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秋の日 

最後の果実に熟すよう命じてください 

それらにあと二日の南方日和を与えて
ください それらを完成へと急がせ、 

そして追い込んでください、 
最後の甘みを、 

ずっしり実った葡萄の奥に。 

リルケ[形象詩集] 中 ‘秋の日’ の一部 

9月 

9.14.(水)-9.18.(日)     
 秋夕連休でセンターは休館いたしします。 



日 月 火 水 木 金 土 

1 
15:00-16:00 
 ノリノリ科学で遊ぼう A班研究所 

16:00-17:00 
ノリノリ科学で遊ぼう B班研究所 

2 
 

3 
09:30-14:30  
ファミリーシャプ(ペクウンチョウ) 
10:00-12:00 
多芸多才な父母教育 
10:00-14:00  
家族ボランテア  ソンピョン作り13:00-16:00  
共稼ぎ家庭ヒーリングUP 
13:00-16:00 
共稼ぎ家庭の児童ヒーリングUP 

 

4 5 
09:30-15:30  
韓国語 教育 開講 

6 
14:00-16:00 
二重言語  父母-子女 
 
16:00-18:00 サークル. ドングリ 
 

7 
10:00-12:00  
二重言語  父母-子女 

8 
14:00-15:30  
韓国社会 適応_裁判所見学 
14:00-16:00二重言語  父母-子女 
15:00-16:00 
ノリノリ科学で遊ぼう A班研究所

16:00-17:00  
ノリノリ科学で遊ぼう B班研究所 

9 
14:00-16:00  

予備父母出産教室 
16:00-18:00 二重言語サークル
16:30-17:30   変な科学教室 

10 
10:00-12:00 父母力量強化教育 

10:00-1300アボジ教育 
13:00-16:00 
共稼ぎ家庭ヒーリングUP 
13:00-16:00 
共稼ぎ家庭の児童ヒーリングUP 
14:00-16:00  “食卓コミュニテイ” 
14:00-16:00二重言語  父母-子女 

11 12 
14:00-16:00 
二重言語  父母-子女 
 

13 
14:00-16:00 
二重言語  父母-子女 
 

14 秋夕 16 17 休館 

18 19 
14:00-16:00  
家族相談スーパービジョン 
14:00-16:00 
二重言語  父母-子女 
 

20 
19:00-21:00 青少年期父母教育 
 
14:00-16:00 
二重言語  父母-子女 
16:00-18:00  
サークル. ドングリ 

21 
14:00-16:00  “食卓コミュニテイ“ 
19:00-21:00  家族愛の日 
10:00-12:00二重言語  父母-子女 

22 
10:00-12:00 父母教育（4回) 
19:30-21:00 障害児父母教室 
14:00~16:00 二重言語 父母教育
15:00-16:00 
ノノリノリ科学で遊ぼう A班研究所 

16:00-17:00 
ノリノリ科学で遊ぼう B班研究所 

17:30-19:30 アボジ教育 
19:00-21:00 家族の幸せ充電 

23 
14:00-16:00  

予備父母出産教室 
16:30-17:30  変な科学教室 

24 
08:00-16:00  
サークル.ヨンリン マン 
09:00-13:00 
 ベビーシッター補習教育 
10:00-13:00アボジ教育 
13:00-16:00 楽しいパパと遊び
14:00-16:00  “食卓コミュニテイ”
14:00-16:00二重言語サークル 

25 26 
14:00-16:00二重言語  父母-子女 
14:00-17:00  
就職支援パッケージ(1) 
 

27 
14:00-16:00二重言語  父母-子女 
14:00-17:00 
就職支援パッケージ(2) 
19:00-21:00 青少年期父母教育 
 

28 
10:00-12:00 結婚移住女性相談
10:00-12:00二重言語  父母-子女 
10:30-12:30  児童期父母教室
14:00-16:00  “食卓コミュニテイ” 
14:00-17:00 
就職支援パッケージ(3) 

29 
10:00-12:00二重言語サークル
14:00-16:00二重言語サークル
14:00-17:00 
就職支援パッケージ(4) 
15:00-16:00 
ノリノリ科学で遊ぼう A班研究
所 
16:00-17:00 
ノリノリ科学で遊ぼう B班研究所 

