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3-4月 消息誌 

FAMILY 
道 峰区健康家庭 ·多 文 化 家 族 支 援セ ン タ ー  

ソウル市道峰区道峰路552 道峰区民会館 2階      dobongfamily@naver.com      02)995-6800 



日 月 火 水 木 金 土 

1 
 

3・1節 

2 3 
 

4 

5 6   パワーブーメラン 父母教

育 
(16:00~17:30) 

7 8 
バイリンガル父母-子女教育 

(10:00-12:00) 

 

 

9 
 

 

10 
‘移住女性人権実態’ 教育 

(10:00-12:00) 
道峰女性センター,6種見学 

(14:00-15:30) 
バイリンガル自助の集まり 

(16:00-18:00) 

 

11 
 

 

12 13 
パワーブーメラン 父母教育 

(16:00~17:30) 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00-16:00) 

 

14 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00-16:00) 

 

15 
バイリンガル父母-子女教育  

(10:00-12:00) 

 

16 
道峰消防署 見学 
(14:00~15:00) 

バイリンガル父母-子女教育 
(16:00-18:00) 

精神健康 父母教室 
(19:30~21:00) 

 

17 
開かれたママ自助の集まり 

(19:00~21:00) 
訪問教育指導者 

随時教育 及び会議 
(10:00-14:00) 

 

18 
家族奉仕団発足式 

(10:00-13:00) 
楽しい父親遊び場 

(11:00~14:00) 
多才多能 演劇遊び 

(14:00~1600) 
 

19 20 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00-16:00) 
パワーブーメラン 父母教育 

(16:00~17:30) 

 

21 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00-16:00) 
法律相談 (14:00~17:30) 

結婚移住者の  ‘私’理解 
(14:00-17:00) 

運転免許取得教育 
(14:00-18:00) 

 
 

22 
家族愛の日 (19:00-21:00) 

バイリンガル父母-子女教育 
メントリング事業OT及び教育 

(10:00~12:00) 
共同育児分かち合いフリーマー

ケット 

(11:00~15:00) 

23 
バイリンガル父母-子女教育 

(16:00-18:00) 
運転免許取得教育 

(14:00-18:00) 
 
  

24 
 

25 
 

多才多能 演劇遊び 
(14:00~16:00) 

 

26 27 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00-16:00) 
パワーブーメラン 父母教育 

(16:00~17:30) 

 

28 
家族相談公開スーパービジョ

ン 
(10:00~12:00) 

バイリンガル父母-子女教育 
(14:00-16:00) 

29 
バイリンガル父母-子女教育 

(10:00-12:00) 

 

 

30 
家族食生活教育
(10:00~12:00) 

バイリンガル父母-子女教育 
(16:00-18:00) 

 

31 
 

3月 
한
韓
ン 

韓国語教室 段階別に毎日進行 夜 夜間運営 (毎週火曜日 , 木曜日 18:00~21:00) 週 週末運営 (毎週土曜日  10:00~17:00) 
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日 月 火 水 木 金 土 

 
 

1 
多才多能 演劇遊び 

(14:00~16:00) 

2 3 
バイリンガル父母-子女教育 

14:00-16:00 
パワーブーメラン 父母教育 

(16:00~17:30) 

4 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00-16:00) 
共育 伝統体験プログラム 

(15:00~17:00) 
 

 

5 
バイリンガル父母-子女教育 

(10:00-12:00) 
 

6 
家族食生活教育
(10:00~12:00) 

共育 読書討論プログラム 
(15:00~17:00) 

バイリンガル父母-子女教育 
(16:00-18:00) 

7 
 

8 
多才多能 演劇遊び 

(14:00~16:00) 
 

 

9 10 
上半期生活金融教育 

バイリンガル父母-子女教育 
(14:00~16:00) 

パワーブーメラン 父母教育 
(16:00~17:30) 

 

11 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00-16:00) 
共育 伝統体験プログラム 

(15:00~17:00) 
 

 

 

12 
バイリンガル父母-子女教育 

(10:00-12:00) 
上半期生活金融教育 

(14:00~16:00) 
 

 

13 
家族食生活教育
(10:00~12:00) 

共育読書討論プログラム 
 (15:00~17:00) 

