道峰区家族センター 11月 プログラム案内紙
▶多文化家庭支援部
⊙夢を書く 백일장

⊙結婚移⺠者 通翻訳サービス

•日時：11/19（土）10：00〜12：00（道峰区⺠会館3階小
公演場）
•対象：結婚移⺠者及び中途⼊国⼦⼥
•内容：図書 ”긴긴밤-ルリ“,”내가 보여? ペク・ジヒ”
1) きれいな手書き：記憶に残る文章を書き写し
2) 作文初級 (400文字内外)：本を読んだ後の読書感想文
3) 作文上級 (800文字内外)：本を読んだ後の読書感想文
•お問い合わせ:内線405

⊙多文化家庭 訪問教育

•日時：年中常時（週2回）
•対象：⼊国5年以下の結婚移⺠者、中途⼊国⼦⼥、満3歳〜
12歳のお⼦さん
•内容：家庭訪問を通して1：1のカスタマイズ段階別韓国語
教育、妊娠期 - 幼児期 - 児童期の⽗⺟教育、多文化家族の
お⼦さん対象、⼦⼥生活サービス提供
•お問い合わせ：内線401

⊙多文化子女就学準備 学習支援 ‘다배움’
•日時：3⽉〜12⽉⽉1〜3回
•対象：就学前のお⼦さん、小1-3年生のお⼦さん
•内容：基礎ハングル授業（ハングル⼦⺟⾳、単語読み
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

⊙ 多文化子女の情緒安定及び進路就業支援事業

‘다가감’

•日時：3⽉〜11⽉週1回
•対象：多文化学齢期のお⼦さん7歳〜18歳
•内容：多文化学齢期のお⼦さん対象、感情支援個人相談
及び進路、就職探索専門機関連携大学生メンタリングに
よる学習動機誘発
•お問い合わせ：内線403

⊙ 多文化子女の将来の設計のためのプログラム
'세이마마'
•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）の結婚移⺠者の⺟
国の言語能力の強化と多文化感受性の向上
•お問い合わせ：内線403

•日時:年中常時
•対象: 多文化家庭
•内容:結婚移⺠者の⽅たちの為の 多様な通翻訳サービス
支援, 家族間のコミュニケーションや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学ぶ韓国語勉強会、最大
1:3オフライン支援
•お問い合わせ:内線405

⊙結婚移⺠者の器量強化、下半期の韓国語教育
•日時: 8⽉~12⽉
•対象:結婚移民者及び中途入国のお⼦さん
•内容:結婚移⺠者の器量強化のための韓国語教育
•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 :f-6
(
)結
•内容:結婚移⺠者が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

⊙多文化家庭のための簡単に学ぶ
スマートフォン活用
•
:10 ~11
•対象:結婚移⺠者及び中途⼊国⼦⼥
•内容:スマートフォン福祉/健康/金融/ショッピング
アプリ活用、スマートフォンでユーチューブ映像編集
•お問い合わせ: 内線405

⊙言語発達支援サービス
•
:
•対象:満12歳以下の多文化⼦⼥及び外国人、北朝鮮離脱
住⺠のお⼦さん
内容:多文化家族のお⼦さんの言語発達評価及び授業
•お問い合わせ:内線204,205

▶家族関係支援部
<家族相談チーム>
⊙バイリンガル가족뽐내기잔치
•
:11/19( )10:00~12:00(
区 会館3階 公
)
•対象:満12歳以下のお⼦さんがいる多文化家族
•内容:お⺟さんの国の言葉で童謡、童話、伝統文化、
私の家族、私の夢などの自由テーマで会話、歌及び
ダンスなどの映像撮影及び提出、動画審査合格者は
最終審査発表及び授賞式に参加
•お問い合わせ:内線406,407

⊙家族相談
•
:
•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:個人相談6回/2人以上の家
族相談10回(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
•
:
•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じて健康な夫婦関係を
作り、客観的な測定道具を通じた夫婦関係を点検
•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
•
:
•対象:多文化子女
•内容:家庭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、⼦供の健康なアイデン
ティティ確⽴およびグローバル人材に成⻑できるよう支援
します。
•お問い合わせ:内線407

⊙多文化家族 언어놀이터
(ベトナム語、中国語、日本語)
•日時:4⽉~11⽉の⽉2回(全16回)
•対象:配偶者及び多文化家庭
•内容:配偶者の妻の⺟国語と文化講座
•お問い合わせ:内線407

