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(公財)大和市国際化協会
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YAMATO INTERNATIONAL
ASSOCIATION
Betelgeuse North Building 1F  

市民活動拠点ベテルギウス北館1階
し   みん  かつどう  きょ  てん　                                      きた かん      かい

SiRiUS
シリウス
SiRiUS
シリウス

TERRA  Vol.163

  A daycare (hoiku-en) is a facility where children are taken care of when the 
family cannot take care of him/her due to work or illness. It provides lunch and 
nap time, as well as various kinds of activities to support the growing mind and 
body of children. Family members are required to drop-off and pick-up their 
child(ren).
✿Conditions required to apply:
①Guardian(s) works more than 64 hours/month from home or outside the home.
②Guardian(s) needs rest to prepare for a birth, or after giving birth. (from 6  
   weeks before the scheduled date of birth, and up to 8 weeks after the birth)
③Guardian(s) has difficulty with care because of illness, injury, or disability.
④Guardian(s) cares for or nurses someone else.
⑤Guardian(s) is working on rebuilding/recovery from an earthquake/fire.
⑥Guardian(s) is looking for a job. (Will need to find a job which requires 64  
   hours work/month within 3 months after entering the daycare.)
⑦Guardian(s) attends university etc. for more than 64 hours/month.
※If you live outside Yamato City, you will need to work more than 64 hours in 
   Yamato City. 
✿Ages accepted:
   Children who have not yet reached the age of elementary school are eligible to 
   use a daycare. Accepted ages vary depending on the daycare. Please confirm 
   and apply.
✿Nursery hours/closings:
・Daycares can be used when necessary, depending on a family’s situation. 
   However, on the day of use, or in the hour when a required condition is not 
   filled, the child should be cared for at home.
・Typically, daycares are closed on Sundays/Holidays/and from Dec. 29 to Jan. 
   3rd.

✿Fee:
・The fee is based on the municipality tax etc. of the guardian(s). (The higher the 
   tax is, the higher the fee will be.)
・The fee is free for all children in the 3 to 5-year-old classes and in the 0 to 
   2-year-old classes for families which are excluded from the resident tax. Even 
   if the fee is free, however, you will still need to pay for lunch or other services.
✿When you want to use a daycare:
・Apply to the municipal where you live.
・In Yamato City, there are 82 daycares consisting of authorized daycares, certified
   nursery schools (Kodomo-en), and regional daycares (as of Sep 2021). After 
   Yamato City confirms your need for nursery, and if the desired daycare has a 
   vacancy, your application will be approved. 
・There are many requests for daycare in Yamato City. If you try to enter in the 
   middle of the fiscal year (=except April), expect it to take time. 

Things to know when you want to leave your 
child in an authorized daycare

 Every year, the mayor of Yamato City holds a “Foreign Citizens’ 
Summit” for exchanging opinions between foreign citizens and Yamato 
City. This year, we will discuss daily life in Japan as a group. Please feel 
free to share your feelings and opinions about Yamato City, efforts 
made, hopes for the future, and so on. Apply with the Yamato 
International Association.
Date/Time:      October 10 (Sun.), 9:30 a.m. – 11:30 a.m.
Venue: 　　　Training Room on the 5F of the Yamato City Office 
                         (about a 15-minute walk from Tsuruma Station)
Eligibility:       Any foreign citizen living, working, or engaged in 
                         activity within Yamato City (including any persons who 
                         have acquired Japanese nationality).
Capacity:        15 participants
Applications/Inquiries:  Apply to the Yamato International 
                         Association directly, or by phone or Email.
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 Feel free to consult about certified nursery schools in Yamato City. The 
staff of the Childcare Division will give you information and advice. 
Take this opportunity to ask the staff any questions you may have.
Date/Time:      September 22 (Wed.), 10:00 a.m. - noon
Venue:             International Exchange Salon (Shimin Katsudou Kyoten, 
                         Betelgeuse North Building, 1st Floor, at the Yamato 
                         International Association)
Topics to be covered:  What to expect in “Nursery School”.
                         How to find and/or apply for a nursery school suitable 
                         for you and your child.
                         Question and answer session, and individual consultations.
Applications/Inquiries:   We will arrange for interpreters upon request. 
                         Apply to the Yamato International Association directly, 
                         or by phone or Email by September 17 (Fri.).

　大和市では、市長を交えた外国人市民の懇談の場として、年に一度「外国人市

民サミット」を開催しています。今回は、日本での日常生活をテーマにグループで話し

合う予定です。今感じていることや頑張っていること、大和市のこと、将来の希望な

ど、ぜひお話を聞かせてください！申し込みは国際化協会までどうぞ！ 

日　時： 10月10日（日）　午前9時30分から11時30分

場　所：大和市役所5階研修室（鶴間駅から歩いて約15分）

対　象：市内在住・在勤・在活動の外国人市民（日本国籍取得の方も含みます）

定　員：15名

申込み：国際化協会の窓口または

            電話、Emailで申し込んでください。

　大和市の認可保育園について、知りたいことを相談してみましょう。大和市役所

ほいく課の職員に教えてもらいます。この機会に、ぜひご相談ください。

日　時： 9月22日（水）　午前10時から正午

場　所：国際交流サロン（市民活動拠点ベテルギウス北館1階　国際化協会）

内　容：保育園ってどんなところ？

　　　　私と子どもにあった保育園の見つけ方、申し込み方

　　　　質疑応答と個別相談

申込み：通訳を手配するので、参加希望の方は国際化協会まで直接、電話また

　　　　はEmailで9月17日（金）までにお申し込みください。

Things to know when you want to leave your child in an authorized daycare
Yamato Traditional Culture School for Children
Japanese Language Class (study Japanese every day)
Announcement from Yamato International Association

