
道峰家族センター9月プログラム案内紙
▶多文化家族支援部

⊙多文化子女未来設計の為のプログラム‘セイママ’

•日時: 4月~11月週1回
•対象: 多文化家族 小学 低学年
•内容: 3カ国(ベトナム,中国 , 日本) 結婚移⺠者の
⺟国⾔語能⼒強化及び多文化感受性の増進
•お問い合わせ: 内線 403

⊙多文化子女の情緒安定及び進路就職支援事業
‘ダガガム’

•日時: 3月~11月週1回
•対象: 多文化学齢期の子供 満7歳~18歳
•内容:多文化学齢期の子供対象情緒支援個人相談
及び進路,就職探索専門機関連携大学生メントリン
グを通じた学習動機誘発
•お問い合わせ: 内線 403

⊙多文化子女就学準備学習支援〈すべて学ぶ〉’

•日時: 3月~12月 月 1~3回
•対象: 就学前子供,小1-3学年子供
•内容: 基礎ハングル授業（ハングル文字,単語の
読み書き）基礎数学授業 (数字, 四則演算, 図形),

学校生活案内授業
•お問い合わせ: 内線 404

⊙多文化家族訪問教育

•日時: 年中常時 (週2回)

•対象:初入国5年以下結婚移⺠者, 途中入国子供,           

満3歳~12歳子供
•内容: 家族訪問を通して1:1 で段階別韓国語教育, 

妊娠期 –乳児期-児童期⽗⺟教育, 多文化家族の
子供対象,子供の生活サービス提供
•お問い合わせ: 内線 401

⊙⾔語発達支援サービス

•日時: 年中常時
•対象: 満 12歳以下多文化子女または外国人, 北朝
鮮離脱住⺠子女
•内容: 多文化家族の子供達の⾔語発達評価と授業
•お問い合わせ: 内線 204,205

⊙結婚移⺠者 通訳サービス

•日時: 年中常時
•対象: 多文化家族
•内容: 結婚移⺠者も為の様々な通訳,翻訳サービス
の支援,家族間のコミュニケーション及び危機状況
の緊急支援など同行通訳が可能
•お問い合わせ: 内線 402

⊙韓国語勉強会

•日時: 4月~11月
•対象: 初期入国結婚移⺠者
•内容: 週1~2回韓国語奉仕と共にする韓国語勉強会
最大1:3 オフライン支援
•お問い合わせ: 内線 405

⊙結婚移⺠者早期適応プログラム
•日時: 毎月 2回
•対象: f-6取得(希望者) 結婚移⺠者
•内容: 結婚移⺠者入国初期に経験する困難
メンタリングによる解消
基礎法秩序/ 韓国社会適応情報/ 家族間相互理解
•お問い合わせ: 内線 408

⊙結婚移⺠者コンピュータ教育
ITQ資格証準備(ハングル)

•日時: 9月~10月
•対象:結婚移⺠者
•内容:結婚移⺠者コンピュータ教育及び
ITQ ハングル資格証準備
•お問い合わせ: 内線 405

⊙結婚移⺠者就職支援_就職特別講義

•日時: 9月~10月
•対象:結婚移⺠者
•内容:結婚移⺠者対象の就職情報、⽤語、職場生活
マナー、就職に必要な情報提供
•お問い合わせ: 内線 405

⊙結婚移⺠者の⼒量強化、下半期の韓国語教育

•日時: 8月~12月
•対象:結婚移⺠者および中途入国子女
•内容:結婚移⺠者の⼒量強化のための韓国語教育
•お問い合わせ: 内線 405



⊙ソウル家族学校児童期保護者教室

•日時: 9月5日(月)~7日(水) 10:00~12:00

•対象: 児童期の子供を持つ養育者
•内容: 自尊心/デジタル性暴行予防教育（性教育）
デジタル機器の使⽤指導など⽗⺟教育
•お問い合わせ: 内線 503

⊙道峰区お⽗さん学校⻘少年期⽗⺟教育

•日時: 9月 6日(火), 7日(水) 19:00~21:00

•対象: ⻘少年の子供を持つ養育者
•内容: 子供の進路/性認知感受性及びデジタル性
暴行予防教育に対する⽗⺟教育
•お問い合わせ: 内線 503

⊙ソウル家族学校新婚夫婦教室

•日時: 9月 17日(土), 24日(土)

•対象: 結婚7年以内ソウル生活圏新婚夫婦(事実婚含)

•内容: 財務教育, 葛藤と対話法, 性教育など新婚夫婦
のための教育
•お問い合わせ: 内線 503

⊙子供たちの創造⼒プログラム ‘創意魔術科学’

•日時: 9月毎週木曜日
•対象: 小学校低学年(8-10歳) 児童
•内容: 美術と科学を融合させた創造⼒増進プログ
ラム
•お問い合わせ: 内線 302

▶家族共同体支援部
<単身世帯支援チーム>

⊙単身世帯相談 ‘ひとり相談所’

•日時: 年中常時
•対象: (予備)単身世帯
•内容: (予備)単身世帯の心理情緒支援のための相談
(週1回, 50分, 6会期無料)

•お問い合わせ: 内線 501

⊙単身世帯集会 ‘ボンランチェ'

