kokoka

貸施設の催し
セミナーやイベント開催は kokoka 京都市国際交流会館で !!
kokoka 京都市国際交流会館には、イベントホールや会議室などの貸施設があります。
地域の集まりやサークル活動の場として、
どなたでもご利用可能です。
各種会議はもちろん、
＊施設の空き状況は HP からもご覧いただけます。
施設貸出に関するお問合せは、総務課（075-752-3010）まで

日・曜日

イベント名

時間

内

容

対象

料金

一般

会費 2,000 円

竹谷
075-811-6634

13:30 〜

絵画人物デッサン & クロッキーを一緒に始
めませんか ?

6 日・13 日・
北白川集会
27 日（日）

10:00 〜

聖書研究会・読書会

関係者のみ

無料

坂和
075-221-3581

8 日・15 日・
Sogetsu Flower Arrangement
29 日（火）

9:00 〜

基本から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

8 日（火）
9 日（水）
10 日（木）
11 日（金）

14:00 〜

8 日（火）「破戒」
9 日（水）「こころ」
10 日（木）「丹下左膳余話 百万両の壺」
11 日（金）「刺青一代」

一般
（要申込）

無料

9:00 〜

オヤコ・コドモ、ショウギキョウシツ。

在住外国人
子ども
（対象年齢要
問合せ）

300 円
（1 家族）

10:00 〜

会話能力の養成に重点を置いた様々な教え方
を学ぶ。

外国人のための日本名作映画上映会
（英語字幕付き）

12 日・26 日（土）将棋世界同好会

12 日・26 日（土）基礎から学ぶ実践日本語教育講座

12 日（土）

クラブ例会（英語スピーチミーティング） 14:00 〜

関係者のみ
例会（英語プレゼン質疑応答を練習する勉強
（無料ゲスト
会です）
。
参加歓迎）

12 日（土）

Piano Concert

17:15 〜

ピアノソロ・4 手・リレー等を演奏。

15 日（火）

芝生スクール京都
創立 20 周年記念祝賀会

11:00 〜

19 日（土）

数霊セミナー & ワーク
〜深田剛史の世界〜

10:00 〜

KYOTO INTERNATIONAL COMMUNITY HOUSE
今月のピックアップ

国際交流基金 京都支部
075-762-1136

kokoka オープンデイ 2022

将棋世界同好会
090-6988-1584（田中）

年会費 5,000 円
（一財）京都国際文化協会
教材費 10,000 円
075-751-8958
（10 回）
京都トーストマスターズクラブ
7,200 円 （英語プレゼン・スピーチ・サークル）
（半年）
contact-7816
@toastmastersclubs.org

一般

一般

無料

ユング ジュン
090-2706-1438

芝生スクール創立 20 周年の記念事業。

関係者のみ

無料

認定 NPO 法人 芝生スクール京都
075-541-5567

数霊セミナー & ワーク

一般
（要申込）

11,000 円

Happiness Universal
happymusicyuki@gmail.com

一般
（要申込）

2,500 円

無料

辻佳代子朗読公演 48
23 日（水・祝）
『逢坂の関』

14:00 〜

25 日（金）

プロムナードコンサート

15:30 〜

シャンソンを中心とした門下生発表会。

一般

26 日（土）

癒しフェア in 京都

10:30 〜

マッサージ、アロマセッション、幸運の場所
by アストロマップ…等。
ご来場プレゼント付き。

一般

27 日（日）

麗調会筝曲演奏会

12:30 〜

宮城曲小曲を中心に一年間の練習成果を発表。

一般

27 日（日）

こども を語ろう

フォーカシングカフェ 13:30 〜

『伊香の郷 与呉の湖』
『蝉丸よ…』の朗読。

無料

筝曲宮城会浅野愛子社中麗調会
075-441-6053

3,500 円

こどもとフォーカシング研究会
focusingcafe@gmail.com

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
留学生支援や日本語教育の推進事業等を実施しております。
（年額 1 口 5 万円 /10 口以上のお申込で毎月発行の
イベントカレンダーに企業・団体名を掲載します。
）
詳しくは総務課（075-752-3010）まで
白川通

jingu-michi

京都市動物園
Kyoto City Zoo
京都市京セラ美術館
Kyoto City
KYOCERA Museum of Art

疏水
Sosui Canal

無鄰菴
Murin-an

kokoka京都市国際交流会館
KYOTO INTERNATIONAL
COMMUNITY HOUSE

東山
ウェスティン都ホテル
地下鉄東西線
Higashiyama sta. Subway Tozai Line The Westin Miyako

入口
南禅寺
Nanzen-ji
Temple
イン
クラ
イン

三条通 Sanjo-Dori

神宮道

Higashioji-Dori

kokokakcif

東大路通

@gzi3034b

@kokoka̲kyoto

Shirakawa-Dori

平安神宮
Heian Jingu Shrine

kokokakyoto

会場

kokoka 京都市国際交流会館

今から ここから あな
たから

入場無料（屋台での販売等は有料）

主催・
京都市国際交流協会 事業課
問合せ

フェスタ

kokoka オープンデイ
2022
11/ 3（木・祝）

TEL：075‑752‑3511

蹴上
Keage sta.

