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        不要になった教科書のご寄付をおねがいします！ 

小平市の公立小学校、中学校の教科書で、不要になったものがありましたら KIFA にご寄付ください。こども日

本語教室の指導に役立たせていただきます。 

ご寄付いただける場合は、まず電話あるいはメールにて KIFA までご連絡ください。よろしくおねがいします。 

電話：042-342-4488  e-mail：info@kifa-tokyo.jp 

Give old school text books a second life! 

If you have some Kodaira public school text books at home that 

 are not being used, please donate them to KIFA. We will use  

the text books for our Kid’s Japanese class. For donating,  

please call or send us an e-mail first. Your kind attention is highly appreciated. 

Tel: 042-342-4488   e-mail: info@kifa-tokyo.jp 

    

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 平 市 国 際 交 流 協 会 事 務 局                  Kodaira Int'l Friendship Association 
〒187-0045 小平市学園西町 2-12-22      c/o Gakuen-nishimachi community center 

        学園西町地域センター３階        2-12-22,Gakuennishimachi, Kodaira-shi 

TEL 042-342-4488    FAX  042-347-3003 

E-mail: info@kifa-tokyo.jp           Homepage: http://www.kifa-tokyo.jp/ 

 9 時～17 時 定休日：火曜日・日曜日・祝日   9am-5pm Closed on Tue, Sun and National Holidays. 

 

合併号 

書き損じはがき・未使用はがきはありませんか？ 

KIFA では書き損じのはがきや、余っているはがきで途上国の 
子どもたちを支援する活動のお手伝いをしたいと考えておりま

す。お手元に余っているはがきがあれば、KIFA までお持ちくだ

さい。はがきの受付は１月いっぱいまで行っております。 

みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

Donate miswritten or unused prepaid post cards! 
KIFA is collecting post cards with prepaid postage that are 

miswritten or unused to donate to the organization that helps 

support children overseas. Simply bring them to the KIFA office 

at your convenience. We will accept the donation until the end 

of January. 

 

ランドセルのご寄付を 

ありがとうございました！ 

Thank you for the Randsels! 
皆様からの温かいご支援により、ランドセル

及びに学用品が集まりました。ご寄付いただ

いた品物は、大切に支援団体の国内倉庫まで

お送りさせていただきます。今後も、継続的

にこの活動を支援してゆきたいと思いますの

で、不要のランドセル等がある場合はご一報

いただければと思います。 

 

KIFA thanks you for the donated Randsels 

and other school supplies. We will make 

sure to send those items to the domestic 

warehouse of the NGO where they will be 

gathered and shipped overseas to children 

waiting to receive them. 
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1月 2月
日 曜日 時間 内容 場所 日 曜日 時間 内容 場所
13 水 13：00～14：30 英会話教室中級 〔１〕 1 月 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕

14：40～15：55 英会話教室もう一度初中級 〔１〕 15：00～16：30 英会話教室初中級 〔１〕
16：10～17：40 こども日本語教室 〔全〕 15：10～16：40 イタリア語講座 〔2〕

14 木 10：30～12：00 英会話教室中級 〔１〕 19：30～21：00 英会話教室夜間初級 〔２〕
13：00～14：30 英会話教室上級 〔集〕 3 水 13：00～14：30 英会話教室中級 〔１〕
13：10～14：40 英会話教室初級 〔１〕 14：40～15：55 英会話教室もう一度初中級 〔１〕
14：40～15：55 英会話教室もう一度中級 〔集〕 16：10～17：40 こども日本語教室 〔全〕
14：50～16：20 英語会話教室中上級 〔１〕 4 木 10：30～12：00 英会話教室中級 〔１〕
19：30～21：00 英語会話教室夜間中級 〔１〕 13：00～14：30 英会話教室上級 〔集〕

15 金 15：30～17：00 中国語講座 〔１〕 13：10～14：40 英会話教室初級 〔１〕
19：00～20：30 日本語会話教室 〔全〕 14：40～15：55 英会話教室もう一度中級 〔集〕

16 土 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕 14：50～16：20 英語会話教室中上級 〔１〕
13：00～14：00 翻訳・通訳チームミーティング 〔１〕 19：30～21：00 英語会話教室夜間中級 〔１〕

18 月 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕 5 金 19：00～20：30 日本語会話教室 〔全〕
13：00～14：30 小委員会 〔１〕 6 土 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕
15：00～16：30 英会話教室初中級 〔１〕 13：30～15：00 災害対応チームミーティング 〔2〕
15：10～16：40 イタリア語講座 〔2〕 8 月 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕
19：30～21：00 英会話教室夜間初級 〔２〕 13：00～15：00 こども日本語ボラミーティング 〔集〕