30 
14:00-16:00  

予備父母出産教室 
16:30-17:30  変な科学教室 

9月プログラム 案内 



  韓国語敎育 

》対象 : 結婚移民者, 外国人, 中途入国子女》  
》場所 : センター教育場》  
》内容 

お問い合わせ  :  多文化家族支援チーム  アンポギョン  02)990-
5403 

段階 曜日 時間 期間 

初級(1段計) 火、木 9:30-11:30 

3月~11月 
中級(2段計) 火,木 11:30-13:30 

 高級(3段計) 月, 水 11:30-13:30 

 実践(4段計) 月, 金 13:30-15:30 

トピック(3-4級) 火 13:30-15:30 4月~11月 

★トピック(5-6級) 土 10:00-12:30 
9月~11月 

★ ヨチヨチ特別講義 月, 水 9:30-11:30 

- 9月からトピック週末班とヨチヨチ特別講義が開設されます. 

韓国社会 適応_裁判所見学 

》 日時 : 9/8 (木) 14:00 ~ 15:30 
》 場所 : ソウル北部地方裁判所 
》 対象 : 結婚移民者 
》 内容  
            - 法院紹介及び判事との対話 
            - 多文化家族のための法律講義 
            - 重要施設の見学 

- 13時に道峰区民会館の前でバスに乗って一緒に移動します. 

就職支援パッケージ 

》 日時 : 9/26(月) ~ 29(木) 14:00~17:00 
》 場所 : センター教育場 
》対象 : 就職を準備する結婚移民者(韓国語での会話が円滑) 
》 内容  

会期 主題 時間 場所 

1 アルソン.タルソン 職業の世界 
(月) 

14:00~17:00 

センター 
教育場 

2 私にあう仕事をみつけるⅠ 
(火) 

14:00~17:00 

3 私にあう仕事をみつけるⅡ 
(水) 

14:00~17:00 

4 私だけの計画を立てる 
(木) 

14:00~17:00 

5 就業博覧会 後日公知 後日公知 

[ よい仕事先をつかむ為のプログラム] 

  多文化理解教育 _ 多文化 旅行 

》日時 : 9/5(月) ~ 10/31(月) 
》 場所 : 参加機関 
》 対象 : 保育園, 幼稚園 6-7才 小学校 1-2学年 
》内容 : 子供達が多文化を理解する為の多文化授業提供 



お問い合わせ:  家族力量強化教育 ジャンミヒョン 02) 995-6810 

 共稼ぎ家庭ヒーリングUP! 夫婦/お子さんの相談 

》 日時 : 9/3, 9/10. 土曜日 13:00-16:00 
》 場所 : センター教育場 
》 対象 : 共稼ぎ夫婦 6カップル/ 共稼ぎ子女 8名内外 
》 内容 : 夫婦相談(集団)/ 子女美術治療相談（集団） 

 楽しいパパと遊び_科学遊び 

》 日時 : 9/24.土曜日13:00-16:00 
》 場所 :センター教育場 
》 対象 : ワーキングダディーと子女 10家族内外 
》 内容 : パパと一緒に科学で遊ぼう 

 予備父母出産教室 

》日時: 9/9, 9/23, 9/30 毎週 金曜日14:00-
16:00 
》場所:センター教育場 
》対象: 妊娠または子女計画中の多文化家族 
》内容: 夫婦教育, 栄養教育, 化粧水つくり 

 [ソウル市 家族学校] 青少年期父母教室 

》日時: 9/20, 27 毎週 火曜日19:00-21:00 
》場所:センター教育場 
》対象: 青少年期のお子さんがいる家庭 
》内容: 望ましい親のあり方、意思疎通の教育 

》日時: 9/28 水曜日 10:30-12:30 
》場所: ジャンウオン小学校 教育場 
》対象:ジャンウオン小学校 父兄 
》内容: 学ぶ楽しさ_学習コーチング 

[ソウル市家族学校] 児童期父母教室 

》日時: 9/3 土曜日 10:00-14:00 
》場所: 徳成女子大学校料理室 
》対象: 家族ボランテア 幸せピジュミ 
》内容: 独居老人の為のソンピョンを作り配達 

家族ボランテア 幸福ピジュミ 

お問い合わせ:家族力量強化教育 キムィエジ 02) 995-
6800 

 道の上の人文学- 結婚移住女性集団相談 

》対象: 道峰区多文化家族及び結婚移住女性 20名 
》場所: 道峰文化情報図書館 大講義室 
》内容: ママの役割を体験中心として学ぶ 
                 ママの役割に対する表現と疎通 

