
だれ？ 西濃地域に住んでいる外国人住民（10人）

いつ？ 2020年10月11日～12月13日［日曜日］

10:00～12:00（ぜんぶで10かい）

どこ？ スイトピアセンター（大垣市室本町 5丁目51番地）

おかね ￥1,000 (1回￥100）(もうしこみのときに、はらってください）

もうしこみ 大垣国際交流協会に きてください。先着順です。

9月21日（月曜日・祝日）から、もうしこみ できます。

アスクルパソコン教室 (平日10：00～20：00 土・日・祝日10:00～17：00）

東京都豊洲3-2-3     03-1234-1111 http://askult.com

公益財団法人大垣国際交流協会
TEL: 0584-82-2311

oiea@mb.ginet.or.jp

〒503-0911  
大垣市室本町5丁目51番地
スイトピアセンター 学習館2階
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アスクルパソコン教室 (平日10：00～20：00 土・日・祝日10:00～17：00）

東京都豊洲3-2-3     03-1234-1111 http://askult.com

Associação de Intercâmbio
Internacional de Ogaki

TEL: 0584-82-2311

oiea@mb.ginet.or.jp
〒503-0911  
大垣市室本町5丁目51番地
スイトピアセンター 学習館2階

Estudo da 

Forma polída

Prática de

conversação
diária

Estudo de 

Gramática

ホームページQRコード

Estudo de 

kanji

A quem?      Aos estrangeiros  residentes na Região Seino de Gifu ken  
(Região Oeste) 10 pessoas

Quando?   11 de outubro à 13 de dezembro 2020 (domingo)
Das 10:00 às 12:00 

Local:  Suitopia Center (Ogaki-shi, Murohon Machi 5 choume 51 banchi)

Custo : 1000 ienes total de 10 aulas ( pagamento no ato da inscrição)

Inscrições: Associação de Intercâmbio Internacional de Ogaki
(Suitopia Center Gakushukan 2ºandar) 

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e as fichas poderão

ser preenchidas a partir do dia 21 de setembro(segunda feira )



谁？ 住在西浓地区的外国市民（10人）

什么时候？ 2020年１０月１１日～１２月１３日［周日］
(全部1０回）１０:0０～１２:００

地 点 水都中心（スイトピアセンター）
（大垣市室本町5丁目51番地）

费 用 1次 100百日元（10次共计 1,000日元）
(报名时请1次付清）

报名方法 请到水都中心（スイトピアセンター学习馆2楼）的
本协会办公室填写报名单。
2020年9月21日（周一）开始受理。（以报名先后为序）

アスクルパソコン教室 (平日10：00～20：00 土・日・祝日10:00～17：00）

東京都豊洲3-2-3     03-1234-1111 http://askult.com

大垣国际交流协会
TEL: 0584-82-2311

oiea@mb.ginet.or.jp

〒503-0911  
大垣市室本町5丁目51番地
スイトピアセンター 学习馆2楼
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Who can apply?   Foreign residents who live in Seino area
(class size: 10 people）

When?                  Sundays (October 11 to December 13, 2020)

10:00～12:00 (10 lessons) 

Place? Suitopia Centre (5-51 Murohonmachi, Ogaki-shi)

Course fee 1000 yen for the course (please pay on your reception)

To enter               Come to the office of OIEA (see below) and fill out 
the application form.
Reception of your application starts September 21
(Monday and holiday). (First come, first served）

アスクルパソコン教室 (平日10：00～20：00 土・日・祝日10:00～17：00）

東京都豊洲3-2-3     03-1234-1111 http://askult.com

Ogaki International Exchange 
Association (OIEA)

TEL: 0584-82-2311

oiea@mb.ginet.or.jp

〒503-0911  
大垣市室本町5丁目51番地
スイトピアセンター 学習館2階
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