⊙家族器量強化&事例管理
•
:
•対象:中位所得100%以下の、⼦⼥（孫）がいる家族(低所
得、片親、未婚の⽗·⺟ 、北朝鮮離脱住⺠、多文化家庭、
⻘少年の両親)
•内容:お⼦さんの学習情緒支援、緊急⼦⼥保育、心理情
緒支援など
•お問い合わせ:内線206,207,208

⊙小商工人家族事業
•
:6 ~11
•対象:道峰区内のお店の運営またはお店を運営する道峰
区在住の家族
•内容:防疫物品支援、家族意思疎通点検支援、家族文化
体験支援、カスタマイズ型情報提供および資源連携な
ど
•お問い合わせ:内線206

⊙ 家庭機能回復支援事業
•
:5 ~12
•対象:家庭機能の回復を希望する家庭
•内容:面接交渉、親⼦相談、親⼦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

⊙ 家族奉仕団
•日時:11/12(土)
•対象:家族奉仕団 행복빚음이
•内容:家族単位別に直接ボランティア活動を企画し、
参加家族別に多様な特性に合う活動進行および疎通と
相談を通じて家族関係増進を図る。
•お問い合わせ:内線213

▶ 総合家族支援部

< 養育支援チーム>
⊙子ども保育支援事業
•
:
•対象:満3ヶ⽉以上満12歳以下のお⼦さん
•内容:共働きなどの理由で養育空白が発生した家庭に⼦供
の保育者が訪れるサービスを提供
•問い合わせ:内線801,802

▶ 家族共同体支援部

<<ケア共同体チーム>

<単身世帯支援チーム>
⊙単身世帯相談「마음더함상담」
•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回無料)
•お問い合わせ:内線501

⊙単身世帯の集団相談「홀로서기-⻘年」
•日時:10⽉~11⽉
•対象:(予備)⻘年1人世帯
•内容:単身世帯で健康な一人暮らしのための自己点検
小グループ相談(⻘年対象)
•お問い合わせ:内線501

⊙単身世帯の集団相談「홀로서기-中高年」
•日時:11月中
•対 :(
) 高 1
帯
•内容:単身世帯で健康な一人暮らしのための
自己点検小グループ相談(中高年対象)
•お問い合わせ:内線501

⊙ 離婚準備学校
•日時:11月中
•対象:離婚について考える成人
•内容:離婚と法律、離婚を通じて経験する私と家族の
心理的変化
•お問い合わせ:内線501

⊙ファミリーシェフ特別プログラム

⊙ 共同育児共有センター
•日時:年中常時
•対象:養育者と児童
•内容:共同育児共有センターを利用した安全な保育空間
を提供し、養育者の保育共同体のための품앗이募集及び
活動支援
•11⽉平日プログラム:LED宇宙キャンバスフレーム作り
•11⽉週末プログラム:棒菓⼦作り
•お問い合わせ:
-1号(창동점)内線301 -4号(도봉점)内線304
-2号(거점)内線302
-5号(쌍문점)内線305
-3号(방학점)内線303 -6号(창2동점)内線306

⊙祖⽗⺟-孫 子育て器量プログラム
「조부모 놀이 교실」
•日時:11⽉中に4回実施
•対象:孫を持つ祖⽗⺟及び予備祖⽗⺟
•内容:扶養育者器量強化および正しい養育⽅法認識の
ための놀이プログラム
•お問い合わせ:内線302

⊙妊娠出産を控えた予備養育者のための
教育プログラム「만나서 반가워」
•日時:11⽉中に4回実施
•対象:妊娠出産を控えた予備養育者
•内容:予備⽗⺟と胎児の間の愛着形成および情緒支援の
ための教育プログラム
•お問い合わせ:内線306

*アクセス

•日時:11月中
•対象:22年度ファミリーシェフ参加者もしくは関心のある⽅
•内容:感情コーチング及び回復弾力性に関する保護者教育
•お問い合わせ:内線503

⊙ソウル家族学校児童期⽗⺟教室
•日時:11⽉中
•対象:児童期の⼦供を持つ養育者
•内容:児童期効果的な学習⽅法/⼦⼥デジタル機器
使用指導
•お問い合わせ:内線503

⊙ 新入生保護者教室
•日時:11⽉中
•対象:学校進学を控えた予備保護者
•内容:予備小·中学生の円滑な学校適応⽅法など
•お問い合わせ:内線503

•電話: 02-995-6800
•FAX: 02-995-6014
•場所:道峰区⺠会館2階
(ソウル特別市道峰区道峰路552)
※新型コロナウイルスにより日程は変更になることが
あります。