認可保育園に子どもを預けたいと思ったときに知っておきたいこと

やまと子ども伝統文化塾受講生募集！

まいにちべんきょうする日本語教室

（公財）大和市国際化協会からのおしらせ  

　保育園とは、同居している家族が仕事や病気などの理由で、子どもを

家で保育できないときに、家族に代わって保育をする施設です。子どもの

心と体が健やかに成長できるように、いろいろな活動を行うことや、給食や

お昼寝があるのが特徴です。その他、家族の送迎が必要になります。

✿申し込むことができる条件

①保護者が自宅内外で実労働月６４時間以上働いているとき

②保護者が出産の準備や出産後の休養が必要なとき

   （出産予定日の前６週から後８週を含む月）

③保護者が病気、負傷、障がいなどのため保育が困難なとき

④保護者が介護や看護しているとき

⑤保護者が震災・火災などの復旧にあたっているとき 

⑥保護者が仕事を探しているとき（入園してから３か月以内に実労働月

　６４時間以上の仕事先を見つける必要があります）

⑦保護者が大学などに月６４時間以上通っているとき

※大和市外に住んでいる場合は、大和市内で実労働月６４時間以上働

　いていることが条件です。

✿対象年齢

小学校就学前の子どもが利用できますが、保育園によって受け入れる年

齢が違います。確認してから申し込んでください。

✿保育時間・休園日

・家庭の状況により、保育を必要とする時間に利用できます。ただし、保

　育が必要な条件がない日や時間は、家庭での保育になります。

・原則として、日曜・祝日・12/29から1/3はお休みです。

✿保育料

・保護者の市区町村民税額等に応じて決まります（税金が高いほうが

　保育料も高くなります）。

・３歳児クラスから５歳児クラスまでの全ての子どもと、０歳児クラスから

　２歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもについては、保育料は

　無償です。ただし、保育料は無償でも、その他に給食にかかるお金な

　ど負担するものがあります。

✿保育園を利用したい場合

・住んでいる市区町村に申し込んでください。

・大和市内には、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業といった

　保育園が８２か所あります（2021年９月時点）。申請内容から保育の必

　要度や、希望した保育園が空いているかなどを大和市が審査して利

　用できるかどうかが決まります。

・大和市内の保育園は希望者が多く、特に年度の途中（４月以外)は、

　入園できるまでに時間がかかることがほとんどです。

認可保育園に子どもを預けたいと思ったときに知っておきたいこと
にん   か     ほ   いく  えん　      こ　                   あず　                          おも　                               し

Looking for Attendees for a “Free Consultation 
about Nursery School”!

Depending on the situation regarding COVID-19, 
classes are subject to being postponed and/or cancelled.

Looking for Participants for the “Foreign Citizens Summit”

「保育園なんでも相談会」 参加者募集！

新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、

実施を延期、中止することがあります。

外国人市民サミット参加者募集

じゅう               しょ         やま    と    し    ふか  み   にし                                し   みん  かつ どう  きょ  てん                     　　　　　　　　きた かん       かい

 でん    わ   ばん ごう                                                                                              ばん  ごう

かい      ちょう     び　        げつ よう      すい よう　    きん よう      だい                 ど   よう

                                         か   よう　    もく  よう   

がい   こく  じん     し    みん　                        さん     か   しゃ    ぼ   しゅう

ほ    いく   えん　　                            そう  だん  かい　       さん     か   しゃ　 ぼ    しゅう

しん   がた                                                      かん  せん  しょう かく  だい　        じょうきょう

じっ    し　         えん    き　    ちゅう  し

            ほ  いく えん　              どう  きょ　                        か   ぞく　       し   ごと　    びょう  き　                   り    ゆう            こ

  いえ　        ほ   いく　                                           か   ぞく　      か　                    ほ   いく　                  し  せつ　                 こ

 こころ　 からだ　    すこ　                 せいちょう　                                                                 かつ どう　  おこな                    　きゅうしょく

         ひる   ね　                                とく ちょう　                          ほか　    か  ぞく　     そう げい　     ひつ よう

          もう　     こ　                                         じょうけん

            ほ    ご  しゃ　      じ  たく  ない がい    　じつ  ろう どう つき          じ   かん   いじょうはたら

            ほ    ご  しゃ　    しゅっさん      じゅん  び　    しゅっさん   ご     　きゅうよう　     ひつ  よう

            しゅっさん   よ  てい  び　     まえ　  しゅう　         あと　  しゅう　  ふく　    つき

           ほ    ご   しゃ       びょう  き　    ふ しょう　しょう　                                           ほ  いく　     こん なん

            ほ    ご  しゃ　     かい   ご　       かん  ご

           ほ    ご  しゃ　      しん さい　  か   さい　                 ふっきゅう

            ほ    ご  しゃ　       し   ごと　    さが　                                   にゅう えん　                                 げつ　い  ない　    じつ   ろう どう つき

                    じ   かん   い じょう     　し   ごと さき     　み　                   ひつ よう

           ほ    ご  しゃ　     だい がく　                つき　        じ   かん   いじょう かよ

          やま   と    し   がい      　す　                          ば   あい　        やま   と    し   ない　    じつ  ろう  どう つき　       じ   かん   いじょうはたら

                                                   じょうけん

          たいしょう ねん れい

 しょう がっ  こうしゅうがく まえ　      こ　                   り   よう　                                  ほ  いく  えん　                      う          い　             ねん

   れい　     ちが　                     かく にん　                     もう　     こ

            ほ   いく  じ   かん　    きゅうえん  び

           か   てい　   じょうきょう　                   ほ  いく　    ひつ  よう　                 じ   かん　       り  よう　                                                  ほ

          いく　     ひつ よう　   じょう けん　                  ひ　      じ   かん　          か  てい　             ほ   いく

          げん そく　                  にち よう　   しゅくじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  やす

            ほ   いくりょう

            ほ    ご  しゃ　       し     く ちょうそん  みん ぜい  がく とう　     おう　           き　                          ぜい きん　      たか

            ほ  いく りょう　 たか

              さい   じ　                                  さい   じ　                                    すべ　             こ　                        さい   じ

              さい   じ　                                  じゅうみん ぜい   ひ    か  ぜい   せ   たい     　こ　                                                 ほ  いく りょう

           む  しょう　                                       ほ  いく りょう　      む  しょう　                         ほか　  きゅうしょく　                              かね

                 ふ   たん

            ほ   いく えん      　り  よう　                   ば  あい

            す　                         し     く ちょうそん     　もう    　こ

          やま   と    し   ない　               にん  か     ほ   いく しょ　 にん てい　               えん　   ち  いき がた    ほ  いく   じ  ぎょう

            ほ  いく  えん                    　しょ　                                        ねん     がつ  じ   てん        しん せい ない よう                ほ  いく        ひつ

          よう   ど　            き   ぼう　            ほ  いく  えん         あ　                                                  やま   と    し　       しん   さ　             り

          よう　                                               き

          やま   と    し   ない　       ほ   いく  えん　       き   ぼう  しゃ　    おお        　とく　     ねん  ど　         と  ちゅう　    がつ   い   がい

        にゅう えん                                  　じ   かん

        やま   と     し　      にん   か    ほ   いく えん　                              し　                                  そう だん　                                         やま   と    し   やく  しょ

                    か　     しょくいん　     おし　                                                        き   かい                            　そう だん

にち         じ　           がつ       にち　 すい　          ご  ぜん　       じ             しょう  ご

   ば         しょ　      こく  さい こうりゅう                    　し   みん かつ どう きょ  てん　                                   きた  かん　 かい　       こく さい  か きょう かい

 ない         よう　       ほ  いく えん

　                         わたし　   こ                                        ほ  いく えん　       み　             かた　 もう　     こ　      かた

                             しつ   ぎ   おう  とう　     こ  べつ  そうだん

もうし こ　               つう やく　     て   はい　                             さん   か    き   ぼう　     かた　     こく  さい   か きょう かい　        ちょく せつ　  でん  わ

                            　　　　　　　　　　       がつ　     にち　   きん　                              もう　     こ

        やま   と    し　                 し   ちょう　  まじ          　がい  こく  じん   し  みん　     こん だん      　ば　                    ねん　     いち   ど　   がい  こく じん   し

 みん　                           かい  さい　                                こん かい　         に  ほん         　にちじょう せいかつ                                                             　はな

  あ　       よ  てい　                いま  かん                                       　がん   ば　                                      やま   と    し　                   しょうらい　       き   ぼう

