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日 時：2015年 9月 13日(日)14：00～16：00    
場  所： ゆめおおおかオフィスタワー13階 ラウンジ研修室 

受付開始： 8月 11日（火）より来館・電話にて受付けます 

参 加 費： ３００円 当日お支払い下さい 

募  集： ２５名  先着順    

主  催： 横浜市港南国際交流ラウンジ TEL ０４５－８４８－０９９０ 

 

 

 

 

日本語 

「ルネッサンスの都」「花の街」「職人の街」 

魅力あふれる街のよもやま話を 

フィレンツェ出身のマッシさんが語ってくれます。 

  お話：バッカーニ マッシミリアノさん 

(Sig. Baccani  Massimiliano) 

山下 美由紀さん 

 

 

 

 

 

カルチャー交流サロン 
かっ 
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中国語文化交流沙龙     「希望大家更加了解 我的巴西」      ==为纪念 2014 年足球世界杯在巴西举办== 

讲 述 人：茂木 春美  女士（Cristiane Harumi Mogi） 

内    容： ♪巴西日裔的生活 ♪葡萄牙语的问候用语  ♪大家一起跳桑巴  其他 

时    间：6 月 1 日（星期日）  14：00 – 16：00             参加费用：300 日元（当天交付）（提供茶点） 

地    点：ゆめおおおか办公大楼 13 楼 交流中心研修室           募    集：25 名 按报名先后顺序 

报名开始：从 5 月 11 日（星期日）开始 打电话或直接来交流中心报名 

主    办：横滨市港南国际交流服务中心                              TEL：  045-848-0990 

スペイン語-ESPAÑOL     ¡Charla acerca de varios tópicos de la Ciudad de Florencia, Italia!  

"Ciudad de renacimineto", "Ciudad de la flor", "Ciudad de artesanos" 
El Sr. Massimiliano, nacido en Florencia, Italia nos dará una pequeña charla acerca de la ciudad que rebosa de encanto 

Oradores  :Sr. Slg. Baccani  Massimiliano. Sra. Yamashita Miyuki 

Fecha  :Domingo, 13 de septiembre de 14:00 a 16:00  
Lugar   :Yumeooka Office Tower piso 13 en el Salón de Aprendizaje  

Suscripción  :Desde el martes, 11 de agosto. Venir personalmente o ＴＥＬ 

Costo       :300 yenes (Pagar el mismo día)  
Límite  :25 personas. Se atenderá por orden de llegada   

Organiza   :Yokohama-shi Konan Internacional Lounge   ☎ ０４５－８４８－０９９０ 

韓国語  문화교류 살롱: 더 알기를 원하는 나의 브라질 ～축구 월드컵 2014 브라질대회 개최기념～ 
강사：모기 하루미 씨 (재일 브라질인 사회 이야기, 포르투갈어 인사말, 삼바를 춤추자 외) 
일시：6 월 1일（일）14:00～16:00         장소：유메오오카 오피스타워 13 층 라운지 연수실 
신청방법：5 월 11 일（일）부터 전화, 방문 신청 
참가비：300엔（당일 지불）(다과 있음)    모집：25 명 선착순        
주최 : 요코하마시 코난국제교류라운지      전화 :  045-848-0990 
英語  

 
 
 
 

Sponsor：Yokohama Konan International Lounge   TEL: 045-848-0990 

タガログ語 Salon Pang-kultura “Mga Kuwento tungkol sa bansang Florence” 

「kapital ng muling pagsilang」「Lungsod ng bulaklak」「Lungsod ng manggagawa」 

Maliit na pag-uusap ng maliit na bayan  

Taga-panalita: (Slg. Baccani  Massimiliano) pinanganak sa Florence 

Tagasalin: Yamashita Miyaki 

Petsa: 2015, Setyembre 13 (Linggo) 14:00 ~ 16:00 

Lugar: Yumeooka Office Tower 13F Lounge silid aralan 

Tanggapan: Agosto 11 (Martes) Magtungo o tumawag 

Kabayaran: ¥300 bayaran sa araw na gaganapin 

Limita: 25 katao mauuna 

Tagapamahala: Konan Kokusai Kouryu Lounge TEL: 045-848-0990 

 

タイ語        ตอ้งการใหค้ณุรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบับราซลิของฉนั 
เกีย่วกบัฟุตบอลโลก2014 หรอืเวลิดค์พัคร ัง้ที ่20 ทีบ่ราซลิ เป็นเจา้ภาพ และอืน่ๆอกีมากมาย 
ผูบ้รรยายโดย：คณุฮารุม ิโมงิ  （Ｃｒｉｓｔｉａｎｅ Ｈａｒｕｍｉ Ｍｏｇｉ） 

วนัที ่& เวลา : วนัอาทติยท์ี ่1 มถิุนายน เวลา14:00 - 16:00น. 
สถานที ่: ณ.ทีอ่าคารยเูมะโอโอะคะออฟฟิศทาวเวอรช์ ัน้13หอ้งเรยีนของเลานจ ์
วนัรบัสมคัร : เปิดรบัสมคัรตัง้แตว่นัอาทติยท์ี1่1 พฤษภาคม เป็นตน้ไป กรณุามาสมคัรโดยตรงดว้ยตวัเองหรอืทางโทรศพัท ์
คา่รว่มคนละ 300 เยน(จา่ยเงนิในวนัทีม่ารว่มงาน)(มนํีา้ชาและขนมบรกิาร) รบัผูร้ว่มจ านวน: 25คน 
ตามลาํดบักอ่นหลงั 
อุปถมัภโ์ดย:โยโกฮาม่าโคนังโคคไุซโครวิเลานจ ์☎ 045-848-0990  
 
ロシア語          Salão de Intercâmbio Cultural   

Copa do Mundo 2014/Aniversário da FIFA 20 Anos ``Quero que conheçam o meu Brasil´´ 

Palestrante ： Sra.Cristiane Harumi Mogi   Dia：1 de Junho(dom)  14：00～16：00 
Lugar ： Yumeoooka OficeTower 13 ro. andar   Valo r： 300 yen (pago no dia) 
Limite  ：25  primeiras pessoas   Inscrição ： à partir de 11 de Maio (dom) por telefone ou pessoalmente 
Responsável ：Salão Intercâmbio Internacional de Konan 
Informação ： tel 045-848-0990  Yokohama-Shi Konan-Ku Kamioooka Nishi 1-6-1 


