
2021年 11月21日
日曜日 9:30～11:30 （12回）

いろいろなあいさつ、じこしょうかい、かいもの など
せいかつ つか かいわ がくしゅう

生活で使う会話と、ひらがな・カタカナの学習をします。

2022年2月13日

令和3年度 文化庁「生活者としての外国人」のための
日本語教育事業 地域日本語教育実践プログラム（Ｂ）

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

公益財団法人大垣国際交流協会
おおがきこくさいこうりゅうきょうかい

ねん

にちようび かい

2021年度3期

スイトピア

にほんご きょうしつ

べんきょうできるひと ばしょ

おおがきし

大垣市スイトピアセンター

もうしこみ

おかね
えん ほん かね はいって

2,000円(本のお金も入っています）

じゅういちがつにじゅういち にがつ じゅうさんにち

せいのうちいき す ひと さいいじょう

・西濃地域に住んでいる人（15歳以上）

にほんご ひと

・日本語を はじめてべんきょうする人

(どようび） もうしこみ

10月23日 (土曜日) ～、 申し込みできます。

も おおがきこくさいこうりゅうきょうかい き

2,000円持って、大垣国際交流協会に 来てください。

ていいん にん

定員は 20人です。

レベル１

スイトピアセンター

ねん



21 de Novembro

Aos domingos das 9:30 às 11:30 (total de 12 aulas)

Conversação de uso diário, tais como as diferentes fomas 
de cumprimentar, auto-apresentação, compras entre 
outros, inclusive o estudo do hiragana e do katagana.

13 de Fevereiro 

Ano R3 Programa de prática educacional (B)
da Agencia de assuntos culturais  para
{Consumidor estrangeiro}

0584-82-2311    
oiea@mb.ginet.or.jp

〒503-0911  Ogaki shi Muro Hon Machi
5-51 Suitopia Center prédio
Gakushukan 2ºandar

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Ogaki

2021年度3期

Suitopia

Curso de japonês

Público alvo Local

Ogaki shi Suitopia Center

Inscrição

Taxa

2.000 yenes (incluso o valor
do livro)

・Estrangeiros residentes na Região
Seino de Gifu. (acima de 15 anos)

・Adultos que quase não entendem   
a língua japonesa.

A partir de  23 de Outubro.
Na Associação de Intercâmbio Internacional 
de Ogaki (Suitopia Center)
*A taxa de 2.000 yenes deverá ser paga no 

ato da inscrição. Há 20 vagas

Nível１

スイトピアセンター
（Suitopia Center）



2021年11月21日
每周日 9:30～11:30 （共计12次）

学习 各种寒暄语、自我介绍、买东西 等等
生活用语和平假名・片假名。

2021年2月13日

2021年度 文化部门行政机关 为了“在日本生活的外国人”

日语教育事业 地域日语教育实施进程（Ｂ）

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

公益財団法人大垣国際交流協会
おおがきこくさいこうりゅうきょうかい

2021年度第3期

水都中心 日语教室

可以参加学习的人 地 点

スイトピアセンター（水都中心）

报 名

费 用

2,000日元(含书费）
・住在西浓地区（15岁以上）

・几乎不懂日语

10月23日 (周四) ～、 开始报名。

报名时请带好 2,000日元 来大垣国际交流协会。

报名名额 20人。

水平１

スイトピアセンター

（水都中心）



November 21
Sunday 9:30～11:30 （12 lessons）

You will learn basic daily conversation;
various greetings with people, self-introducation, shopping etc. 

You will also learn how to read and write HIRAGANA and KATAKANA.

February 13

0584-82-2311    
oiea@mb.ginet.or.jp

Suitopia Centre GAKUSHU-KAN 2nd Floor
5-51 Murohonmachi, Ogaki-city, 503-0911

2021年度3期

Suitopia

Japanese Language Class

Who can apply Place

Ogaki-shi Suitopia Centre

How to apply

Course fee

2,000yen (including textbook）
・People living in Seino area of Gifu

(over 15 year-old)  

・Those whose Japanese are

Introductory level

(Class size: 20 people)

Level１

Ogaki International 
Exchange Association (OIEA)

Sponsored by the government of Japan’s Agency of Cultural Affairs.

Japanese language education for foreign residents’ Program B: 

・ For application,  come to the office of OIEA (see 

below) with the course fee and fill out the 
application  form.

・ Reception of your application start Saturday,

October 23.

スイトピアセンター
（Suitopia Centre）