                             はなし　    き　                                                  もう　    こ　             こく  さい  か きょう かい

にち         じ　                がつ　     か　 にち　          ご  ぜん　   じ       　ぷん　                   じ　       ぷん

  ば          しょ　      やま   と   し    やく しょ 　かい けんしゅうしつ　   つる  ま   えき　          ある           　やく　     ふん

たい        しょう　      し  ない ざいじゅう　ざい きん　ざい  かつ どう    　がい こく  じん  し   みん   　に ほん こく せき しゅ  とく　     かた　   ふく

てい         いん　             めい　

もうし こ　             こく  さい  か きょう かい　    まど ぐち

                             でん   わ　                           もう　      こ

にん  か    ほ   いく えん　     こ　                 あず　                      おも　                           し

                  こ　          でん とう  ぶん  か じゅくじゅ  こう せい  ぼ  しゅう

                                                                に  ほん  ご きょう しつ

    こう ざい    やま   と    し  こく  さい  か きょうかい　　

住　　所：大和市深見西1-3-17 市民活動拠点ベテルギウス北館1階
電話番号：046-265-6051  FAX番号：046-265-6052
開 庁 日：月曜、水曜、金曜、第１、３土曜　8:30-17:00
               火曜、木曜　8:30-20:15
Email ： pal@yamato-kokusai.or.jp
ホームページ ： http://www.yamato-kokusai.or.jp

Address:  Shimin Katsudou Kyoten Betelgeuse  North Build. 1st Fl.,
                1-3-17 Fukami-Nishi, Yamato
TEL:         046-265-6051      FAX: 046-265-6052
Hours:      Mon., Wed., Fri., 1st and 3rd Sat., 8:30-17:00
                 Tue., and Thu., 8:30-20:15
E-mail:     pal@yamato-kokusai.or.jp
URL:        http://www.yamato-kokusai.or.jp

（公財）大和市国際化協会からのおしらせ

Announcement from Yamato 
International Association

こう  ざい      やま    と      し    こく  さい    か  きょう かい
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✿Considerations when applying:
・At times, the desired daycare may not be available. When the desired daycare 
   is full, you may need to wait until there is a vacancy.
・You can write down a maximum of 8 daycares on the application form. The 
   more daycares you list, the higher the possibility for your child to enter. 
   However, make sure that you write daycares your child can attend.
・If you want to tour daycares, you will need to call and make a reservation 
   beforehand. Please note that many daycares only speak Japanese. 
・If your child has an illness or difficulties, or you worry about religious 
   matters, please consult the nursery section (Hoiku-ka) first. 
・If you want to use a private (non-registered) daycare, please contact them 
   directly.
✿Application/Inquiry in Japanese:
Yamato City Office Nursery Section Certified Admission in Charge (Hoiku-ka, 
Nintei nyusyo-gakari)
1-31-7 Tsuruma, Yamato City, 2nd floor, Yamato Health Welfare Center 
(Yamato-shi Hoken Fukushi Center)
Phone: 046-260-5607 (Japanese)
Hours: Mon-Fri except Holidays From 8:30 a.m. to 5:00 p.m.

We will be holding a venue for entering a daycare. Please refer to p.4 of this 
newsletter for details.

この情報についての詳しいお問い合わせ先：大和市役所危機管理課　　電話：046-260-5777（日本語）

✿申し込みするときの注意点

・必ず希望の保育園に入園できるとは限りません。希望する保育園が満員の

　ときは、空きが出るまで待つことがあります。

・申し込み書類には、最大８か所の保育園の希望を申請できます。利用したい

　保育園の希望が多いほうが入園の可能性は高くなりますが、通うことができ

　る範囲で書いてください。

・保育園の見学を希望する場合は、保育園に電話で見学の予約をしてくださ

　い。また、日本語以外の対応ができない保育園も多いため、連絡するときは注

　意してください。

・病気や障がいを持っている子どもの入園を希望するときや、宗教上の心配が

　ある方は、まずはほいく課に相談してください。

・私設（認可外）保育園の利用を希望する場合は、直接施設へ問い合わせて

　ください。

✿申請・日本語での問い合わせ

大和市役所ほいく課認定入所係

大和市鶴間１－３１－７大和市保健福祉センター２階

電話：０４６－２６０－５６０７（日本語で）

祝日を除く月～金曜日　午前8時30分から午後5時

保育園入園についての説明会を開催します。詳しくは4ページをご覧下さい。

  The child’s guardian must fill out an application form and bring it to the counter 
below together with the attachments.
  Application forms are available at the Nursery Section (Hoiku-ka) on the 2nd floor 
of the Yamato Health Welfare Center or may be downloaded from the Yamato City 
website. 

　申し込み書類に必要事項を記入して、添付書類と一緒に下記の窓口に必

ず保護者が持参してください。

　申し込み書類は、大和市保健福祉センター２階のほいく課で受け取るか、大

和市ホームページからダウンロードできます。

  Why not study Japanese for your children and your work?  You’ll have many 
opportunities to speak Japanese in these small group classes!
Applications/Inquiries: Association for Supporting Refugees’ Settlement in 
                                       KANAGAWA    TEL: 046-268-2655
                                         Email:  nanmin@enjokyokai.org
                                         Emuō Heim Room No. 102, 1773-2 Kamiwada, Yamato City 
                                        (8-minute walk from the east exit of Sakuragaoka Station)

　子どものために、仕事のために日本語を勉強しましょう。少人数レッスンなので

たくさん話すことができますよ！

申込み：NPO法人かながわ難民定住援助協会　電話：046-268-2655　

　　　   Email：nanmin@enjokyokai.org

           大和市上和田1773-2 エムオーハイム102（桜ケ丘駅東口より徒歩８分）

　２０２2年（令和4年）４月に小学校に入学するのは、２０１5年（平成２7年）４月

２日から２０１6年（平成２8年）４月１日までに生まれた子どもたちです。すべての

子どもは、ビザの有無などにかかわらず、教育を受ける権利があります。子ども

に教育を受けさせるのは、保護者の義務です。

　２０２2年４月に小学校入学対象となる子どもは、入学を予定する学校で健康

診断をうけます。この健康診断の前に入学手続きをしてください。入学手続き

は、大和市役所２階大和市教育委員会学校教育課で行います。外国籍の子

の保護者は、「大和市立小学校への入学について」という教育委員会からの

手紙と、保護者と子どもの在留カードをもって、子どもと一緒に大和市教育委員

会学校教育課をたずねてください。

　手続きは、１０月29日（金）までに行ってください。

問合せ：大和市教育委員会学校教育課　

　　　　電話： ０４６－２６０－５２０８

November 2021 2021（令和３）年１１月

December 2021 2021（令和３）年１２月

Jan-Mar 2022 2022（令和４）年１月～３月

April 2022 2022（令和４）年4月

September 2nd (Thu) – October 1st (Fri) ９月２日（木）～１０月１日（金）

Month of admission 入園を希望する月 Application period 申し込み期間

October 4th (Mon) – November 1st (Mon) １０月４日（月）～１１月１日（月）

November 2nd (Tue) – November 30th (Tue) 
To be confirmed １１月２日（火）～１１月３０日（火） 予定

To be announced (Please check the Yamato City 
website or public-relations magazine published in 
October）