地下鉄東西線「蹴上」駅 2 番出口から徒歩 6 分

交流サロン

イタリアーナ

イタリアの料理と音楽を楽しめるお祭り。スロウ
フード、音楽、料理、ワイン、皆の大好きが集合！
日時

11 月 20 日（日）11:00 〜 20:00

会場

kokoka 京都市国際交流会館

費用

入場無料（屋台での販売等は有料）

主催

イタリア文化会館 - 大阪、京都イタリア料理研究会

共催・
京都市国際交流協会 事業課
問合せ

丸太町通 Marutamachi-Dori

仁王門通 Niomon-Dori

11 月 3 日（木・祝）10:00 〜 16:00

TSUJIKAYOKO 舞 踊 研 究 所
2nd 辻佳代子
080-6207-2191
tsuji.ka@adagio.ocn.ne.jp
オフィスシャンテ
吉永修子
090-3650-2503

国際交流活動応援企業（団体）募集中！

みやこめっせ
Miyakomesse

日時

費用

※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。
※掲載希望のある催事のみを掲載しています。

ロームシアター京都
ROHM Theater Kyoto

世界の料理や音楽を通して、異文化に親しむイベ
ント。子どもから大人まで一日中楽しめます。

入場無料
Happiness Universal
（各種メニュー
happymusicyuki@gmail.com
は有料）

一般
（ こども に
皆さんで語り合う会です。詳細は資料請求で。
関わる話題に
関心のある方）

〒 606-8536 京都市左京区粟田口鳥居町 2 番地の 1
TEL 075-752-3010
FAX 075-752-3510
E-mail：ofﬁce@kcif.or.jp URL：https://www.kcif.or.jp ➡
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）

2022 November

京都市国際交流会館

主催者・連絡先

5 日・26 日（土）K･A･M･C クロッキー会

イベントカレンダー EVENT CALENDAR

TEL：075‑752‑3511

できる
日本庭園の紅葉撮影も
お部屋を貸出中です

ウクライナ・キーウ（キエフ）京都市民ぐるみ受入支援

寄付金募集

口座
振込先

京都中央信用金庫 銀閣寺支店
普通 0110692
ウクライナ・キエフ京都受入ネット
※寄附金控除等を希望される方は別途お問合せ
ください。

問合せ

kokoka 京都市国際交流会館内
ウクライナ・キーウ（キエフ）京都市民ぐるみ受入支援ネットワーク事務局
TEL 075‑752‑3010

外国・日本文化講座

KYOTO ふれあい講座「やさしい日本語」

子ども向け

Ⅰ

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。

朝鮮半島の文化紹介を目的とした
ハングル講座。

Ⅱ

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。文章を書く練習もします。

内容

ことばが持つ力やリズムをピアノの音にのせて、豊かな
絵本の世界を英語で楽しみます。

OPEN 9:30 〜 17:00

日時

11 月 4 日・11 日・18 日・25 日（金）
〈Ⅰ〉9:30 〜 11:30 / 18:30 〜 20:30 〈Ⅱ〉18:30 〜 20:30

日時

11 月 9 日（水） 10:00 〜 11:00

CLOSE kokoka 休館日と月末最終開館日

対象

小学生以下と保護者

問合せ 075‑752‑1187

料金

1 家族 500 円

〈初級〉 基礎の文法をしっかり学習。
〈中級〉 日常に使える文法と簡単な会話を学習。
〈会話〉 ネイティブとの会話に挑戦。

日時

対象

在住外国人

料金

7,000 円 (12 回分・テキスト代含む）

〈入門・中級〉11 月 9 日・16 日・
30 日（水） 19:00 〜 20:30
〈初級・会話〉11 月 10 日・17 日・
24 日（木） 19:00 〜 20:30

日本語を母語としない方

Storytime with Piano（英語絵本の読み聞かせ）

お子さま、子育て世代に嬉しいスペース

KYOTO ふれあい講座「はじめてのお茶」
内容

日本の文化にふれてみたい外国の方、外国の方と共に学び、
日本文化を伝えたい日本人の方のための講座（2 ヶ月間）。

対象

一般（要申込）

日時

11 月 8 日・15 日・22 日・29 日（火） 14:00 〜 16:00

料金

28,000 円（40 回）テキスト代別

対象

在住外国人・一般

料金

外国人 10,000 円 日本人 20,000 円 (10 月〜 11 月の全 8 回 )

キッズスペース（1F）
：遊び場、子育て世代の仲間づくりの場として気
軽にお過ごしいただけます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
おもちゃは撤去しています。
多 目 的 ル ー ム（2F）
：授乳、
お祈りなどにご利用いただけるスペース。

