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にほんごきょうしつの　なまえ
Japanese Conversation Class

일본어교실
日本语教室名称

ようび
Day

요일
活动日

じかん
Time

시간
时间

ばしょ
Location

장소
地点

いきかた
The nearest station

오는길
交通路线

おかね
Cost

비용
费用

れんらくする　ひと
Ｉｎｑｕｉｒｉｅｓ
연락처

联系方法

小平たのしい日本語の会
（こだいら　たのしい　にほんごの　かい）
Kodaira Tanoshii Nihongo no Kai

코다이라타노시이니혼고노카이
小平快乐日语学习会

木曜日
（もくようび）
Thursday

목요일
星期四

7:00pm～
　

8:30pm

花小金井南公民館
（はなこがねいみなみこうみんかん）
Hanakoganei Minami

Kominkan

하나코가네이 미나미공민관
花小金井南公民馆

小平市花小金井南町2-12-6

2-12-6　Hanakoganei

Minami-cho, Kodaira-city

花小金井駅南口から　あるいて5分
five-minute walk from Hanakoganei

Station, South Exit

하나코카네이남쪽출구 도보5分
花小金井站南口步行5分

月（つき）　200えん

\200/1 month

월/200엔

每月200日元

すずき Suzuki

Tel: 042-348-1021

E-mail: nihongo-hanako@hotmail.co.jp

HP: http://blog.livedoor.jp/hanako_nihongo-

top/

小平日本語ボランティアの会・小川西町
（こだいら　にほんご　ぼらんてぃあの
かい
・おがわにしまち）
Kodaira Nihongo Volunteers

Group・Ogawa Nishi-machi

코다이라니혼고보란티아노카이・오
가와니시마치
小平日语志愿者日语学习的会・小川西町

水曜日
（すいようび）
Wednesday

수요일
星期三

7:00pm～
　

8:30pm

小川西町公民館
（おがわにしまちこうみんかん）
Ogawa Nishi-machi

Kominkan

오가와니시마치공민관
小川西町公民馆

小平市小川西町4-10-13

4-10-13　Ogawa Nishi-

machi, Kodaira-city

小川駅西口から　あるいて5分
five-minute walk from Ogawa

Station, West Exit

오카와역서쪽출구 도보5분
小川站西口步行5分

月（つき）　200え
ん

\200/1 month

월/200엔
每月200日元

さとう　Sato

Tel: 080-1168-5831

E-mail: satom7878@gmail.com

HP: http://knvg.sakura.ne.jp/o/

Contact: mail@knvg.sakura.ne.jp

小川日本語のひろば
（おがわ　にほんごの　ひろば）
Ogawa Nihongo no Hiroba

오가와니혼고노히로바
小川日语广场

水曜日
（すいようび）
Wednesday

수요일
星期三

10:00am

～
　　　12:00

noon

小川西町公民館
（おがわにしまちこうみんかん）
Ogawa Nishi-machi

Kominkan

오가와니시마치공민관
小川西町公民馆

小平市小川西町4-10-13

4-10-13　Ogawa Nishi-

machi, Kodaira-city

小川駅西口から　あるいて5分
five-minute walk from Ogawa

Station, West Exit

오가와역서쪽출구 보도5분
小川站西口步行5分

月（つき）　200え
ん

\200/1 month

월/200엔
每月200日元

えじま　Ejima

E-mail: t.a.ejima-ma.@jcom.home.ne.jp

大沼日本語会話サークル
（おおぬま　にほんごかいわ　さーくる）
Onuma Japanese Conversation

Club

오오누마 일본어회화 써클
大沼日语会话学习会

第1・第2・第4火曜日
（だい１・だい２・だい４・かようび）
First, Second, Forth Tuesday

매월 제1, 제2, 제4화요일
每月第一、第二、第四个

星期二

10:00am

～
　　　12:00

noon

大沼公民館
（おおぬまこうみんかん）
Onuma Kominkan
오오누마공민관
大沼公民馆

小平市大沼町7-1-17
7-1-17 Onuma-cho, Kodaira-

city

小平駅から　あるいて15分。小平駅北口から
コミュニティタクシーで　大沼公民館で　おり
ます。花小金井駅北口から　立川バスで　大
沼団地で　おります。

fifteen-minute walk from Kodaira

Station or get off at Onuma Kominkan

from Kodaira Station north exit by

Community Taxi or get off at Onuma-

danchi from Hanakoganei Station north

exit by Tachikawa bus

고다이라역에서 도보 15분 또는 고다이
라역 북쪽출구에서 커뮤니티택시를 이용,
오오누마공민관 하차 세이부 신주쿠 선
하나코가네이（花小金井） 역 북쪽 출구에
서 다치카와 버스(立川バス)를　타고 오누
마 단지(大沼団地) 정류장에서 하차.
小平车站徒步15分 钟或者小平车站北口
乘坐社区巴士大沼公民馆下车 在西武新
宿线花小金井站北口，搭乘立川巴士在大
沼团地下车

月（つき）　200え
ん

\200/1 month

월/200엔
每月200日元

しばた　Shibata

Tel: 080-5530-1792

E-mail: yahikuy_ys@jcom.zaq.ne.jp

祝日、お盆、年末年始はお休みです。Closed during the Public holidays, Obon (summer breaks in August), and New Year's holidays. 공휴일, 오봉（御盆）, 연말연시 쉽니다 公休日，盂兰盆节，年末年始休息