未定（１０月に大和市ホームページや

広報やまとでご確認ください）

✿Application method and period:

  Children who were born between April 2, 2015 and April 1, 2016 will be 
eligible to attend elementary school next year. All children have the right to 
receive an education regardless of having a visa or not. It is the guardian’s duty 
to ensure that their child(ren) receive(s) an education.
  Children eligible to enter elementary school in April, 2022 should take a 
physical checkup at the school they will be attending. Please process the 
enrollment before the checkup.  The enrollment procedure will take place at   
 Yamato City Board of Education School Education Section (Gakko- 
Kyoiku-Ka) located on the second floor of Yamato City Office.  A letter will be 
sent from the Education Board notifying guardians their child(ren) is(are) 
eligible to enter an elementary school. When you visit the School Education 
Section to enroll, bring the letter, “Yamato Shiritsu Shogakko eno nyugaku ni 
tsuite” (about enrollment to an elementary school), residence cards for both you 
and your child.  Please come with your child. Be sure to complete enrollment on 
or before Friday, October 29.
Inquiries: Contact the Yamato City Board of Education School Education 
                  Section 
                 TEL:  046-260-5208 

来年小学校に入学する子どもをもつ保護者の方へ来年小学校に入学する子どもをもつ保護者の方へ
らい    ねん    しょう    がっ    こう　         にゅう   がく　                    こ　                                           ほ      ご      しゃ　          かたらい    ねん    しょう    がっ    こう　         にゅう   がく　                    こ　                                           ほ      ご      しゃ　          かた

　「やまと子ども伝統文化塾」では、日本の伝統的な踊りや楽器、詩や芝居など

を、半年から約一年間、無料（材料費がかかる場合があります。）で習うことが

できます。

　大和市内に住んでいる子どもたちが対象で、お稽古を通して日本の伝統文  

化に親み、礼儀作法などを身につけることができます。

　お稽古の成果は、２０２２年１月２９日に開催予定の「やまと伝統文化フェス

ティバル」で発表します。

　現在、受講生を募集しています。ご興味のある方は、まずは一度事務局に問

合わせをしてみてください。

コース：薩摩琵琶・吟舞、詩吟、能楽、雅楽、箏、尺八、日本舞踊、茶道、華道、

　　　  書道、百人一首競技かるた（全13コース）

対　象： 3歳から高校3年生までで、コースによって異なります。

日　時： 土曜日・日曜日を中心に、月1回から毎週まで、コースによって異なります。

問合せ： 大和市伝統文化伝承事業実行委員会事務局

           （公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団内）　

           電話：046-263-3100

  The “Yamato Traditional Culture School for Children” offers a variety of 
classes, such as Japanese traditional dance, music, poetry and performance, from 
a period of half a year to one year for free (material fees may be required for 
some classes). These classes are offered for children living in Yamato city. The 
purpose is to familiarize children with Japanese culture while learning polite 
behaviors, and so on. Students will perform what they have learned at the 
“Yamato Traditional Culture Festival,” which is scheduled for January 29, 2022.  
Students are currently being recruited. If you are interested, please contact the 
office below. 
Course Offerings (Total 13): Satsuma Biwa (lute) / Ginbu (dance), Shigin 
                  (recitation of poems), Nogaku (Noh plays), Gagaku (Japanese court 
                  music), Koto (a Japanese instrument), Shakuhachi (Japanese flute), 
                  Japanese dance, Sado (tea ceremony), Kado (flower arrangement), 
                  and Ogura Hyakunin Isshu Karuta (a Japanese card game) tournament 
Ages: (Depending on the course): From 3-year-olds to 3rd year in high school
Dates: (Depending on the Course): Mainly Saturdays/Sundays, weekly, or 
                  once a month
Inquiries: Yamato City Traditional Culture Transmission Project Committee 
                  Office (C/O Public Interest Incorporated Foundation Yamato-shi Sports, 
                  Yoka, Midori Zaidan)  Phone: 046-263-3100

やまと子ども伝統文化塾受講生募集！やまと子ども伝統文化塾受講生募集！
こ　                  でん    とう    ぶん      か    じゅく    じゅ     こう   せい      ぼ    しゅうこ　                  でん    とう    ぶん      か    じゅく    じゅ     こう   せい      ぼ    しゅう

まいにちべんきょうする日本語教室まいにちべんきょうする日本語教室
に   ほん   ご   きょう  しつに   ほん   ご   きょう  しつ

※Please note that class fees/learning materials will not be refunded for any reason. ※一度支払った受講料、教材費は返却されません。

Contents/Eligibility

内容・対象クラス

For first-time learnersBeginners’ 
Class Level 1

初級1

September 21 – October 26
Every Mon. – Fri. (total 25 times)
9:30 a.m. – noon

9月21日～10月26日　毎週月曜～金曜（全25回）

午前9時30分から正午

初めて日本語を勉強する人が対象の

クラスです。

25,000 yen plus learning 
materials

25,000円と教材費

For learners who have
studied some Japanese

Beginners’ 
Class Level 2

初級2

October 28 – December 9
Every Mon. – Fri. (total 29 times)
9:30 a.m. – noon

10月28日～12月9日　毎週月曜～金曜（全29回）

午前9時30分から正午

少し日本語を勉強したことがある人が

対象のクラスです。

29,000 yen plus learning 
materials

29,000円と教材費

October 22 (Fri.), 
13:00 p.m.

10月22日（金） 午後1時

9月7日（火） 午前10時30分

Prepare for the first half of the 
N3 Japanese Language 
Proficiency Test.

N3 Exam 
Preparation 
Class

Ｎ3をめざすクラス

September 21 – December 16
Every Tue. and Thu. (total 24 times)
10:00 a.m. – noon

日本語能力試験N3レベル前半までの

勉強をします。

27,000 yen plus learning 
materials

27,000円と教材費

Period/Date/Time

期間・曜日・時間

Fee

費用

Level Check Test

レベルチェックテスト

Class

September 7 (Tue.), 
10:30 a.m.

9月7日（火） 午前10時30分

September 7 (Tue.), 
10:30 a.m.