バイリンガル父母-子女教育 
(16:00-18:00) 

14 
開かれたママ自助の集まり 

(19:00~21:00) 

15 
楽しい父親遊び場 

(11:00~14:00) 
多才多能 演劇遊び 

(14:00~16:00) 
多才多能父母教育 

(14:00~16:00) 

 

16 17 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00~16:00) 
パワーブーメラン 父母教育 

(16:00~17:30) 

 

18 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00~16:00) 
法律相談 (14:00~17:30) 
共育 伝統体験プログラム 

(15:00~17:00) 
家族愛の日(18:00-20:00) 

19 
メントリング事業OT及び教育 

バイリンガル父母-子女教育 
(10:00~12:00) 

共同育児分かち合いフリー
マーケット 

(11:00~15:00) 
  

20 
バイリンガル父母-子女教育 

(16:00-18:00) 
精神健康 父母教室 

(19:30~21:00) 
  

21 
 

22 
すくすく遊び場 
(11:00-16:00) 

多才多能 演劇遊び 
(14:00~16:00) 

 
 

 

23/
30 

24 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00~16:00) 
パワーブーメラン 父母教育 

(16:00~17:30) 

 

25 
相談士力量強化教育 

(10:00~12:00) 
バイリンガル父母-子女教育 

(14:00~16:00) 
共育 伝統体験プログラム 

(15:00~17:00) 
 

26 
バイリンガル父母-子女教育 

(10:00-12:00) 

 

27 
バイリンガル父母-子女教育 

(16:00-18:00) 
共育読書討論プログラム 

(15:00~17:00) 

 

28 
 

29 
家族奉仕団障害者外出 

(10:00-15:00) 
多才多能 演劇遊び 

(14:00~16:00) 
 

 

4月
‘ 

韓 韓 韓 韓 

韓 韓 

韓 韓 韓 

韓 韓 

夜 

韓 韓国語教室 段階別に毎日進行 
 

夜 夜間運営 (毎週火曜日 , 木曜日 18:00~21:00) 週 週末運営 (毎週土曜日 10:00~17:00) 

種
週
週 

週 

週 

週 韓 

韓 

韓 夜 

韓 夜 

韓 夜 

韓 夜 

韓 夜 

韓 夜 

韓 夜 韓 週 



家族関係 

     法律相談 
 > 日時 : 3月 21日(火), 4月 18日(火) 14:00~17:00 
 > 場所 : センター相談室 
 > 対象 : 離婚,相続,財務など 法律相談が必要な方 
 > 内容 : 月 1回弁護士の来訪を通して無料法律相談提
供 
 > 申請 : 電話で先着順受付 

 家族相談専門家力量強化教育 
>日時: 4月 25日(火) 10:00~12:00 
 >場所: センター内教育場 
 >対象: 家族相談分野で勤務中の実務者20名内外 
 >主題: 効果的な夫婦相談介入のための実践技法 
 >申請: ホームページ 申請受付 

     精神健康父母教育 
 >日時: 3月 16日(木), 4月 13日(木) 
19:30~21:00 
 >場所: 道峰区保健所7階大講堂 
 >対象: 子女養育に悩んでいる道峰区在住の父母 
 >内容: 3月-学習コーチング 4月-友達関係 
 >申請:道峰区保健所 受付 (02-991-0199) 

 家族食生活教育 
 >日時: 3月 30日(木), 4月 6日(木), 4月 13日(木) 
             10:00~12:00 
 >場所:道峰区育児総合支援センター 
 > 対象 : 未就学児を養育している父母 
 > 内容 : 偏食予防 及び家族食生活改善 
 >申請:道峰区オリニ給食支援センター 
 (02-991-8744) 

        父母-子女相談  
 >日時: 随時 
 >場所:センター相談室 
 >対象:子女養育に困難を抱えている家族 
 > 申請 : センター訪問受付のみ可能 

    離婚前·後相談 
 >日時: 随時 
 >場所:センター相談室 
 >対象: 離婚前·離婚後· 離婚過程でに困難を抱えてい
る家族 
 >申請:センター訪問受付のみ可能 



      
  

      
 

      
  