日時 場所 内容 備考 

9/28(水) 
10:00~12:00 

道峰文化 
情報図書館 
大講義室 

心の表現と疏通 講義 

10/6(木) 
09:30~11:30 

子供発達の変化と適応 講義、 相談 

10/7(金) 
09:30~13:30 

子供の未来を準備する 相談、役割劇 

お問い合わせ :家族力量強化教育  オジユン 02) 995-6810 



  
 
 
 

家族生活及び国家間の文化差など入国初期相談 
韓国生活に必要な情報提供及びセンター事業案内及び教育過
程通訳支援 
家族間の意思疎通通訳 
行政、司法機関利用時通訳翻訳、外部派遣通訳支援 
》 対象 : 個人または機関 
》 場所: センター内事務室または外部機関 
》 申請方法 : 電話または 

 結婚移民者 通役翻訳サ－ビス事業 

  韓国社会適用教育_料理教育 “食卓コミュニテイ” 

》 日時 : 9/10 (土)~10/22(土)  毎週水曜日、土曜日14:00~16:00 
》 場所  :道峰正しい食生活を学ぶ(ジャンドン農協 ハナロマート 2階) 
》 対象  : 結婚移民女性   
》内容  :  - 理論と料理実習 
                   - お茶を飲む 
                   - 親睦 

お問い合わせ  :  多文化家族支援チーム /デインテイハン 02) 990-5407 

 言語発達支援事業 

意思疎通に難しさを持った児童に適切な言語教育を行うことで 
円満な発達するように言語発達を評価及び教育を支援します.  
お子さんの言語発達の水準を知りたいとか同じ年齢に比べて 
遅れて心配な方は連絡ください! 
言語発達評価だけ受けることも可能です 
》 対象 : 乳幼児(0세)~満12歳以下(小学校6年生)の 
               多文化家族の子女, 外国人夫婦の子女, 北朝鮮離脱住民の
子女 
》 場所 :  センター内 言語発達教室 または 外部機関 
》 内容 :  週2回 40分 教育 

お問い合わせ: 言語発達指導者 シンヒョンホ, ジョウへイジン 02) 990-5407 

  
 
 
 

訪問韓国語サービス (10ヶ月) 
 

》 募集機関: 入国 5年以下 結婚移民者、中途入国のお子さん 
》 サービス内容  : 妊娠 · 出産 · 児童でセンター韓国語授業に参
加できない場合.中途入国子女センターにこれない場合 または 
中途入国子女の韓国語教育 が必要な場合訪問韓国語サービスを
受けることができます 
     

訪問 父母教育サービス (1回 5ヶ月, 最大 3回 15ヶ月 支援*) 

》 募集対象 : 満 12歳以下のお子さんを養育する結婚移民女性 
》 サービス内容  :  お子さん養育が難しい場合父母教育サービス
提供 
 
 
 
 
 
 

訪問 子女生活サービス (10ヶ月) 

》募集対象: 満3歳 ~ 満 12歳 以下の多文化家族の子女または中
途入国子女  
》サービス内容: ：同年齢に比べて成績が悪く学業についていけ
ない場合 読書指導 .宿題指導·情緒·社会性を育てるために指導
が必要な場合 

 訪問教育サービス 

お問い合わせ  :  家族支援チーム  キムヒョンジョン  02) 990-5432 

* ①妊娠出産乳飲み子期 (妊娠中~ 生後12ヶ月以下)  

 ②幼児期 (12ヶ月~48ヶ月以下)   

 ③児童期  (48ヶ月~満 12歳以下) 

訪問教育サービスはセンター訪問が難しい多文化家族のため
に家に訪問しての韓国語教育 · 訪問親教育 · 訪問お子さん
教育サービスを提供しています。 

※ 9月 12日 ~ 9月 18日は  1週間休みます  



多文化家族の父母が健全な心を持つための相談 
 
》 日時 : 9/6, 9/13, 9/20, 9/27 毎週 (火) 19:00~21:00 
》 対象:学齢期の子女を持つ多文化家族子女6~8名 
》 場所: 第2教育場 
》 内容    
 · 不満を解消 
    · 自尊心 向上  

 多才多能集団相談_親対象 多才多能集団相談_お子さん対象 

多文化家族子女の健康な心のための集団相談 
》 日時: 9/6, 9/13, 9/20, 9/27 毎週 (火) 19:00~21:00 
》 対象: 集団相談に参加する多文化家族の子女 6~8名 
》 場所:第1教育場 
》 内容: 遊び.美術治療を通して自尊心向上 