✿申し込みの方法と期間

9月21日～12月16日  毎週火曜および木曜（全24回）

午前10時から正午

き  かん         よう  び           じ   かんない よう　  たいしょう

にゅうえん      き   ぼう           つき もう　    こ　       き  かん

がつ　  か　  もく　               がつ　たち　きん

がつ　  か　 げつ　              がつ　たち　げつ

がつ　  か　   か　                がつ　     にち　  か　     よ  てい

  み てい　         がつ　  やま   と   し

こう  ほう　                        かく にん

れい   わ　      ねん　     がつ

れい   わ　      ねん　     がつ

れい   わ　      ねん　がつ

れい   わ　      ねん　 がつ         がつ

しょ きゅう
 はじ　           に  ほん  ご        べんきょう　          ひと       たいしょう        がつ　  にち               がつ　   にち       まいしゅう げつ よう　    きん よう　   ぜん        かい　   

     ご  ぜん　　 じ　      ぷん             しょう ご　

　　　えん　  きょうざい   ひ

しょ きゅう
 すこ　    に  ほん ご         べんきょう　                                       ひと         

たいしょう

          がつ　    にち              がつ　 か        まいしゅう げつよう　     きん よう　  ぜん        かい　   

     ご   ぜん　  じ　       ぷん            しょう ご

          がつ　    にち   きん         ご    ご　　 じ

      がつ　 か       か          ご  ぜん　　    じ　       ぷん

      がつ　 か       か          ご  ぜん　　    じ　       ぷん

　　　えん　  きょうざい   ひ

 に ほん   ご  のうりょく   し  けん　                          ぜん はん

べんきょう

　　　えん　  きょうざい   ひ

いち  ど   し   はら　　　  じゅ こうりょう  きょうざい  ひ　     へんきゃく

ひ  よう

                         ねん    れい   わ      ねん　      がつ　  しょう がっ こう　   にゅうがく　                                             ねん　  へい せい          ねん         がつ　     

      か   　　　　　　　　　 ねん　  へいせい　       ねん　       がつ　 たち　                 う　                    こ

 こ                      　　　　　　　 う   む　              　　　　　　　　　　　　　 きょう いく　     う　　　　   けん   り                                       こ

　  きょういく         う　　　　　　　　　　　　　　　ほ    ご  しゃ　       ぎ   む　

　　　　　　　　 ねん　  がつ　  しょう がっこうにゅう がく たいしょう　               こ　                   にゅう がく　     よ   てい              がっ こう　     けん こう  

しん だん　　　　　　　　　　　　　　      けん  こう しん  だん　     まえ　    にゅうがく   て   つづ　                                                にゅうがく   て   つづ　              

           やま   と    し    やく しょ      かい やま   と    し  きょういく    い  いん  かい がっ こう きょう いく か　　  おこな                       がい  こく  せき　      こ

　      ほ    ご   しゃ　            やま   と    し  りつ しょう がっこう　            にゅうがく　                                            きょう いく   い  いん  かい

  て   がみ　        ほ    ご  しゃ　     こ                    ざいりゅう　                                          こ　               いっ  しょ　    やま   と   し  きょう いく  い  いん  

かい  がっ こうきょう いく  か　                                                                                 

         て  つづ　                      がつ　   にち    きん                      おこな

とい あわ　             やま  と     し きょういく   い  いん  かい がっ こう きょういく  か

     　　　　　　　  でん   わ

       もう         こ           しょ  るい　     ひつ よう   じ    こう　     き  にゅう　            てん   ぷ   しょ るい　  いっ  しょ      　 か    き　       まど ぐち　   かなら 　     

         ほ   ご   しゃ　       じ  さん

        もう　      こ　       しょ  るい　      やま   と    し     ほ  けん  ふく  し　                            かい　                       か　        う　        と                  やま　

  と    し

        もう        こ                                      ちゅう  い  てん

      かなら　      き   ぼう　      ほ   いく えん　   にゅうえん　                           かぎ                              き  ぼう　             ほ   いく えん　     まん いん

                             あ　            で　                  ま

       もう　     こ　       しょ るい　              さい  だい　         しょ　       ほ   いく えん　      き   ぼう　   しん せい　                           り   よう

         ほ   いく えん　       き   ぼう　     おお　                     にゅう えん　      か  のう せい　     たか　                                    かよ

             はん   い　       か

          ほ   いく えん　    けん  がく　      き  ぼう　             ば  あい          　ほ   いく えん       でん   わ　      けん  がく　      よ   やく

                                  に  ほん  ご     い  がい　    たい  おう　                              ほ   いく えん      おお                        れん らく　                          ちゅう

         い

       びょう  き　    しょう　                 も　                         こ　               にゅう えん　     き   ぼう　                           しゅうきょうじょう　   しん  ぱい

                    かた　                                             か　      そう だん

         し  せつ   　にん  か  がい    　ほ   いく えん　       り  よう     　き   ぼう　            ば   あい      　ちょくせつ   し  せつ　        と       　あ

        しん せい　      に ほん   ご　              と　       あ

やま    と    し  やく しょ                 　か　にんていにゅうしょがかり

やま    と    し  つる   ま　                           やま    と   し     ほ  けん  ふく  し　                           かい

でん   わ　                                                                   に ほん  ご

しゅくじつ     のぞ　  げつ　   きん  よう  び　       ご  ぜん    　じ　       ぷん　           ご    ご       じ

  ほ   いく えんにゅうえん　                                 せつ めい  かい　    かい さい　                      くわ　                                                    らん くだ　           

                              こ　           でん とう  ぶん  か じゅく　                  に  ほん　    でん  とう てき　     おど　          がっ き　     し　        し   ばい

           はん とし　           やく いち ねん かん　    む  りょう　ざいりょう   ひ　                            ば   あい　                                          なら

        やま   と    し   ない　      す　                          こ　                              たいしょう               　けい  こ　      とお　           に  ほん        でん とう  ぶん

  か　     したし　       れい   ぎ   さ   ほう　                 み

               けい   こ　       せい   か　                            ねん　   がつ　       にち    　かい  さい  よ   てい                          　でん  とう  ぶん   か

                                  はっぴょう

        げん  ざい　  じゅ こう せい　     ぼ しゅう　                                     きょう み　                   かた　                           いち   ど    じ    む  きょく　   とい

  あ

                          さつ   ま    び    わ　   ぎん   ぶ　    し   ぎん　   のう  がく　  が   がく　  こと　 しゃくはち　   に ほん   ぶ   よう　   さ   どう　   か   どう

                           しょ  どう　 ひゃくにんいっ しゅきょう  ぎ　                      ぜん

たい        しょう　     さい　           こう こう　  ねん  せい　                                                            こと

 にち         じ　      ど   よう  び　 にち よう び　  ちゅうしん　       つき　 かい　         まいしゅう　                                                    こと

 とい あわ　          やま    と   し   でん とう ぶん   か  でんしょう  じ  ぎょう じっ こう  い   いん かい  じ    む  きょく

                              こう えき ざい だん  ほうじん  やま   と   し　                                                            ざい だん ない

                          でん   わ　　

          こ　                                         し  ごと　                         に  ほん  ご　     べんきょう　                          しょう にん ずう

                       はな

もうしこ　                             ほう  じん　                       なん  みんていじゅう えんじょ きょうかい　     でん  わ

　　　　　            やま   と    し  かみ   わ    だ　                                                                          さくら  が   おかえきひがしぐち          と    ほ       ぷん

もう　    こ　            ほう ほう      き   かん

       がつ　    にち             がつ　    にち    まいしゅう  か  よう　      　　　   もく よう　 ぜん        かい　   

     ご  ぜん　　    じ　           しょう ご

To the Parents/Guardians of Child (ren) Who Will Be Entering 
Elementary School Next Year, April 2022
To the Parents/Guardians of Child (ren) Who Will Be Entering 
Elementary School Next Year, April 2022