家族関係 

共同育児分かち合いバザー市場 
>日時 ：3月22日（水）11：00～15：00 
>場所 ：道峰区民会館2階 育児分かち合い 
>対象 ：誰でも利用可能 
>内容 ：四半期１回 乳幼児 
>申請 ：フリー物品 販売チーム5チーム 受付可能 

共同育児分かち合い 伝統体験プログラム 
>日時 ：4月4日～6月27日（火） 全12回 
      1班15：00～16：00、2班16：10～17：10 
>場所 ：第2号 育児分かち合い（道峰区民会館2階）  
>対象 ：1班（小学１～２学年）１２名、２班（小学３～６学年）１２名 
>内容 ：多様な伝統遊び体験 
>申請 ：３月１３日から電話受付のみ可能 
>備考 ：申請者が超過時、プログラム택1 

>日時 ：1班15:00～16:00，2班16:10～17:10 
      3月講座―3月9，16，23，30日（木）全4回 
      4月講座―4月6，13，20，27日（木）全4回 
      5月講座―5月4，11，18，25日（木）全4回 
      6月講座―6月1，8，15，22日（木）  全4回 
>場所 ：第２号 育児分かち合い（道峰区民会館2階） 
>対象 ：１班（小学１～２学年）８名、２班（小学３～６学年）８名 
>内容 ： 1次主題 “誠実さ„ 
       ２次主題  “判断力„ 
       ３次主題  “配慮と尊重„ 
       ４次主題  “問題解決„ 

>申請 ：４月～6月講座は3月13日から電話受付のみ可能 
>備考 ：討論プログラムの特性上、偶数人数で進行可能。最後に申請された人                   
数は出席が難しくなることがあります。 
申請者が超過時、プログラム 

共同育児分かち合い ハブルタ 読書討論 プログラム 



 

 

>対象 ：多文化家族子供成長支援事業 参加している子供 
>期間 ：3月11日（土）16:00～18:00 計1会期 
>場所 ：センター 第２教育場 
>内容 ：自我尊重感等、心理グループ検査の実施 
>備考 ：心理検査時、絵図検査、面接調査など実施 

>対象 ：多文化家族 学齢期の子供（小1～小4） 
>期間 ：3月18日～4月29日毎週（土）14:00～16:00計10会期 
>場所 ：センター 第２教育場及び道峰区民会館  
>内容 ：演劇技術、私が作る公園、演劇祭の実施 
>備考 ：演劇治療、集団生活等を通じて社会性함양 

 

>対象 ：多文化家族 学齢期の子供をもつ親 
>期間 ：4月15日（土）14:00～16:00 計1会期 
>場所 ：センター 第２教育場 
>内容 ：親の役割教育、意思疎通教育、幼児健康管理教育など 

 

 

 

家族関係 

多芸多才―初期面接 
多文化家族子供成長支援参加者を対象とし、自我尊重感、心理検査等を実施して 
参加者たちの特性を把握して客観的な評価が可能できるように支援するプログラムです。 

多芸多才―社会性向上プログラム（低学年） 
演劇遊びを通じて社会性の向上をさせて、退陣関係の技術たちを
習得させるプログラムです。 

多芸多才―学齢期親教育 
学齢期の子供を育てる多文化家族の親たちを対象とした親の役割を強化
することが出来る教育プログラムです。 

多芸多才―社会性向上プログラム（高学年） 
映画治療等の相談技法を適用して社会性増進に向けたプログラム
を実施します。 

>対象 ：多文化家族 学齢期 子供（小5～小6） 
>期間 ：4月5日～4月26日毎週（水）16:00～17:30計6会期 
>場所 ：センター 第２教育場  
>内容 ：集団映画治療、グループ活動など実施 
>備考 ：道峰区青少年相談福祉センター及び共働き事業 連携 



女性人権 特別講演 

3.7.(火)        
10~12時 

 
場所：ソウル東北女性民友会 教育場 

3.8.(水) 
16~18時 

北朝鮮離脱女性の人権と韓国定着の現実 
場所：道峰区庁16階 多目的会議室 

3.10.(金) 
10~12時 

移住女性人権実態 
場所：道峰区民会館2階 教育場 

女性人権 映画上映 

3.6.(月)        
14~16時 

 
場所：道峰女性センター講堂 

3.7.(火)        
14~16時 

夜勤の代わりに編み物 
場所：道峰女性センター講堂 

キャンペーン日 

3.8.(水)        
 8~9時/14~15時 

紫色に咲いた花を分けあう（チャンドン
駅1番出口前） 

HeForSheキャンペーン（道峰区庁前） 

二重言語親コーチング 
（父母教育） 

親-子供相互適用教育 
(遊び敎育) 

