
 

        

 さくらさくらさくらさくら会会会会 （代表：梶 方子）                      

                    SAKURA-KAI（Japanese Language Class） 

 

「さくら会」は、日本の四季に 
応じた美しい自然や文化行事 
に皆さんで参加し、日本文化を 
直接体験して頂きながら、無理 
なく日本語を学習する事が出来 
る教室です。 
 
This class is intended for 
foreign residents who aim to 
learn Japanese language. 
Any student can do it naturally 
and without difficulty, enjoying 
four ”beautiful” seasons or 
joining in various cultural 
events in Japan.      

  
SAKURA~KAI members 

 
開催日時・場所 
Date，Time and Place 

 
 
 
 

 

 
◆曜日：毎週金曜日（但し、この日が日本の祝日に当た 

る場合、教室はお休みです） 
◆時間：１８：３０～２０：００（午後６：３０～８：００） 
◆会場：横須賀市総合福祉会館 

４F（ボランティアセンター） 
◆期間：１学期：４月～６月 （１０～１２回） 
     夏季講習：７月～８月（９～１０回） 
     ２学期：９月～１１月（１０～１２回） 
     ３学期：１月～３月（１０～１２回） 
クラスは少人数制。 

Date  :  Every Friday ( except Japanese national holidays ) 
Time :   18:30～20:00 
Place :  Sogo Fukushi Kaikan  Hall 4F (Volunteers’ Center) 
Terms : 1 st term ＝ April～June (10～12 days)    
        ※Summer Course =July～August (9～10 days) 
    ２nd term = September～November（10～12days） 
     ３rd term = January～March（10～12 days） 
(Every class is very small and anyone can apply at any time.) 

 
会費  ：１,０００円 
     （１学期毎） 
Tuition ¥1,000／Term 
 
 
受講者 ：約２０名、 

６～７ヵ国  
Students : about 20 persons 

from different countries      
       In the class room 



 
 
講師  ： ９名 
Teaching staffs : 
9 enthusiastic teachers 

 
 
 
 
 
 
 

  
Wearing YUKATA at the Star Festival 

    
教室以外に企画 
される主な年間 
行事 
 
Other charming 
Schedules within a 
year 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月： 日本を象徴する桜の花が咲いて、「さくら会」 
の日本語教室の１学期が始まります。 

７月： 七夕祭：ゲストの皆さんをお迎えして、日本の 
伝統行事である七夕祭の趣旨を理解して頂くと 
と共に、折り紙や日本舞踊、日本料理等を楽し 
みます。 

１０月：お茶会：お茶の作法を習い、日本のお茶を体験 
します。 

１月：お正月：書初め、福笑い、かるた遊び等日本の 
新年をお祝いします。 

３月：一年間の成果を皆さんの前で発表します。主に 
スピーチ、寸劇、歌等が発表されます。その後 
は、参加者全員で交流パーティーです。 

その他、春、秋には近くの観光地を訪ねたり、地域の学校・ 
お寺を訪問します。また、各国の料理教室もあります。 

 
April : Cherry blossoms(which symbolize Japan) bloom and our class 

starts. 
July : TANABATA(the Star Festival)  

You understand the reason of “TANABATA” and enjoy ORIGAMI 
(Colored paper folding),Traditional Japanese Danse ,Japanese 
cooking and so on. 

October : OCHA-KAI : You learn the manners of Japanese Tea Ceremony, 
and experience Japanese Tea. 

January : OSHOGATSU :We celebrate the New Year in Japan and enjoy 
New Year’s  calligraphy , Fortune-Telling, Card Playing 
(HYAKUNIN-ISSHU) etc.  

March : This is the time when you make public the results of one year’s 
study. There’ll be presentation of speeches, short plays, songs 
 and exchange party by all participants. 

(Besides, we’ll visit the famous tourist towns ,temples，schools in the 
neighborhood ,and also will take place the cooking classes of the world.)   

＜お問い合わせ先＞   For more information !  
  〒238-0006 
  横須賀市日の出町１－５ヴェルクよこすか２階 
   Werk Yokosuka 2F ,1－5 ,Hinode－cho ,Yokosuka－City, 
  国際交流協会 Yokosuka International Association 
  TEL: 046-827-2166 
   FAX: 046-827-2167 
   E-mail :npo-yia@kb3.so-net.ne.jp 

 