イベント
ボランティア追加募集オリエンテーション

Enjoy KIMONO ！

日本・外国文化紹介「COSMOS」

日時

日本と外国の文化を紹介する講座。申込不要です。
① 10:00 〜
・日本古典舞踊体験講座（新）
② 12:30 〜
・茶禅一味 Tea and Zen Talk in English
・楽しい折り紙
③ 15:00 〜
・京都で漢字る一語一会〜絵手紙体験〜
11 月 12 日・26 日（土）
①10:00 〜 12:00 ②12:30 〜 14:30

③15:00 〜 17:00

内容

外国人と日本人のための着付け講座。参加者同士の交流もはかります。

内容

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。

日時

11 月 11 日（金）〜 12 月 16 日（金）
13:00 〜 15:00（毎週金曜日 全 6 回）

日時

11 月 20 日（日） 14:00 〜 15:30

対象

18 歳以上の方（高校生不可）

料金

無料（要申込）

対象

在住外国人・日本人 9 名（うち日本人は 3 名まで）

料金

外国人 9,000 円、日本人 12,000 円

内容

英語での解説付きで「いけばな」の基本を学び、交流を深めます。

日時

11 月 11 日（金）〜 12 月 16 日（金）
15:30 〜 17:00（毎週金曜日 全 6 回）

在住外国人・一般

対象

在住外国人・日本人 9 名（うち日本人は 2 名まで）

料金

要問合せ

料金

外国人 12,000 円、日本人 18,000 円

相談・サポート

ボランティアによる日本語クラス
内容

在住外国人を対象とした日本語クラス。

休みの日 11 月 3 日（木・祝）・7 日・14 日・21 日・28 日（月）
料金

在住外国人・日本語ができない方が、無料で相談できます（要予約）。
英語、中国語等の通訳あり。

外国人のための法律・ビザ相談

日時

京都弁護士会からの派遣弁護士による法律相談、
京都入管業務行政書士協議会によるビザ相談。
11 月 5 日・19 日（土） 13:30 〜 16:00

1 回 100 円（申込不要）

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって、休講となる場合があります。
事前に HP をご確認ください。
火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

10:30
〜
12:00

●

●

●

●

●

★

13:30
〜
15:00

●

●

●

●

●

19:00
〜
20:30

姉妹都市コーナー・展示室
入場無料。問合せ 075‑752‑1187（kokoPlaza）
※展示室ご利用希望の方は、kokoPlaza までお問合せください。

南風会 書画国際文化交流展
内容

日中の作家による水墨画の展示会。

日時

11 月 8 日（火）〜 11 月 13 日（日）
10:00 〜 17:00 ※初日は 13:00 から、
最終日は 16:00 まで。

日中国交正常化 50 周年記念 国際美術作品選抜展＆上海書画名家展
内容

日中の作家による書画の展示会。

日時

11 月 15 日（火）〜 11 月 20 日（日）
10:00 〜 18:00 ※初日は 13:00 から、
最終日は 16:00 まで。

世界のどローカルごはんと「食」にまつわるパネル展
内容

「JICA 海外協力隊」の元隊員たちによる、赴任先の国々の料理
レシピを紹介するパネル展。食にまつわる世界の課題も考える。

日時

11 月 23 日（水・祝）〜 11 月 27 日（日） 9:30 〜 17:00
※最終日は 15:00 まで

京都アメリカンフードフェス 2022

Let's try Ikebana!

対象

内容

多文化共生や国際理解に関する本と新聞・雑誌を読むことができ、
飲食やおしゃべりもできるマルチスペース。
日本語学習の教材や、日本と外国の絵本も多数あります。

コリアンサロン「めあり」

〈入門〉 ハングルの読み書きから学習。

内容

kokoPlaza

●

●

●は日本語クラス ★は特別日本語クラス（小学生以上の親子も参加可）

内容

アメリカンフードの定番のハンバーガー、フード以外に
も様々なアメリカンなショップやアメリカ文化を秋の京
都で体験できるフェスティバル。

日時

11 月 5 日（土）・6 日（日） 10:00 〜 17:00

料金

入場無料（屋台は有料）

事業
主催

京都アメリカフードフェスティバル実行委員会

事業 （公財）京都市国際交流協会 事業課
共催

新型コロナウイルス
感染拡大防止について
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。
＜ご来館に際してのお願い＞
・発熱や咳等、体調のすぐれない場合はご来館をお控えください。
・マスクの着用、咳エチケット、手指消毒にご協力ください。
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
はアクリルパネルを設置しています。

モルドバ Gallery と講演の全国フェスタ
内容

東欧のモルドバ共和国を紹介する写真と絵画の展示会。

日時

11 月 30 日（水）〜 12 月 4 日（日）
9:30 〜 17:00 ※最終日は 13:00 まで。

《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・キーウ（キエフ）・西安・グアダラハラ・ザグレブ・プラハ）
＊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）

問合せ
各催物についてのお問合せは（公財）京都市国際交流協会 事業課
TEL：075‑752‑3511
※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。
最新情報は HP（https://www.kcif.or.jp/）でご覧いただけます。
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