二重言語活用プログラム
（自助集会） 

家族関係 

多様な家族理解教育 
“性平等が民主主義の完成だ„ 
>対象 ：道峰区民 対象 
>内容 ：3月8日 女性の日を記念して 
     女性人権特別講演・女性人権映画の上映 
 
 
>日時及び場所 

道峰女性センタ―

ホームページ申
請（教育プログラ
ム―人文社会教
育） 

多文化家族 二重言語環境造成事業 
家庭内で乳幼児期から自然に二重言語で疎通出来る環境を造って多文化 
家族の子供のアイデンティティ確立及びグローバル人材の成長支援をする事業です。 

>対象 ：乳・幼児子供（0～7歳）をもつ多文化家族 
      『予備親 (計㓰中/妊娠中 及び未就学の子供（12歳以上）含む』 
> 内容  
 *二重言語親のコーチング ：二重言語使用の重要性及び認識改善教育、家族の役割教育 
  (父母敎育)                
 *親子供相互適用教育      ：家庭二重言語を使った遊び活動プログラム 
  (遊び敎育)              
 *二重言語活用プログラム ：子供と相互適用した知識 及び情報共有、國別 活動 
                    
 *家族コーチング ：事業参加者家族のコーチング実施(個人,夫婦,家族,集団)  
 
>場         所 ：道峰区民会館2階 センター教育場 
>申請期間 ：常時募集 
>申請方法 ：電話申請及びセンタ―訪問   



      
  
 

      
  

 

>対象 ：多文化家族子供学習メンタリングを希望する大学生、 
     訪問教育サービス及び言語発達サービス待機児童 
>期間 ：3月2日～6月24日（1学期）、3月3日オリエンテーション 
>備考 ：ソウル市統合プロジェクト 連携して進行 

 

 

 

 
>対象 ：多文化家族対象（センター訪問受付、韓国語の場合は妥当な理由が必要） 
>内容 ：言語評価、言語教育（週2回、40分教育）、親相談、親教育 
>期間 ：2月20日～12月17日 
>備考 ：サービス連携前まで待機期間あり。 

家族ケア 

片親家族自助団体＿열린ｍｏｍ 
>日時 ：毎月第3週 金曜日19：00～21：00  
>場所 ：センター第2教育場 
>対象 ：多文化・비다文化 片親家族 
>内容 ：構成員の欲求による教育及び文化体験活動 
>備考 ：新規会員は毎年1月～2月に受付可能 

脆弱危機家族 親教育＿パワーブーメラン 

>日時 ：3月6日～4月24日（毎週月曜日）16：00～17：30  
>場所 ：センター第2教育場 
>対象 ：道峰区 脆弱危機家族 親対象 
>内容 ：整理収納教育 8会期進行 
>備考 ：道峰区ドリームスタートセンター 連携事業 

두드림学習奉仕 1学期 
大学生メンターと1：1メンタリング授業を進行して大学生には 
地域社会奉仕の機会を多文化家族子供には言語発達及び 
学習補助支援を提供します。 

多文化家族 子供 言語発達サービス 

意思疎通に難しさを持っている児童に適切な言語教育を実施して円満な
言語発達が行われるように評価及び教育を支援します。子供の言語発達
水準が気になる方たちは言語評価だけでも受けることが可能なので連絡
お待ちしています。 

>対象 ：満0歳～満12歳（小学6学年）以下の多文化家族の子供、外国人夫婦の子供、 
     北朝鮮離脱住民の子供 
>内容 ：言語評価、言語教育（週2回、40分教育）、親相談、親教育 
>場所 ：センター内言語発達指導室または外部機関（保育施設及び小学校） 
>日時 ：1月～12月随時 
※サービス（言語授業）を受ける前に待機期間が発生します。 