多文化家族 父母の為の教育 
 
》 日時: 9/3 (土) 10:00~12:00 
》 対象: 学齢期の子女を持つ多文化家族子女 
》 場所: 第2教育場 
》 内容: お子さん感情コーチング教育 

 多芸多才な父母教育 

多文化家族子女の学習及び情緒支援のための 1:1メントリング 
》 日時: 個人別 相談 
》 対象: 多文化家族 子女 
》 場所: 道峰区健康家庭 · 多文化家族支援センター 
》 内容: 1:1 多文化家族学習メントリング 

多文化家族子女 トドリン 学習福祉 

多文化家族の幸せのためのプログラム 
 

》 日時: 9/22 (木) 19:00~21:00 
》 対象:学齢期の子女を持つ多文化家族 
》 場所:第2教育場 
》 内容    
 · ママ．パパの国を知りましょう 
   · 自我アイデンティティ確立のための文化プログラム実施 

 家族の幸福を充電しましょう 

父母教育 

》 日時 : 9/10 土曜日 10:00-12:00 
》 場所 : 道峰区民会館 小会議室 
》 対象 : 健全な家庭を作るための父母教育 
》 内容 : まず私と疎通しましょう/ 夫婦コミュニケーション 

お問い合わせ  :家族力量強化教育 ジャンミヒョン02) 995-6810 

お問い合わせ  :家族力量強化教育 コンチンギョン 02) 990-5432 



 結婚移民者メンタリング事業 

》  募集期間 : 2016年9月1日(木) ~ 9月9日(金) 16:00まで  
》  募集人数 : メンター1名 (フィリピンメンター2015年まで                  
活動された方も可能) 
》  選定及び発表: 2016年9月13日(水) 最終選定者に個別に連絡 
》  支援資格 
  - メンター: 国内居住1年以上の結婚移民者(帰化者を含む)で韓

国語が駆使でき模範的な家族生活を維持している者 
》  活動期間及び回数: 2016年9月~12月/チーム別8回期 
》 お申込み方法 : 訪問または電話でのお申込み 

 多文化家族生活指導士事業 
多文化家族生活指導士事業は経済的な問題、病気及び、障害、
暴力、障害問題など様々な危険な状況にさらされている多文化
家庭に合わせたサービスを提供する事業です。 
》 お申込み方法: 担当者に電話及び、訪問でのお申込み 

(本人でなくても回りに色々な問題を抱えている多文化家族が
いる場合、推薦をお願いします。)  

》 支援内容: 支援対象者で選定された場合、各対象者別に必要
な支援のための支援方法を模索し支援を実施します。  

お問合せ  :  家族力量強化チーム チョ、ソンウン 02) 990-5403 

個人/夫婦/家族カウンセリング 

》 対象 : 道峰区管内でカウンセリングが必要な人は誰でも 
》 日時 : 平日, 夜間(6~9時), 土曜日 
》 お申込み方法 : センターを訪問してのお申込み(お申込みの前

に事前にご連絡ください。) 

お申込み  :  家族力量強化チーム キム、イエジン 02) 995-1367 

道峰区フィーリングタイム 
》 対象 : 本センターにて相談のお申し込みをされた夫婦/家族また
は、危機にさらされている学生 
》 日時 : 平日, 夜間(6~9時), 土曜日 
》 内容 : カウンセリングを提供 
》 備考 : 機関にて、危機にされされている学生だと判断された 

場合、依頼を通してお申込みが可能 
              必要に応じて訪問カウンセリングを提供 

家族愛の日 
》 日時 : 9/21. 水曜日 19:00-21:00 
》 場所 : 徳成女子大学チヤミリサ館 119号 
》 対象 : 道峰区管内で小学生の子供がいる10家族 
》 内容 : 私たちの家族の願いなど、作成 

第3回 家族カウンセリング公開スーパービジョン 

》 日時 : 9/19. 月曜日 14:00-16:00 
》 場所 : センター内第2教育室 
》 対象 : 本センターのカウンセラー, 関連機関の実務者,  
    相談を専攻した者、など  
》 内容 : “恩着せがましい姑が嫌” 

》 日時 : 9/20 火曜日 14:30-17:30 
》 場所 : センター内の相談室 
》 対象 : 離婚, 相続, 債務などの法律相談が必要な人は誰でも 
》 内容 : 月1回弁護士の訪問を通した無料法律相談を提供 

 法律相談 



お問合せ及びお申込み  :  家族トルボミ支援チーム 02) 995-6810 

ママのフィーリングプログラム父母教育! 
 