Yamato Traditional Culture School for ChildrenYamato Traditional Culture School for Children

Japanese Language Class (study Japanese every day)Japanese Language Class (study Japanese every day)
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✿Considerations when applying:
・At times, the desired daycare may not be available. When the desired daycare 
   is full, you may need to wait until there is a vacancy.
・You can write down a maximum of 8 daycares on the application form. The 
   more daycares you list, the higher the possibility for your child to enter. 
   However, make sure that you write daycares your child can attend.
・If you want to tour daycares, you will need to call and make a reservation 
   beforehand. Please note that many daycares only speak Japanese. 
・If your child has an illness or difficulties, or you worry about religious 
   matters, please consult the nursery section (Hoiku-ka) first. 
・If you want to use a private (non-registered) daycare, please contact them 
   directly.
✿Application/Inquiry in Japanese:
Yamato City Office Nursery Section Certified Admission in Charge (Hoiku-ka, 
Nintei nyusyo-gakari)
1-31-7 Tsuruma, Yamato City, 2nd floor, Yamato Health Welfare Center 
(Yamato-shi Hoken Fukushi Center)
Phone: 046-260-5607 (Japanese)
Hours: Mon-Fri except Holidays From 8:30 a.m. to 5:00 p.m.

We will be holding a venue for entering a daycare. Please refer to p.4 of this 
newsletter for details.

この情報についての詳しいお問い合わせ先：大和市役所危機管理課　　電話：046-260-5777（日本語）

✿申し込みするときの注意点

・必ず希望の保育園に入園できるとは限りません。希望する保育園が満員の

　ときは、空きが出るまで待つことがあります。

・申し込み書類には、最大８か所の保育園の希望を申請できます。利用したい

　保育園の希望が多いほうが入園の可能性は高くなりますが、通うことができ

　る範囲で書いてください。

・保育園の見学を希望する場合は、保育園に電話で見学の予約をしてくださ

　い。また、日本語以外の対応ができない保育園も多いため、連絡するときは注

　意してください。

・病気や障がいを持っている子どもの入園を希望するときや、宗教上の心配が

　ある方は、まずはほいく課に相談してください。

・私設（認可外）保育園の利用を希望する場合は、直接施設へ問い合わせて

　ください。

✿申請・日本語での問い合わせ

大和市役所ほいく課認定入所係

大和市鶴間１－３１－７大和市保健福祉センター２階

電話：０４６－２６０－５６０７（日本語で）

祝日を除く月～金曜日　午前8時30分から午後5時

保育園入園についての説明会を開催します。詳しくは4ページをご覧下さい。

  The child’s guardian must fill out an application form and bring it to the counter 
below together with the attachments.
  Application forms are available at the Nursery Section (Hoiku-ka) on the 2nd floor 
of the Yamato Health Welfare Center or may be downloaded from the Yamato City 
website. 

　申し込み書類に必要事項を記入して、添付書類と一緒に下記の窓口に必

ず保護者が持参してください。

　申し込み書類は、大和市保健福祉センター２階のほいく課で受け取るか、大

和市ホームページからダウンロードできます。

  Why not study Japanese for your children and your work?  You’ll have many 
opportunities to speak Japanese in these small group classes!
Applications/Inquiries: Association for Supporting Refugees’ Settlement in 
                                       KANAGAWA    TEL: 046-268-2655
                                         Email:  nanmin@enjokyokai.org
                                         Emuō Heim Room No. 102, 1773-2 Kamiwada, Yamato City 
                                        (8-minute walk from the east exit of Sakuragaoka Station)

　子どものために、仕事のために日本語を勉強しましょう。少人数レッスンなので

たくさん話すことができますよ！

申込み：NPO法人かながわ難民定住援助協会　電話：046-268-2655　

　　　   Email：nanmin@enjokyokai.org

           大和市上和田1773-2 エムオーハイム102（桜ケ丘駅東口より徒歩８分）

　２０２2年（令和4年）４月に小学校に入学するのは、２０１5年（平成２7年）４月

２日から２０１6年（平成２8年）４月１日までに生まれた子どもたちです。すべての

子どもは、ビザの有無などにかかわらず、教育を受ける権利があります。子ども

に教育を受けさせるのは、保護者の義務です。

　２０２2年４月に小学校入学対象となる子どもは、入学を予定する学校で健康

診断をうけます。この健康診断の前に入学手続きをしてください。入学手続き

は、大和市役所２階大和市教育委員会学校教育課で行います。外国籍の子

の保護者は、「大和市立小学校への入学について」という教育委員会からの

手紙と、保護者と子どもの在留カードをもって、子どもと一緒に大和市教育委員

会学校教育課をたずねてください。

　手続きは、１０月29日（金）までに行ってください。

問合せ：大和市教育委員会学校教育課　

　　　　電話： ０４６－２６０－５２０８

November 2021 2021（令和３）年１１月

December 2021 2021（令和３）年１２月

Jan-Mar 2022 2022（令和４）年１月～３月

April 2022 2022（令和４）年4月

September 2nd (Thu) – October 1st (Fri) ９月２日（木）～１０月１日（金）

Month of admission 入園を希望する月 Application period 申し込み期間

October 4th (Mon) – November 1st (Mon) １０月４日（月）～１１月１日（月）

November 2nd (Tue) – November 30th (Tue) 
To be confirmed １１月２日（火）～１１月３０日（火） 予定

To be announced (Please check the Yamato City 
website or public-relations magazine published in 
October）

未定（１０月に大和市ホームページや

広報やまとでご確認ください）

✿Application method and period:

  Children who were born between April 2, 2015 and April 1, 2016 will be 
eligible to attend elementary school next year. All children have the right to 
receive an education regardless of having a visa or not. It is the guardian’s duty 
to ensure that their child(ren) receive(s) an education.
  Children eligible to enter elementary school in April, 2022 should take a 
physical checkup at the school they will be attending. Please process the 
enrollment before the checkup.  The enrollment procedure will take place at   
 Yamato City Board of Education School Education Section (Gakko- 
Kyoiku-Ka) located on the second floor of Yamato City Office.  A letter will be 
sent from the Education Board notifying guardians their child(ren) is(are) 
eligible to enter an elementary school. When you visit the School Education 
Section to enroll, bring the letter, “Yamato Shiritsu Shogakko eno nyugaku ni 
tsuite” (about enrollment to an elementary school), residence cards for both you 
and your child.  Please come with your child. Be sure to complete enrollment on 
or before Friday, October 29.
Inquiries: Contact the Yamato City Board of Education School Education 
                  Section 
                 TEL:  046-260-5208 

来年小学校に入学する子どもをもつ保護者の方へ来年小学校に入学する子どもをもつ保護者の方へ
らい    ねん    しょう    がっ    こう　         にゅう   がく　                    こ　                                           ほ      ご      しゃ　          かたらい    ねん    しょう    がっ    こう　         にゅう   がく　                    こ　                                           ほ      ご      しゃ　          かた