多文化家族 訪問教育事業 
言語や文化の違いで子供を養育するのに困難がありますか？ 

妊娠・出産・子供ケアなどによってセンターで進行する韓国語教育受講が困難ではない
ですか？ 
学習に困難を経験する多文化家族子供の学習コーチが必要でしょうか？ 



家族生活 

 
  
 
 
 
 > 対象 :多様な困難を抱えている多文化家族  
 > 期間 :常時  
 > 内容 :困難に対してオーダーメイド型支援の連携 

 
>  募集期間 :2017年3月2日(目). ~ 3月14日(火) 17:00時まで 
>  方法 :センターへ訪問後、申請書作成 ★月曜日は除外★  
>  募集人員 :メンター 10名 /  メンティ 10名(メンターは2016年           
まで活動されていた方も可能) 
>  申請及び発表 : 2016年3月17日(金) 最終申請者に個別連絡 
>  日時 : 2017年3月22日(水) 10:00-12:00 メンタリング事業
ＯＴ及び教育 
>  内容 :メンタリング事業 ＯＴ及び教育 
>  日時 :2017年4月19日(水) 10:00-12:00 メンタリング事業
1次教育 
>  内容 :メンタリング事業1次教育 
>  支援資格 
           - メンター 国内居住1年以上である結婚移民者（帰化者含む）: に韓
国語駆使可能し、模範的である家庭生活を維持している者。  
  - メンティ :結婚移民者で勧告社会適用及び 安全的である定着に向け
メンターの助けを必要としている者。 
> 活動期間及び回数 :2016年4月～11月/ チーム別8会期 
> 活動内容 :韓国に初期入国した結婚移民者（メンティ）が韓
国生活に適応した結婚移民者（メンター）と1：1で会い情緒
的支と情報を提供される。 
 

> 対象 :結婚移民者、外国人、中途入国子女  

> 場所 :道峰区民会館2階 第1教育場 

> 内容  

段階 曜日 時間 期間 

初期クラス 
(1段階) 

月、水、
金 

09:30-11:30 3月~7月 

中級クラス 
(2段階) 

月、水 11:30-13:30 

3月~11月 
高級クラス 

(3段階) 
火、木 09:30-11:30 

実践クラス 
(4段階) 

火、木 11:30-13:30 

トピック(3-4
級) 

金 11:30-13:30 

4月~7月 
トピック(5-6

級) 
土 09:30-12:30    - 2017年 新規利用者は配置評価を受けなければなりません 

   - 4月からトピックTOPIK中級 /高級クラス開設予定です。 

 

 

一緒にできる時間が制限的である共働き家庭のお父さんが子供ケアに能動的

である役割ができるように支援するプログラムです。 

> 対象 :仕事をしているお父さんと児童期の子供10家族（先着順 受付） 

> 期間 :3-7月 第三週 土曜日11：00-14：00（月1回 進行） 

> 内容 :お父さん、子供体験プログラム進行  

  

周囲で多様な困難（経済、夫婦、子供、法律問題など）を抱えている多
文化家族にオーダーメイド型の支援を実施します。 
本人はもちろん周囲の知人や隣人、友達などが申請されてもかまいませ
ん。 

多文化家族事例管理事業 

結婚移民者メンタリング事業 

韓国語教室 

【ワーキングマムワーキングダディー支援事業】 
楽しいお父さん遊び場 



家族生活 

家族生活及び国家間文化の違いなど入国初期相談。 
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課程通訳支
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・翻訳支援。 

> 対象 :個人または機関  
> 場所 :センター内事務所または外部機関  
> 申請方法 :電話または来訪(予約必要) 
> 日時: 1月~12月 常時 

> 日時 :4月10日（月）、4月12日（水）14:00 ~ 16:00 
> 場所 :センター教育場1  
> 対象 :結婚移民者 (先着順 15名) 
> 内容 :韓国社会で必ず知っておかなければならない金融教育 

> 日時 :3月16日（木）14:00 ~ 15:00 
> 場所 :道峰消防署(先着順 15名) 
   (ソウル市 道峰区 ドボンロ666) 
> 対象 :結婚移民者 15名 
> 内容 :結婚移民者の韓国生活 適応を助けるため  