•日時: 6月~11月
•対象: (予備)単身世帯
•内容: 小グループ内の様々な余暇文化活動のための
定期的な自助会
•お問い合わせ: 内線 502

⊙ニコニコビーガンライフ

•日時: 6月~11月
•対象: 2~30代女性 1人
•内容: 健康なビーガン文化形成のための女性一人
暮らしの集まり
•お問い合わせ: 内線 502

<ケア共同体チーム>

⊙共同教育分かち合いの場

⊙⽗親の養育参加および子供との関係増進のための
教育文化プログラム ‘趣味⽗子'

•日時: 9月 17日 (土) 10:00~12:00

•対象: 小学校低学年の子供と⽗親
•内容: ⽗親-子供共同文化づくりのための
‘フラワー工芸’体験実施

•お問い合わせ: 内線 304

⊙共働き家庭の親の自尊心向上のための教育プログ
ラム ‘自我探訪＇

•日時: 9月毎週土曜日
•対象: 共働き家庭(共働き準備家庭を含む)

•内容:仕事と生活をバランス良く導いていける
よう共働き家庭の問題解決能⼒を高められる⽗
⺟教育
•お問い合わせ: 内線 301

⊙環境キャンペーン
•日時: 9月
•対象: 道峰区家族
•内容:9月わが町環境守り ‘土地守りビニールのな
い道峰区’
•お問い合わせ: 内線 302

•日時: 年中常時
•対象: 養育者と児童
•内容: 共同教育分かち合いの場を利⽤する安全な
保育空間の提供、養育者の保育共同体のための助
け合い募集及び活動支援
•9月平日プログラム: ‘伝統遊び！‘体験
•9月週末プログラム: ‘伝統透かし彫りの灯’作り
•お問い合わせ:

-1号(倉洞店)   内線301        -4号(道峰店)   内線304

-2号(本 店)   内線302        -5号(双門店)   内線305

-3号(放鶴店)   内線303        -6号(倉2洞店) 内線306

⊙第11回ドダムドダム遊び(全体集会)

•日時: 9月
•対象:乳幼児を持つ家族
•内容: 多文化講師と共にする伝統衣装体験
•お問い合わせ: 内線 302



▶家 係

<家族相談チーム>

⊙家族相談

•日時: 年中常時
•対象: 相談を希望する家族
•内容:

家族相談,個人相談,離婚前後相談,児童相談,

妊娠出産葛藤相談,無料相談提供:

1人個人相談 6会期/2人以上家族相談 10会期
(ソウル家族相談支援事業)

-対面/非接触/画像/電話相談提供
•お問い合わせ: 内線201,202,203

⊙結婚検診

•日時: 年中常時
•対象: 関係点検を希望する夫婦
•内容: 定期的な夫婦関係検診を通して健康な夫婦
関係を作り,客観的な測定による夫婦関係を点検
•お問い合わせ: 内線201,202,203

⊙バイリンガル環境づくりプログラム

•日時: 年中常時
•対象: 多文化子女
•内容: 家族内で乳幼児期から自然にバイリンガル
でコミュニケーションできる環境を整え,子供の健
康的なアイデンティティ確立とグローバル人材に
成⻑できるよう支援いたします.

•お問い合わせ: 内線407

⊙多文化家族⾔語遊び場(ベトナム語, 中国語, 日本語)

•日時:4月~11月月2回(全16会期)

•対象: 配偶者または多文化家族
•内容: 配偶者対象 妻の⺟国語と文化講座
•お問い合わせ: 内線407

<事例管理チーム>

⊙家族の⼒量強化&事例管理

•日時: 年中常時
•対象: 中位所得 100% 以下の (孫)子供がいる家庭
(低所得, 片親, 未婚の⺟.⽗, 北朝鮮離脱住⺠, 多文化
家族, ⻘少年の⽗⺟)

•内容: 子供の学習情緒に対応, 緊急な子供の世話, 

心理情緒支援など
•お問い合わせ: 内線206,207,208

⊙小商工家族事業

•日時: 6월~11월
•対象: 道峰区内の店舗運営または店を運営する道
峰区居住家族
•内容: 防疫物品支援, 家族コミュニケーション点
検支援,家族文化体験支援,カスタマイズ情報提供
および資源連携
•お問い合わせ: 内線206

⊙元家庭機能回復支援事業

•日時: 5月~12月
•対象:本来の家庭機能回復を希望する家族
•内容: 面接交渉, 親.児童相談, 子供関係改善
プログラム, 生活支援サービス, 事後管理
•お問い合わせ: 内線213

▶ 家

<養育支援チーム>

⊙ 供ケア

•日時: 年中常時
•対象: 満 3か月以上満 12歳以下の児童
•内容: 共働きなどの理由で養育ブランクが発生し
た家庭に子供ケアが訪れるケアサービスを提供
•お問い合わせ: 内線 801,802

*アクセス

道峰区家族
センター

•電話: 02-995-6800

•ファックス: 02-995-6014

•位置: 道峰区⺠会館 2階
(ソウル特別市道峰区道峰路552)
※コロナ 19 ウイルスの関係上日程は変更になる場合が
あります。.

道峰家族
センター