　「やまと子ども伝統文化塾」では、日本の伝統的な踊りや楽器、詩や芝居など

を、半年から約一年間、無料（材料費がかかる場合があります。）で習うことが

できます。

　大和市内に住んでいる子どもたちが対象で、お稽古を通して日本の伝統文  

化に親み、礼儀作法などを身につけることができます。

　お稽古の成果は、２０２２年１月２９日に開催予定の「やまと伝統文化フェス

ティバル」で発表します。

　現在、受講生を募集しています。ご興味のある方は、まずは一度事務局に問

合わせをしてみてください。

コース：薩摩琵琶・吟舞、詩吟、能楽、雅楽、箏、尺八、日本舞踊、茶道、華道、

　　　  書道、百人一首競技かるた（全13コース）

対　象： 3歳から高校3年生までで、コースによって異なります。

日　時： 土曜日・日曜日を中心に、月1回から毎週まで、コースによって異なります。

問合せ： 大和市伝統文化伝承事業実行委員会事務局

           （公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団内）　

           電話：046-263-3100

  The “Yamato Traditional Culture School for Children” offers a variety of 
classes, such as Japanese traditional dance, music, poetry and performance, from 
a period of half a year to one year for free (material fees may be required for 
some classes). These classes are offered for children living in Yamato city. The 
purpose is to familiarize children with Japanese culture while learning polite 
behaviors, and so on. Students will perform what they have learned at the 
“Yamato Traditional Culture Festival,” which is scheduled for January 29, 2022.  
Students are currently being recruited. If you are interested, please contact the 
office below. 
Course Offerings (Total 13): Satsuma Biwa (lute) / Ginbu (dance), Shigin 
                  (recitation of poems), Nogaku (Noh plays), Gagaku (Japanese court 
                  music), Koto (a Japanese instrument), Shakuhachi (Japanese flute), 
                  Japanese dance, Sado (tea ceremony), Kado (flower arrangement), 
                  and Ogura Hyakunin Isshu Karuta (a Japanese card game) tournament 
Ages: (Depending on the course): From 3-year-olds to 3rd year in high school
Dates: (Depending on the Course): Mainly Saturdays/Sundays, weekly, or 
                  once a month
Inquiries: Yamato City Traditional Culture Transmission Project Committee 
                  Office (C/O Public Interest Incorporated Foundation Yamato-shi Sports, 
                  Yoka, Midori Zaidan)  Phone: 046-263-3100

やまと子ども伝統文化塾受講生募集！やまと子ども伝統文化塾受講生募集！
こ　                  でん    とう    ぶん      か    じゅく    じゅ     こう   せい      ぼ    しゅうこ　                  でん    とう    ぶん      か    じゅく    じゅ     こう   せい      ぼ    しゅう

まいにちべんきょうする日本語教室まいにちべんきょうする日本語教室
に   ほん   ご   きょう  しつに   ほん   ご   きょう  しつ

※Please note that class fees/learning materials will not be refunded for any reason. ※一度支払った受講料、教材費は返却されません。

Contents/Eligibility

内容・対象クラス

For first-time learnersBeginners’ 
Class Level 1

初級1

September 21 – October 26
Every Mon. – Fri. (total 25 times)
9:30 a.m. – noon

9月21日～10月26日　毎週月曜～金曜（全25回）

午前9時30分から正午

初めて日本語を勉強する人が対象の

クラスです。

25,000 yen plus learning 
materials

25,000円と教材費

For learners who have
studied some Japanese

Beginners’ 
Class Level 2

初級2

October 28 – December 9
Every Mon. – Fri. (total 29 times)
9:30 a.m. – noon

10月28日～12月9日　毎週月曜～金曜（全29回）

午前9時30分から正午

少し日本語を勉強したことがある人が

対象のクラスです。

29,000 yen plus learning 
materials

29,000円と教材費

October 22 (Fri.), 
13:00 p.m.

10月22日（金） 午後1時

9月7日（火） 午前10時30分

Prepare for the first half of the 
N3 Japanese Language 
Proficiency Test.

N3 Exam 
Preparation 
Class

Ｎ3をめざすクラス

September 21 – December 16
Every Tue. and Thu. (total 24 times)
10:00 a.m. – noon

日本語能力試験N3レベル前半までの

勉強をします。

27,000 yen plus learning 
materials

27,000円と教材費

Period/Date/Time

期間・曜日・時間

Fee

費用

Level Check Test

レベルチェックテスト

Class

September 7 (Tue.), 
10:30 a.m.

9月7日（火） 午前10時30分

September 7 (Tue.), 
10:30 a.m.

✿申し込みの方法と期間

9月21日～12月16日  毎週火曜および木曜（全24回）

午前10時から正午
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To the Parents/Guardians of Child (ren) Who Will Be Entering 
Elementary School Next Year, April 2022
To the Parents/Guardians of Child (ren) Who Will Be Entering 
Elementary School Next Year, April 2022

Yamato Traditional Culture School for ChildrenYamato Traditional Culture School for Children

Japanese Language Class (study Japanese every day)Japanese Language Class (study Japanese every day)
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  A daycare (hoiku-en) is a facility where children are taken care of when the 
family cannot take care of him/her due to work or illness. It provides lunch and 
nap time, as well as various kinds of activities to support the growing mind and 
body of children. Family members are required to drop-off and pick-up their 
child(ren).
✿Conditions required to apply:
①Guardian(s) works more than 64 hours/month from home or outside the home.
②Guardian(s) needs rest to prepare for a birth, or after giving birth. (from 6  
   weeks before the scheduled date of birth, and up to 8 weeks after the birth)
③Guardian(s) has difficulty with care because of illness, injury, or disability.
④Guardian(s) cares for or nurses someone else.
⑤Guardian(s) is working on rebuilding/recovery from an earthquake/fire.
⑥Guardian(s) is looking for a job. (Will need to find a job which requires 64  
   hours work/month within 3 months after entering the daycare.)
⑦Guardian(s) attends university etc. for more than 64 hours/month.
※If you live outside Yamato City, you will need to work more than 64 hours in 
   Yamato City. 
✿Ages accepted:
   Children who have not yet reached the age of elementary school are eligible to 
   use a daycare. Accepted ages vary depending on the daycare. Please confirm 
   and apply.
✿Nursery hours/closings:
・Daycares can be used when necessary, depending on a family’s situation. 
   However, on the day of use, or in the hour when a required condition is not 
   filled, the child should be cared for at home.
・Typically, daycares are closed on Sundays/Holidays/and from Dec. 29 to Jan. 
   3rd.

✿Fee:
・The fee is based on the municipality tax etc. of the guardian(s). (The higher the 
   tax is, the higher the fee will be.)
・The fee is free for all children in the 3 to 5-year-old classes and in the 0 to 
   2-year-old classes for families which are excluded from the resident tax. Even 
   if the fee is free, however, you will still need to pay for lunch or other services.
✿When you want to use a daycare:
・Apply to the municipal where you live.
・In Yamato City, there are 82 daycares consisting of authorized daycares, certified
   nursery schools (Kodomo-en), and regional daycares (as of Sep 2021). After 
   Yamato City confirms your need for nursery, and if the desired daycare has a 
   vacancy, your application will be approved. 
・There are many requests for daycare in Yamato City. If you try to enter in the 
   middle of the fiscal year (=except April), expect it to take time. 