》 日時 : 9/22 木曜日 10:00-12:00 
》 場所 : センター内教育室 
》 対象 : 乳幼児期の子供を持つ父母 
》 主題 : 養育ストレスの対処と解消 

共同育児分け与えの場（ナヌム）常時プログラム   お母さんをお願い_父母教育 

区分 題目 子供の年齢 期間 日時 

第1号 
(道峰 
アイ 
ナラ) 

アジア 

文化の旅
A 

6~7歳 
小学1~2  
年生 

1次 8/24, 8/31, 9/7(3回) 

毎週水曜日  
16:00~16:40 

2次 9/21, 9/28, 10/5(3回) 

3次 10/12, 10/19, 10/26(3回) 

第2号 
(道峰 

区民
会館) 

アジア  

文化の旅
B 

小学1~2  
年生 

2次 9/23, 9/30, 10/7(3回) 
毎週金曜日  
16:00~16:40 

3次 10/14, 10/21, 10/28(3回) 

科学遊び 
研究所A 

小学 1~2 
年生 

9/1~11/10 (10回) 

毎週木曜日 
 15:00~15:50 

科学遊び 
研究所B 

小学3~4  
年生 

毎週木曜日 
 16:00~16:50 

노리누리 》 対象 : 子供のいる全ての家族 
》 場所 : 共同育児分け与えの場 
              (道峰区民会館 2階/ 道峰アイナラ3階) 
》 備考 : 第2号 共同育児分け与えの場(道峰区民会館 2階) 9月 
              リモデリング工事のためプログラムの日程が               
変更されることがあります。 

》 運営 : 常時運営 
》 場所 : 第1, 2号 共同育児分け与え（ナヌム）の場 
》 対象 : 満 18歳未満の子供のいる家族 
》 内容 : 玩具&図書利用, 子供の遊び空間, 近所同士の育児情の
共有など 
》 備考 : 第2号 共同育児分け与えの場センターは内部形で  
              道峰区民会館2階に位置しており          
9月リモデリング予定,ご利用の際 制限されることがあります 

 共同育児分け与えの場（ナヌム）運営事項 

対象 満 18歳未満の子供のいるすべての家族 

 

位置 
 

道峰区民会館 2층 
道峰アイナラ 3階 

(道峰オリニ文化情報センター) 

 

運営
時間 

月~金 10:00~18:00 
+ 夜間 火/木 18:00~21:00 

+ 週末 土 10:00~17:00 

 

月~日 10:00~17:00 
 ※ 毎週火曜日休館 

 

公式
カフェ 

http://cafe.naver.com/dobongyuga 
※ カフェを通して共同育児分け与えの場&センターの日程を  

簡単に確認することができます。  

http://cafe.naver.com/dobongyuga
http://cafe.naver.com/dobongyuga


従事者力量強化 

[2016年上半期 独自の評価会] 

》 期間 : 7/13 ~ 7/14  
》 場所 : センター第2教育室 
》 対象 : 家族力量強化チーム,多文化家族支援チーム 

  家族お世話（トルボミ）支援チーム 
》 内容 : 各チーム別事業現状分析、  
       改善方案及び,計画話し合い, スーパービジョン 

[2016年上半期 
従事者ワークショッをプ 

》 日時 : 7/15 (金) 09:00 ~ 7/16 (土) 11:00 
》 場所 : 北韓山生態探訪研修院 
 
北韓山の美しい自然を満喫 しつつ1泊2日の間、 
‘統合センター理解増進教育’, ‘’, マインドマッ
プ班活動 ‘‘親交活動’などの日程でワーク
ショップを行いました。 
事業の方向設定や協力方策模索など、従事者の
力量強化とチームワークを固めることのできる
貴重な時間を過ごしました。 



区分 時間制サービス 終日制サービス 

対象 
生後 3ヶ月~満12歳 子女がいる  

サービス希望家庭 
生後 3ヶ月~24ヶ月 子女がいる 
共働き , 多子女 家庭など 

内容 

あそび相手, 保育施設 並びに 学校登下
校時の付き添い簡単な 給間食, 臨時保

育など 
※ 総合型: 児童管理 家事追加 

離乳食, 哺乳瓶,  おむつ替え, 沐浴など 
乳幼児保育 と関連した 活動全般 

※ 保育教育型: 保育教師 資格証 所持者派遣 

支援
時間 

年480時間 (2時間 以上) 月120~200時間 (1日 4時間 以上)  