    道峰区 地域機関 見学が進行されます。 
            - 機関紹介 
            - 火災予防及び非難要領 

 ※13時 15分に道峰区民会館前でバス（公共交通）に乗って 
 一緒に移動します  
    

> 日時 :3月10日（金）14:00 ~ 15:30 
> 場所 :道峰女性センター、道峰育児総合センター 
   (ソウル市 道峰区 パンハクロ12道28) 
> 対象 :結婚移民者 (先着順 15名) 
> 内容 :結婚移民者の韓国生活適応を助けるため  

    道峰区 地域機関 見学が進行されます。 
            - 機関紹介 
            - 機関サービス案内 

結婚移民者通訳・翻訳サービス事業 

韓国社会適応教育＿上半期 生活金融教育 

韓国社会適応教育 
①道峰女性センター、育児総合支援センター 
②道峰消防署 



 
> 日時 :3月18日(土) 10:00~13:00 
> 場所 :道峰区庁16階多目的会議室  
> 対象 :幸福   、幸福 Writer  
> 内容 :発足式及び奉仕団基本素養教育  

 
> 日時 :4月29日（土）  10:00~15:00 
> 場所 :ブッカン山 国立公園  
> 対象 :ヘンボクピッ,幸福Writer  
> 内容 : インガンウオンと 一緒にする外出 

> 対象 :就職を希望する結婚移民者  
            ※韓国語中級以上 

> 期間 :2017年1月～2017年12月  

> 方法 :電話または来訪(予約必要)  

センターでは就職を希望する結婚移民者に就職相談、就職情報提供、
訓練機関連携など就職支援サービスを提供します。 

多様な統合家族が一緒にする家族愛、地域愛を実践する文化体験

プログラムを進行します。 

> 対象  

   - 3月 :小学生の子供と一緒に参加する家族  

   - 4月 :乳幼児期の子供と一緒に参加する家族  

>期間 :3月22日 (水) 19:00-21:00,  

    4月18日(火) 18:00-20:00 

> 内容  

   - 3月 : カリグラフィー 

   - 4月 :身体活動 

> 対象 :勧告居住3年以上であり、韓国語能力3級以上の結婚移民者 

> 内容 : ‘私’理解すること(自身の性格/興味/適正調べる,長所短所探

しなど) 

> 場所 :第2教育場 (道峰区民会館2階) 

> 日時 :3月21日 (火) 14:00-17:00 

居住期間によって生活の困難も異なってきます。 
居住期間3年以上であり韓国語能力3級以上の結婚移民者を対象に“自分
探し„-“大丈夫な職探し”-“堂々とした親になる”韓国社会定着段階パッ
ケージを進行します。 

未来設計を通して正しく楽しい未来を準備してみますか＾＾？ 

> 日時 :3月21日（火）、23日（木）14:00~18:00 
> 場所 :センター第１教育場  
> 対象 :韓国語高級以上、結婚移民者 
> 内容 :運転免許証資格証取得のための筆記試験準備 

家族と一緒にする地域共同体 

結婚移民 者就職支援 

結婚移民者 運転免許証取得教育 

結婚移民者 定着段階パッケージ 

家族奉仕団  発足式 

家族奉仕団 障害者 外出 

家族愛の日 



子供ケア 支援事業 

親の共働きなどの事由で養育の空白が発生した家庭の満12歳以上の児童を対象に、子供ケアが探しにいくケア

サービスを提供し親の養育負担を軽減して施設保育の死角地帯を補完していく事業です。 

区分 時間制 サービス 日中制 サービス 

サービス 

対象 
生後3ヶ月~満12歳 子供がいるサービス希望家庭 

生後3ヶ月~36ヶ月 子供がいる共働き、就職片親、多

子女家庭など  

サービス 

内容 

遊び活動、保育施設及び学校等・하원,  

簡単な급·おやつ, 臨時保育など 

※ 総合型:児童関連 家事活動 追加 

離乳食、哺乳瓶の消毒、おむつ替え、お風呂など  

乳幼児の世話と関連のある活動全般 

※ 保育教師型: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ウォン ~ 6,500ウォン (消毒及び児童年齢による差等 支援) 

プログラム問い合わせ及び受付 : 
995-6800 

私たち家族の幸せのパートナ- 
道峰区健康家庭・多文化家族支援

センター 

子供ケア 支援事業 


