
本部 オリニ土曜学校東部教室 荒川区生涯学習センター 4/13～3/14 第2・4土 15:40～17:40 幼・小・中 03-3454-4711
オリニ土曜学校 4/13～3/22 第2・4土 14:00～14:40 小 03-3992-5577練馬支部 オリニ土曜学校 支部会館 4/13～3/22 第2・4土 14:40～15:30 幼 03-3992-5577
幼児クラス 4/1～3/31 第1・3土 10:00～12:00 幼 03-3736-7061大田支部 低学年・上級 支部会館 4/1～3/31 第1・3土 10:00～12:00 小 03-3736-7061

江戸川支部 オリニハングル教室 支部会館 4/6～3/28 土 11:00～13:00 幼・小 03-3650-7701
オリニ土曜学校 4/2～3/30 月 16:00～17:00 幼・小・中 03-3833-9905
オリニ土曜学校 4/3～3/25 水 17:00～18:30 幼・小・中 03-3833-9905台東支部
オリニ土曜学校

支部会館
4/5～3/27 金 15:30～16:30 幼・小・中 03-3833-9905

東京

品川支部 オリニハングル教室 支部会館 2/2～12/21 土（月2回） 15:00～16:00 幼少中 03-3788-6091
神奈川 神奈川韓国綜合教育院 横浜土曜学校(幼児) 教育院 4/1～3/31 土 14:00～16:45 小・中・高 045-753-2021
千葉 千葉韓国学園 オリニ土曜学校 本部会館 4/6～2/15 1･3土曜 10:00～12:10 幼小中高 043-241-2662
山梨 本部 オリニ土曜学校 本部会館 1/19～12月末 土 11:00～12:30 幼小中高 055-228-8814

茨城民団ハングル教室 4/1～331 月 17:00～18:00 小 029-221-3337茨城 本部 茨城民団ハングル教室 本部会館 4/1～3/31 水 18:00～19:00 中 029-221-3337
オリニハングル教室 1/1～3/31 土 10:00～11:30 幼小中高 048-832-3198さいたまハングル学校 オリニ書道・工作教室 本部会館 1/1～12/31 土 12:00～16:00 幼小中高 048-832-3199
オリニハングル教室 1/1～12/31 木 17:00～19:00 幼小中高 048-251-6874川口ハングル学校 テコンドー教室 支部会館 1/1～12/31 火木金 19:00～21:00 幼小中高他 048-251-6875

東部ハングル学校 オリニハングル教室 稲荷公民館 1/1～12/31 土 9:30～11:30 幼小中高 048-931-8340
オリニハングル教室 1/1～12/31 日 13:00～15:00 幼小中高他 049-222-5571

埼玉

西部ハングル学校 テコンドー教室 支部会館 4/1～12/31 日 15:30～17:00 幼小中高 049-222-5572
オリニハングル教室 4/1～12/31 第2・4日 10:00～11:40 幼小 054-272-6660静岡 本部 TOPIC準備クラス 県本部会館 4/1～12/31 第2・4日 10:00～11:40 中高 054-272-6660

長野 本部 オリニ土曜学校 県本部会館 5/1～12/31 土（月2回） 14:00～16:00 幼小中 0263-33-6858
新潟 本部 オリニ土曜教室 本部会館 5/1～12/31 土（月2回） 14:00～16:00 幼小中 025-244-2942
宮城 本部 ﾊﾝｸﾞﾙ学校 本部会館 4/1～3/31 土 13:00～17:00 幼小中高 022-263-6961

北海道韓国学園 オリニ土曜学校 会館 4/13～3/21 年30回 10:00～11:50 幼小中 011-511-8932
よちよち歩き 支部1階 4/1～3/31 土 10:30～12:00 幼 0166-22-8656北海道 旭川支部 訓民正音 支部2階 4/1～3/31 土 10:30～12:00 小中 0166-22-8656
幼稚部 4/13～3/14 土 9:30～11:15 幼 052-452-0321
初等部 4/13～3/14 土 9:30～12:15 小 052-452-0321愛知 名古屋韓国学校
中・高等部

名古屋韓国学校
4/13～3/14 土 15:30～17:00 中・高 052-452-0321

コリアン・アカデミー コリアン・アカデミー 支部会館 4/17～3/13 水・金 17:00～17:50 小 06-6712-1731
生野南支部 生野南オリニ教室 支部会館 4/8～3/31 月 16:30～17:15 小 06-6712-6123
民団布施支部　東大阪国際
共生ネットワーク 布施オリニバン 支部会館 4/1～3/31 土 13:00～15:00 幼小中 06-6782-6401大阪

八尾支部 八尾オリニバン 支部会館 4/1～3/31 土 10:30～14:00 幼小中 072-949-1521
兵庫 兵庫県本部 オリニ土曜学校 本部会館 4/13～3/28 第2･4土 14:00～16:00 幼小 078-642-6303
奈良 民団奈良県本部 オリニ土曜学校 韓国人会館3F 4/6～3/21 第1･3土 10:30～12:00 幼小中 0742-34-5067～8
広島 広島韓国学園 オリニ土曜学校 広島韓国会館 4/13～3/14 土 13:00～16:00 幼小中 082-264-2345

倉敷支部 オリニ土曜学校 支部会館 3/1～2/28 土(隔週) 14:00～15:30 小 086-444-6756
オリニ教室 3/2～12/14 土(隔週) 10:30～12:00 小 086-231-0096岡山 岡山韓国教育院 オリニ教室 本部会館 3/2～12/14 土(隔週) 10:30～12:00 幼 086-231-0096
オリニ週末学校 本部会館 2/10～11/23 隔週土日 13:30～15:00 小中高他 0852-26-6830島根 本部 オリニ週末学校 浜田市公民館 1/15～12/17 毎週火 18:00～20:00 小中高他 0852-26-6830
土曜学校 4/1～3/31 土 9:30～12;00 小中 083-268-1404山口 下関韓国敎育院 土曜学校 下関韓国敎育院 4/1～3/31 土 13:30～15:00 小中 083-268-1405

福岡支部 オリニ土曜学校 支部会館 1/6～12/31 第2・4土曜 10:00～11:30 幼小中 092-431-7461福岡 門司支部 オリニ土曜学校 支部会館 4/1～3/31 土 10:00～13:30 幼小中高 093-381-8456
沖縄 本部 オリニ土曜学校 支部 1/1～12/31 土 10:00～12:00 小 098ｰ863ｰ3166