利用
料金 

1,620ウオン ~ 6,500ウオン (所得 及び 児童年齢により段階別 支援) 

保育 支援サービス 

両親の共働きなどの理由で 保育のできない家庭の子どもたち
を対象に 訪問保育サービスを提供し夫婦の育児負担を軽減し
施設保育の死角地帯を補う事業です 

保育教師 補修教育 

対象: 道峰区 所属 保育教師 
》 日時 : ９／２４（土）                      
９：００－１３：００ 
》 場所 : センター内教室 
》 内容 : 安全教育及び 
    児童虐待予防教室 

問合せ、受付:  家族保育チーム 02) 995-6031~2 

家庭内で乳幼児期から自然に二ヶ国語で交し合う環境をつくり 
多文化家族の子女らしさ（個性）の確立 及びグローバル人材とし
ての成長を支援する事業です 
 
 

二重言語（二ヶ国語）家族環境つくり事業 

》 対象: 妊産婦 及び  乳幼児 ０ー１歳の子供のいる  
  多文化家族の父母 
》 申請期間 : 常時募集 
》 場所 : 道峰区民会館２階  センター内教室 
》 申請方法: 電話申請  及び センター訪問 

父母教育(読書指導 コーチ) 
父母-子女 相互作用教育 

(母の国の文化体験) 

自助のつどい(경기도 이천 自然の国 小旅行) 

問合せ  :  チュ・ヒヨン, ひろこ  02) 990-
5407 



共働き家族の子女 進路成長キャンプ, ドリームキャッチャー(Dream Catcher) 

こんにちは!  
私は道峰区センタードリームキャッチャーに参加した김OOです。 
さる 7月末の一週間、私は自分の夢を見つけるために努力した時間を紹介 
します。初日は参加した友達と簡単に挨拶をして自分の夢について話しをする  
時間を持ちました。とても暑い日でしたがアメージングパークのブランコは 
最高でした。参考までに 私は科学者になるのが夢です。キャンプに参加 
してみて、思ったほど夢のない友達が多くて残念でした。 
友達も私のように 自分の夢をみつけれればいいなあと思いました。 １日目アメー

ジングパーク 

団体写真  
シャカッ! 

最終日に行った 韓国J０B
ワールド の様子です。  
私が体験した科学研究所で
すがどうですか？  
白衣を着て模擬試験もして、自
分が実験した結果を発表したの
で、私が本当に科学者になった
ように感じました! 
職業体験を通して、お仕事
をする父や母にもっと感謝
する気持ちになりました。
お母さん、お父さん 
愛しています。♥ 

2~4日目 ショコラテエ, 造香士, 園芸士 体験  

“ショコラテエ 体験で作った チョコレートは、もう一度 食べたいです!” 
“造香士という職業があることも分かり, いけ花は 初めてだったけれど 

 園芸家という職業は思ったよりおもしろかったです。” 

5日目韓国 
ＪOBワールド 

自分の夢について考え 
体験もできて楽しかったです。 



家族奉仕団 ヘンボクビジュムが 8月 活動 “炊き出し 助け合い奉仕団” 

  8月 20日 土曜日, 清涼里駅前で、ひとり家庭 のための 無料給食 奉仕活動が 
おこなわれました。暑い日でしたが、汗を流しながらご飯を炊き,おいしいおかずと 
スープを作りました。お年寄りにお食事を出しながらヘンボクビジュムは大きなやりがい 
を感じました。今日は ‘ヘンボクビジュム’という 奉仕団の名前のようにお年寄りに 
おいしいお食事だけでなく幸福をつくって分けて差し上げる一日でした。道峰区の 
幸福を分かち合うヘンボクビジュムは 9月にも続きます。^^ 

 性平等の ‘ハッピー秋夕 つくり’キャンペーン 

家族みんなが、いっしょに仕事をし、分かり合える幸せな名節
文化 ‘みんなが楽しい名節’の 始まりです。 
 
 
 

三つ。 家事分担を通して家族が今までできなかった話に花を咲かせてみましよう。 

二つ。皿洗い、あとかたずけ は 家族みんなの手で さあ
~っと! 

 一つ。名節の料理の準備は家族みんなが楽しく一緒に準備してみましよう. 

“家族みんなでつくる秋夕, 家事分担はこのように!” 


