（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。2020 年度後期は 11 月からの５ヵ月間。

一般
（要申込）

14,000 円
（後期分）

テキスト代別

4・18・25（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。
2020 年度後期は 11 月からの５ヵ月間。

一般
（要申込）

14,000 円
（後期分）

テキスト代別

4・11・18・
25（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。2020 年
度後期は 11 月からの５ヵ月間。
会話クラスは 1 回参加（1,000 円）も可能です。

一般
（要申込）

14,000 円
（後期分）

5・12・19・
26（金）

KYOTO ふれあい講座
「やさしい日本語Ⅰ」

9:30 ～
18:30 ～

第 3 会議室
（3F）

日本語を初めて学ぶ方のためのクラス。挨拶・
食事・買物等、日常生活に役立つ日本語表現
を身につけます。
全 12 回（3 月末までの 3 ヵ月）、定員各 10 名

在住外国人
日本語を母語
としない方

7,000 円
申込みは
要問合せ

（公財）京都市国際
交流協会

5・12・19・
26（金）

KYOTO ふれあい講座
「やさしい日本語Ⅱ」 18:30 ～ 第 1 会議室

（1F）

ひらがな・カタカナの読み書きが概ね出来る
方を対象としたクラス。今まで身につけた表
現を発展させ、文章を書くことも練習します。
全 12 回（3 月末までの 3 ヵ月）、定員 14 名

在住外国人
日本語を母語
としない方

7,000 円
申込みは
要問合せ

5・19（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

6（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

6（土） 外国人のための法律相談 13:30 ～ 交流サロン
（1F）

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

6（土） 行政書士による
出入国管理手続き相談 13:30 ～ 交流サロン

（1F）
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

13・27（土） 将棋世界同好会 9:30 ～
第 4 会議室

（3F）
2/27 は第 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

13・27（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。
中国語で論語を読もう 、気功、フラダンス、
ダイエットヨガ、お琴、中国伝統水墨画など

在住外国人
一般 要問合せ （公財）京都市国際

交流協会

13・27（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

日・曜日 イベント名 時間 場所 内　容 対象 料金 主催者・連絡先

21（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、税金、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。

外国人の方
（要予約） 無料

（公財）京都市国際
交流協会27（土） 子育てステーション

ホッとチャット「ひなまつり」 14:00 ～ 特別会議室
（2F）

就学前の子どもとその保護者を対象としたイ
ベント。今月はひなまつりを親子で楽しみま
す。

子育て中の方
と就学前の子

ども
（要予約）

大人 100 円 /1 人
子ども 無料

28（日） RAINBOW KIDS （英語でアート） 14:00 ～ キッズスペース
(1F)

ダンボールや牛乳パック等を再利用して大き
な作品を制作します。英語の絵本読み聞かせ
や歌、参加者同士の交流もあります。（託児は
ありません）

子育て中の方と 
子ども（0 歳～）
（要予約）

500 円 /1 家族

日・曜日 イベント名 開演時間 内　容 料　金 問合せ先

20（土） 第 23 回日本異種移植研究会 9:00 ～ 異種移植に関する研究成果を発表し、会員の間で共有
します。 5,000 円

第 23 回日本異種移植研究会 
運営事務局
03-5520-8822
xeno23@procom-i.jp

28（日） IMA マエストロ・推薦コンサート
" 音楽の花束 " 14:00 ～

ピアニストたちとフルート奏者により、様々な時代の
素晴らしい音楽の数々が繰り広げられます。心に癒し
のひとときをどうぞ。

2,000 円
IMA マエストロ
075-582-6780
maestro@kyoto.zaq.ne.jp

日・曜日 イベント名 開催時間 内　容 料　金

10（水）
～ 14（日）ラ ･ ポール－彩る心－ 10:00 ～ 18:00

最終日は 16:00 まで 京都朝鮮中高級学校美術部の生徒及び OB による作品展。 無料

※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。
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◆イベントホールの主な催物

「kokoka 舞台芸術活動応援事業 グランドピアノ体験イベント」も引き続き実施中。
イベントホールをひとり占め！スタインウェイでピアノの練習をしてみませんか？　お問合せは総務課（075-752-3010）

◆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、常設展示の期間は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、パートナーシティー、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。


