きたきゅうしゅうしの にほんごきょうしつ
2021 ねん７がつ
これは、きたきゅうしゅう こくさいこうりゅう きょうかいが つくりました。

こくらきたく（Kokura-kita ku/小倉北区）
なまえ
いつ
おかね
どこ

とりあえず

すいようび（１かげつに、４かい） 6:30 p.m.～8:00 p.m.
※しゅくじつ、GW、おぼん、ねんまつねんしは やすみ
1 かい 100 円（コピーのおかね）
しょうがいがくしゅう そうごうセンター

なまえ
いつ
おかね
どこ

／

こくらきたく だいもん 1-6-43

JR にしこくらえきから、10 ぷん あるきます

いきかた
でんわ・めーる

にほんご

いけださん

TEL:090-3304-2674

Email: toriaezunihongo@gmail.com

ママとパパのためのにほんごきょうしつ in こくら
きんようび

10:30 a.m.～12:00 p.m.

※しゅくじつ、GW、ねんまつねんしは やすみ

いりません（￥０）
きたきゅうしゅうしりつ こそだて ふれあい こうりゅうプラザ

／

えいむ

こくらきたく あさの 3-8-1 AIM 3 かい
JR こくらえきから、5 ふん あるきます

いきかた
でんわ・めーる
たくじ

きたきゅうしゅう こくさいこうりゅう きょうかい
TEL:093-643-5931
Email: kia@kitaq-koryu.jp

やまねさん

こどもを あずけることが できます（おかねが いります）

※りゅうがくせいは、さんかできません。

こくらみなみく（Kokura-minami ku/小倉南区）
なまえ
いつ
おかね
どこ

こくらみなみ にほんごきょうしつ KONAN JLC
どようび（１かげつに、４かい） 2:00 p.m.～4:00 p.m.
1 かい 100 えん（コピーのおかね）
こうとく しみんセンター

なまえ
いつ
おかね
どこ
いきかた
でんわ・めーる

こくらみなみく とくりき 6-3-2

モノレール とくりき あらしやまぐちえきから、5 ふん あるきます

いきかた
でんわ・めーる

／

こでらさん
GYC

TEL:090-2854-1215

Email: kitaq.konan.jlc@gmail.com

にほんごっちゃ☆

かようび

7:00 p.m.～8:45 p.m.

※はるやすみ、なつやすみがあります

1 かい 10 えん（コピー、おかしのおかね）
きたきゅうしゅう りつだいがく 2 ごうかん 2 かい 220 じっしゅうしつ／
こくらみなみく きたがた 4-2-1
※オンラインも いいです
モノレール けいばじょうえきから、ちかいです
にしてつばす きたがた・きたきゅうしゅうしりつだいがくまえ ばすてい
こばやしさん

TEL:093-964-4259

Email: nihongo.cha.gyc@gmail.com

なまえ
いつ
おかね
どこ
いきかた
でんわ・めーる

しもそね にほんごきょうしつ
どようび（１かげつに、４かい） 2:00 p.m.～4:30 p.m.
1 かい 100 えん（コピーのおかね）
たはらしみんセンター

／

こくらみなみく たはら 3-16-31

JR にっぽうほんせん しもそねえき みなみぐちから、10 ぷん あるきます
にしてつバス たはらしんまち ばすていから、6 ぷん あるきます
たかぎさん

TEL:080-3187-8977

Email: kaorurue@hotmail.com

とばたく（Tobata ku/戸畑区）
なまえ
いつ
おかね
どこ
いきかた

とばたにほんごきょうしつ「あやめ」
きんようび（１かげつに、４かい） 6:30 p.m.～8:00 p.m.
※いま、きょうしつで べんきょう していません。
＊オンラインで べんきょうできます（あやめオンライン）。
1 かい 100 えん（コピーのおかね）
［きょうしつで べんきょうするとき］
とばた しょうがいがくしゅうセンター

／

とばたく なかほんまち 7-20

JR とばたえきから、5 ふん あるきます
［きょうしつで べんきょうする↓］
いけださん
TEL:090-3304-2674

でんわ・めーる

Email: phiinuy@yahoo.co.jp
Phiinuy2129@gmail.com

［オンラインでべんきょうする↓］
しみずさん、うめつさん
TEL:090-3198-3228

Email: tobata.ayame.online@gmail.com

わかまつく（Wakamatu-ku/若松区）
なまえ
いつ
おかね
どこ
いきかた
でんわ・めーる
なまえ
いつ
おかね
どこ
いきかた
でんわ・めーる

わかまつ にほんごきょうしつ「かっぱじゅく」
にちようび

2:00 p.m.～4:00 p.m.

おかねは いりません（￥０）
きゅう ふるかわこうぎょう わかまつびる
※2021 ねん４がつ～2022 ねん４がつ

／

わかまつく ほんまち 1-11-18

JR わかまつえきから、5 ふん あるきます
みすみさん

TEL:090-7922-7941

Email: kappajuku@hotmail.com

がっけん ボランティアのかい「にほんごかいわ サークル」
きんようび

6:00 p.m.～7:30 p.m.