20 水 10：00～12：00 機関紙企画会議 〔１〕 15：00～16：30 英会話教室初中級 〔１〕
13：00～14：30 英会話教室中級 〔１〕 15：10～16：40 イタリア語講座 〔2〕
14：40～15：55 英会話教室もう一度初中級 〔１〕 19：30～21：00 英会話教室夜間初級 〔２〕
16：10～17：40 こども日本語教室 〔全〕 10 水 16：10～17：40 こども日本語教室 〔全〕

21 木 10：30～12：00 英会話教室中級 〔１〕 12 金 19：00～20：30 日本語会話教室 〔全〕
13：00～14：30 英会話教室上級 〔集〕 13 土 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕
13：10～14：40 英会話教室初級 〔１〕 15 月 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕
14：40～15：55 英会話教室もう一度中級 〔集〕 15：00～16：30 英会話教室初中級 〔１〕
14：50～16：20 英語会話教室中上級 〔１〕 15：10～16：40 イタリア語講座 〔2〕
19：30～21：00 英語会話教室夜間中級 〔１〕 19：30～21：00 英会話教室夜間初級 〔２〕

22 金 15：30～17：00 中国語講座 〔１〕 17 水 13：00～14：30 英会話教室中級 〔１〕
19：00～20：30 日本語会話教室 〔全〕 14：40～15：55 英会話教室もう一度初中級 〔１〕

23 土 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕 16：10～17：40 こども日本語教室 〔全〕
25 月 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕 18 木 10：30～12：00 英会話教室中級 〔１〕

15：00～16：30 英会話教室初中級 〔１〕 13：00～14：30 英会話教室上級 〔集〕
15：10～16：40 イタリア語講座 〔2〕 13：10～14：40 英会話教室初級 〔１〕
19：30～21：00 英会話教室夜間初級 〔２〕 14：40～15：55 英会話教室もう一度中級 〔集〕

27 水 13：00～14：30 英会話教室中級 〔１〕 14：50～16：20 英語会話教室中上級 〔１〕
14：40～15：55 英会話教室もう一度初中級 〔１〕 19：30～21：00 英語会話教室夜間中級 〔１〕
16：10～17：40 こども日本語教室 〔全〕 19 金 19：00～20：30 日本語会話教室 〔全〕

28 木 10：30～12：00 英会話教室中級 〔１〕 20 土 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕
13：00～14：30 英会話教室上級 〔集〕 22 月 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕
13：10～14：40 英会話教室初級 〔１〕 15：00～16：30 英会話教室初中級 〔１〕
14：40～15：55 英会話教室もう一度中級 〔集〕 15：10～16：40 イタリア語講座 〔2〕
14：50～16：20 英語会話教室中上級 〔１〕 19：30～21：00 英会話教室夜間初級 〔２〕
19：30～21：00 英語会話教室夜間中級 〔１〕 24 水 13：00～14：30 英会話教室中級 〔１〕

29 金 15：30～17：00 中国語講座 〔１〕 14：40～15：55 英会話教室もう一度初中級 〔１〕
19：00～20：30 日本語会話教室 〔全〕 16：10～17：40 こども日本語教室 〔全〕

30 土 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕 25 木 10：30～12：00 英会話教室中級 〔１〕
13：00～14：30 英会話教室上級 〔集〕

〔全〕＝３階全室　 13：10～14：40 英会話教室初級 〔１〕

〔集〕＝１階集会室 14：40～15：55 英会話教室もう一度中級 〔集〕
〔２〕＝第２会議室   14：50～16：20 英語会話教室中上級 〔１〕
〔全〕＝３階全室　 19：30～21：00 英語会話教室夜間中級 〔１〕

〔集〕＝１階集会室 26 金 19：00～20：30 日本語会話教室 〔全〕
27 土 10：00～11：30 日本語会話教室 〔全〕
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（月）１月１８日    （月）１月１８日    １月１５日     １月１３日 

（金）１月１５日    （水）１月１３日   ●イタリア語
ご

講座
こ う ざ

 

（土）１月１６日    （木）１月１４日    １月１８日 

 

●はじめての ひとは よやくが 

ひつようです。 

● し ば ら く  来 て い な か っ   

たひとも れんらくが ひつよ

うです。 


