
よこはま日本語 ほっとタイム

NIHONGOで はなそう！

もうしこみ

↓

２０２０年１２がつ１７にち（木）
１０：３０～１１：３０（１０：２０から はいれます）

＊ オンラインシステムZoomをつかいます。
あとで、ミーティングIDをおくります。

にんずうは １０にん
（もうしこみが はやい じゅんばんです。）

３～4人の ちいさいグループで はなします。

ぜんぶのグループに スタッフがいます。にほんごを

はなすことが むずかしいひとも だいじょうぶです！

YOKOHAMAにすんでいる
がいこくじんの みなさんへ

にほんごで たのしく はなしをする  

あつまりです。 

 ・にほんごで はなしたい。 

 ・べんきょうしたことばを つかいたい。 

 ・ともだちが ほしい。  ぜんぶ OKです。 

しゅみのこと じぶんのこと せいかつのこと 

いっしょに にほんごで はなしましょう。 

（公財）横浜市国際交流協会
YOKOHAMA ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL 

COMMUNICATIONS AND EXCHANGES (YOKE)

（横浜市委託事業）

１２月トピック
「おくりもの」

オンラインおしゃべりこうりゅうかい

まいつき だい もく よう び

毎月 第３木曜日

１０：３０～１１：３０

２０２０年１２月１７日

２０２１年 １月２１日

２月１８日

https://ws.formz
u.net/dist/S8182
8276/

FREE 0円



It is a fun and chatting gathering in

Japanese.

・ I don't have a chance to speak in

Japanese.

・ I want to try what I have studied.

・ I want friends.

Anyone is fine.

Let‘s have fun chatting in Japanese

together.We talk in small groups of

3-4 people．

Date：Thursday, December 17

１０：３０～１１：３０
The topic for December is “Present”.

There is no charge.

We will send you the Zoom Meeting ID 

later.

Apply for this online chatting.

→

Es una reunión del intercambio para 
hablar en japonés.
・No tengo la oportunidad de hablar en 
japonés.
・Quiero usar las palabras que aprendí.
・Quiero hacer amigos. etc,.
Divirtámonos hablando juntos en japonés.
Hablarémos en grupos pequeños de 3-4 
personas.

Día y hora ： Jueves, 17 de diciembre
10:30～11:30

El tema de noviembre es Presente.
La participación es gratuita.
Le enviaremos el ID de la reunión de Zoom 
después del registro.
Para participar en la reunion;
→

这是练习日语会话为目的的

日语聊天聚会

・没有机会说日语。
・练习学过的日语。
・想找朋友 的各位

让我们聚在一起开心的用日语聊天吧。

3-4人分成小组，练习会话。

日期：12月17日，星期四
10:30〜11:30

１２月的主题是【礼品】。
参加是免费的。
申请请用下面的URL或二维码
→

Buổi trò chuyện vui vẻ bằng tiếng

Nhật
・Tôi không có cơ hội nói tiếng Nhật.

・Tôi muốn sử dụng những từ đã học.

・Tôi muốn kết bạn.v.v...

Cùng nói chuyện về sở thích, trao đổi 

thông tin hữu ích.
Trò chuyện trong nhóm nhỏ 3-4 người.

Thời gian：2020/12/17（Thứ 5）
10：30～11：30

Chủ đề tháng 11 ：quà tặng

Phí tham gia ： Miễn phí.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn ID để tham gia 

bằng Zoom

Đăng ký ：
→

https://ws.formzu.net/dist/S81828276/
https://ws.formzu.net/dist/S81828276/

https://ws.formzu.net/dist/S81828276/ https://ws.formzu.net/dist/S81828276/