1 かい 100 円（コピーのおかね）
きたきゅうしゅう がくじゅつけんきゅうとし ぎじゅつかいはつ こうりゅうセンター
１かい こうりゅうしつ ／ わかまつく ひびきのきた 8-1
きたきゅうしゅうしえいバス がっけんとしひびきの ばすていから、3 ぷん あるきます
しらいしさん

TEL:080-1716-8080

Email: waiwai.nihongo@gmail.com

やはたにしく（Yahata-nishi ku/八幡西区）
なまえ
いつ

おかね

どこ

いきかた
でんわ・めーる
なまえ
いつ
おかね
どこ
いきかた
でんわ・めーる
なまえ
いつ
おかね

こくさいこうりゅうむら にほんごきょうしつ
にちようび

11:00 a.m.～1:00 p.m.

しょきゅうⅠ：
きょうかしょ「みんなのにほんごⅠ」2,700 えん＋しりょうのおかね 3,500 えん
しょきゅうⅡ：
きょうかしょ「みんなのにほんごⅡ」2,700 えん、しりょうのおかね 3,500 えん
やはたにし しょうがいがくしゅうセンター 205 かいぎしつ ／
やはたにしく くろさき 3-15-3 COMCITY 2 かい
※COMCITY は、コロナウイルスの ワクチンを うつ ばしょですから、
きょうしつの ばしょがかわるかも しれません。
※ワクチンを うつ ばしょじゃないときも、きょうしつの ばしょが かわるかもしれません。
JR くろさきえきから、1 ぷん あるきます
Email: k2hon5@hotmail.co.jp
にほんごだんわしつ
にちようび

2:00 p.m.～4:00 p.m.

※ねんまつねんしは やすみ

おかねは いりません（￥０）
やはたにし しょうがいがくしゅう そうごうセンター 204 かいぎしつ ／
やはたにしく くろさき 3-15-3 COMCITY 2 かい
※204 かいぎしつを よく つかいます。きょうしつの ばしょは、かわるかもしれません。
JR くろさきえきから、ちかいです
ますおさん

TEL：070-5814-7785

Email: nobunobu22427@yahoo.co.jp

ママとパパのためのにほんごきょうしつ in くろさき
もくようび 10:30 a.m.～12:00 p.m.
※しゅくじつ、5 がつのれんきゅう、ねんまつねんし、8 がつは やすみ
おかねは いりません（￥０）

どこ

きたきゅうしゅう こくさいこうりゅう きょうかい
やはたにしく くろさき 3-15-3 COMCITY 3 かい

いきかた

JR くろさきえきから、1 ぷん あるきます

でんわ・めーる
たくじ

／

きたきゅうしゅう こくさいこうりゅう きょうかい やまねさん
TEL：093-643-5931
Email: kia@kitaq-koryu.jp
こどもを あずけることが できます（おかねが いります）

※りゅうがくせいは、さんかできません。
なまえ
いつ
おかね
どこ
いきかた
でんわ・めーる

ジャスミン
かようび

1:30 p.m.～3:30 p.m.

※しゅくじつ、ねんまつねんし、おぼんは やすみ

おかねは いりません（￥０）
きたきゅうしゅう こくさいこうりゅう きょうかい コミュニティールーム
やはたにしく くろさき 3-15-3 COMCITY 3 かい
JR くろさきえきから、1 ぷん あるきます
むらなかさん

Email: nihongo.jasmine@gmail.com

なまえ
いつ

くさのね こくさいこうりゅう「ひみこのかい」
すいようび

7:00 p.m.～9:00 p.m.

おかね

おかねは いりません（￥０）

どこ

おりおひがし しみんセンター

いきかた
でんわ・めーる
なまえ
いつ
おかね
どこ
いきかた
でんわ・めーる
なまえ
いつ

なかのさん

TEL：090-3075-0668

Email: fumi-490530@i.softbank.jp

こくさいこうりゅう ぼらんてぃあ「ゆいのかい」
もくようび（１かげつに、４かい）10:00 a.m.～11:30 a.m.
おかねは いりません（￥０）
みつさだ しみんセンター

／

やはたにしく あさかわがくえんだい 2-23-2

きたきゅうしゅうしえいバス あさかわちゅうがっこうまえ ばすていから、3 ぷん あるき
ます
まるやまさん

TEL： 080-5244-5066

Email: 1543999001@jcom.home.ne.jp

こくさいこうりゅう ボランティアグループ RISING
きんようび（１かげつに、４かい）2:00 p.m.～4:00 p.m.
おかねは いりません（￥０）

どこ

いせいがおか しみんセンター

でんわ・めーる

やはたにしく こうみょう 2-2-50

JR おりおえきから、15 ふん あるきます

おかね

いきかた

／

／

やはたにしく ちよがさき 1-12-15

JR ほんじょうえきから、10 ぷん あるきます
やしろさん

TEL： 090-7477-0255

Email: machy-y@docomo.ne.jp

