
■平成29年度後期 犬山国際交流協会主催 語学講座
★ランゲージカフェを開催 します。 お茶とお菓子を楽 しみながら、無料オープン講座体験ができます。

9/18口 9:30～ 11:30(フ ロイデ多目的研修室 1)※ すべての講座ではありません。詳しくは、事務局迄お問合せください。
′
〕

○講 師  レスリー・ウォルター ○講  師  姜 仁善 (基礎・初級)

本卜 世宗 (中級 。上級)

○テキス ト★中級・上級は、別途テキストの購入が必要となります。
クラス 時 間(60分 ) と き

イ 基礎A 17:00-18:00 ‖/"
H2910/12～持

H30 1/11-21ヽ 22
毎週木曜日 各15回

クラス 時 間(∞分・90分 ) と  き

□ 上級A 18:05‐-19:05
基礎 19:00^ウ 20:00 H2910/10--12/26

H30 1/9-1/23
毎週央曜日 各15回

ハ 初級A 19110-20:10
初級 20:10-21:10

三 中級A 20:15-21:15

ホ 中級B 12:45^-13:45

H2910/13^‐ 12/(卜  |

H301/12～ 2/簿 多ら

毎週金曜日各 15回

中級(90分 ) 18:50-20:20 H2910/12^‐ 12/14
H30 1/11-2/15
毎週本曜日 各15回
*除く11/23

へ 初級B 13:50-14:5tl
上級 20:25^ウ 21:25

卜 基礎B 14:55^ウ 15:55

り 基礎C 18:30‐ψ19:30 60,)・ 10E] 60分・15回 90分・15回

ヌ 上級B 19:35-20:35 一般料金 7,200円 9,500F] 13,∞0円

★コース選びに不安な方はレベル相談会にご参加ください。
9月 14日 |ボ  14:30～ 16:30

18:30^-20:30

フロイデ 1階  |IAプ ラザ (予約不要)

追加料金 2,300円 3,500円

★開講日までに10名 に達せず、少人数で開講する場合は追

加料金をいただきます。

寵 駐

ヨ 国時
○受講場所  犬山国際観光センター フロイデ

○対  象  高校生以上

○申込方法  窓□、メール、往復はがき、電話(平成29,28

年度協会会員のみ)で お申込みください。

メール、はがきは返信を確認ください。

●1:.講座名 21ク ラス名、曜日●郵便番号、住所(T)氏名|し |

携帯電話番号、または昼間連絡のつく連絡先●協会会

員かどうかを連絡 (明記)<ださい。複数講座受講の

際も一枚のはがき、メールで応募できます。

○申込期間  9月 6日 本～22日 C.
●受講料は 9月末日までにお支払いください。

○窓口時間  9:00～ 17:00(彗 |□燿第2,4月 曜日を除く)

●延長窓口  9/12本、19公
「 19:00ま で     ,

●祝日窓口  9/18祝1 9:30～ 11:30

多目的研修室 1 ランゲージカフェ会場にて

●上記以外は振込でお支払いください。

振込先)三菱東京UF」銀行 犬山支店 普 1266839
犬山国際交流協会 会長 奥村 英俊

(振込手数料はご負担ください)

○申込・問合せ先

犬山国際交流協会事務局

〒484-0086犬 山市松本町 4丁目21番地

(犬山国際観光センターフロイデ lF)

電話:(0568)61-1000E― malに iia@8race.ocn.ne.jp

○講  師 陳 秀慧
○テキスト ★別途テキストの購入が必要となります。

クラス 時 間(60分 ) と  き

入P3・ 初級 I 9:15へ″10:15 H2910/8´ ,12/17

毎週日曜日 各10回

*除く 12/10初級1211: 10:20^Vll:20

○講  師  佐藤エリザ・ユカ

クラス 時 間(60分 ) と き

初級 13:30^▼ 14:30

H2910/14´ -12/23

H30 1/13-2/10
毎週土曜日全15回
*除く12/9

○講  師  ミッシェル桑垣

クラス 時 間(60分 ) と  き

文化・トラベル 14:40^V15:40 H2910/14‐ -12/23

H30 1/13-2/10
毎週土曜日各15回

*除く12/9

初めてのコミュニ
ケーション 15:50^-16:50

○講  師  グンター・ウォルター

クラス 時間(611分 .90分
) と き |★各クラス共、定員は20名程度です (先着順)

|★講師の都合や天候により、講座、内容が変更する場合があります

|☆一度お支払頂いた受講料は返却できませんのでご了承ください

|★申込締切日までに5名に達しない場合は閉講とします (受講

1 料は返却します)

初級 12:45-13:45
H2910/12-12/7
H30 1/11～ 2/+322
毎週木曜日 各15回
ま o夕、く ::ノ乞λ

中級(90分 ) 13:55-15:25

上級 15:35-16:35

師 グンター・ウォルター  〇定員 20人
)受講料 3,000円
(受講料は参加時にお支払いください)

すでに簡単な英会話ができる方を対象としています。
19:30^V20:30

月曜日

(全11回 )

H29年 11/20、 12/4、 18、

H301F 1/15、 29、 2/5、 19、

3/5、 19、 4/2、 16

( H21・
10・ 2'幸f晰罠 ,