Things to know when you want to leave your 
child in an authorized daycare

 Every year, the mayor of Yamato City holds a “Foreign Citizens’ 
Summit” for exchanging opinions between foreign citizens and Yamato 
City. This year, we will discuss daily life in Japan as a group. Please feel 
free to share your feelings and opinions about Yamato City, efforts 
made, hopes for the future, and so on. Apply with the Yamato 
International Association.
Date/Time:      October 10 (Sun.), 9:30 a.m. – 11:30 a.m.
Venue: 　　　Training Room on the 5F of the Yamato City Office 
                         (about a 15-minute walk from Tsuruma Station)
Eligibility:       Any foreign citizen living, working, or engaged in 
                         activity within Yamato City (including any persons who 
                         have acquired Japanese nationality).
Capacity:        15 participants
Applications/Inquiries:  Apply to the Yamato International 
                         Association directly, or by phone or Email.
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 Feel free to consult about certified nursery schools in Yamato City. The 
staff of the Childcare Division will give you information and advice. 
Take this opportunity to ask the staff any questions you may have.
Date/Time:      September 22 (Wed.), 10:00 a.m. - noon
Venue:             International Exchange Salon (Shimin Katsudou Kyoten, 
                         Betelgeuse North Building, 1st Floor, at the Yamato 
                         International Association)
Topics to be covered:  What to expect in “Nursery School”.
                         How to find and/or apply for a nursery school suitable 
                         for you and your child.
                         Question and answer session, and individual consultations.
Applications/Inquiries:   We will arrange for interpreters upon request. 
                         Apply to the Yamato International Association directly, 
                         or by phone or Email by September 17 (Fri.).

　大和市では、市長を交えた外国人市民の懇談の場として、年に一度「外国人市

民サミット」を開催しています。今回は、日本での日常生活をテーマにグループで話し

合う予定です。今感じていることや頑張っていること、大和市のこと、将来の希望な

ど、ぜひお話を聞かせてください！申し込みは国際化協会までどうぞ！ 

日　時： 10月10日（日）　午前9時30分から11時30分

場　所：大和市役所5階研修室（鶴間駅から歩いて約15分）

対　象：市内在住・在勤・在活動の外国人市民（日本国籍取得の方も含みます）

定　員：15名

申込み：国際化協会の窓口または

            電話、Emailで申し込んでください。

　大和市の認可保育園について、知りたいことを相談してみましょう。大和市役所

ほいく課の職員に教えてもらいます。この機会に、ぜひご相談ください。

日　時： 9月22日（水）　午前10時から正午

場　所：国際交流サロン（市民活動拠点ベテルギウス北館1階　国際化協会）

内　容：保育園ってどんなところ？

　　　　私と子どもにあった保育園の見つけ方、申し込み方

　　　　質疑応答と個別相談

申込み：通訳を手配するので、参加希望の方は国際化協会まで直接、電話また

　　　　はEmailで9月17日（金）までにお申し込みください。

Things to know when you want to leave your child in an authorized daycare
Yamato Traditional Culture School for Children
Japanese Language Class (study Japanese every day)
Announcement from Yamato International Association

認可保育園に子どもを預けたいと思ったときに知っておきたいこと

やまと子ども伝統文化塾受講生募集！

まいにちべんきょうする日本語教室

（公財）大和市国際化協会からのおしらせ  

　保育園とは、同居している家族が仕事や病気などの理由で、子どもを

家で保育できないときに、家族に代わって保育をする施設です。子どもの

心と体が健やかに成長できるように、いろいろな活動を行うことや、給食や

お昼寝があるのが特徴です。その他、家族の送迎が必要になります。

✿申し込むことができる条件

①保護者が自宅内外で実労働月６４時間以上働いているとき

②保護者が出産の準備や出産後の休養が必要なとき

   （出産予定日の前６週から後８週を含む月）

③保護者が病気、負傷、障がいなどのため保育が困難なとき

④保護者が介護や看護しているとき

⑤保護者が震災・火災などの復旧にあたっているとき 

⑥保護者が仕事を探しているとき（入園してから３か月以内に実労働月

　６４時間以上の仕事先を見つける必要があります）

⑦保護者が大学などに月６４時間以上通っているとき

※大和市外に住んでいる場合は、大和市内で実労働月６４時間以上働

　いていることが条件です。

✿対象年齢

小学校就学前の子どもが利用できますが、保育園によって受け入れる年

齢が違います。確認してから申し込んでください。

✿保育時間・休園日

・家庭の状況により、保育を必要とする時間に利用できます。ただし、保

　育が必要な条件がない日や時間は、家庭での保育になります。

・原則として、日曜・祝日・12/29から1/3はお休みです。

✿保育料

・保護者の市区町村民税額等に応じて決まります（税金が高いほうが

　保育料も高くなります）。

・３歳児クラスから５歳児クラスまでの全ての子どもと、０歳児クラスから

　２歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもについては、保育料は

　無償です。ただし、保育料は無償でも、その他に給食にかかるお金な

　ど負担するものがあります。

✿保育園を利用したい場合

・住んでいる市区町村に申し込んでください。

・大和市内には、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業といった

　保育園が８２か所あります（2021年９月時点）。申請内容から保育の必

　要度や、希望した保育園が空いているかなどを大和市が審査して利

　用できるかどうかが決まります。

・大和市内の保育園は希望者が多く、特に年度の途中（４月以外)は、

　入園できるまでに時間がかかることがほとんどです。

認可保育園に子どもを預けたいと思ったときに知っておきたいこと
にん   か     ほ   いく  えん　      こ　                   あず　                          おも　                               し

Looking for Attendees for a “Free Consultation 
about Nursery School”!

Depending on the situation regarding COVID-19, 
classes are subject to being postponed and/or cancelled.

Looking for Participants for the “Foreign Citizens Summit”

「保育園なんでも相談会」 参加者募集！

新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、

実施を延期、中止することがあります。

外国人市民サミット参加者募集
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住　　所：大和市深見西1-3-17 市民活動拠点ベテルギウス北館1階
電話番号：046-265-6051  FAX番号：046-265-6052
開 庁 日：月曜、水曜、金曜、第１、３土曜　8:30-17:00
               火曜、木曜　8:30-20:15
Email ： pal@yamato-kokusai.or.jp
ホームページ ： http://www.yamato-kokusai.or.jp

Address:  Shimin Katsudou Kyoten Betelgeuse  North Build. 1st Fl.,
                1-3-17 Fukami-Nishi, Yamato
TEL:         046-265-6051      FAX: 046-265-6052
Hours:      Mon., Wed., Fri., 1st and 3rd Sat., 8:30-17:00
                 Tue., and Thu., 8:30-20:15
E-mail:     pal@yamato-kokusai.or.jp
URL:        http://www.yamato-kokusai.or.jp

（公財）大和市国際化協会からのおしらせ

Announcement from Yamato 
International Association

こう  ざい      やま    と      し    こく  さい    か  きょう かい


