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享生国保桶助
RyugakU5ei κ口kuh口 H口i口

生の民健康保険に月700円の補助がもらえます私

You can get a suBSIDY(Finandal Help) for National Health lnsurance!
・privately・funded lnternauonal students only・
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¥鰯卸ぢ゜首~4肖10首
がつちゅうじOA,しきゅうねん てい

(2017年7月中句支給予定)

げつがく えん

臣補助支給日まて京都市内に住んていること
0 ■.- L

■京都市内にある大学・短期大学に在学していること
し;う tよくきんいじ:う き!"に証んぜじふ

■日本政府の奨学金以上の額の奨学金をもらっていないこと
ざいり.コうし1!、< り,二うがく

■在留資格が「留学てあること
き」ラと t,,」フ、〕」うか【-0うC く三ナ1_:; 1,'

■京都市の国民健康保険に6力月以上加入していて、
.11」ι」JU. か

保険料を滞納していないこと
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公益財団迭人京都市国際交流協会
KVOTO(rNlm重R耽酉「10"aLFOU"D4TI0"

京都市左京区粟田口川居町2番地の1
TEL075-752-3511 FAX 075-752-3510

申込の条件 Cond川ons

1二つ

しご,

■Have been insured by National Health lnsurance for
the last six months or more and living in Kyoto city
Until the day of subsidization.

■Be enr011ed at a c011ege or university in Kyoto city.
■Must be a self・paying S加dent who is not receiving any
kind oflarge scholarS川P from Japanese goverment or
elsewhere.

■Must have " student" visa as a status of residence

冨Have NOT failed to pay N.H.1. premiums in the past.
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申込はインターネットから
Please apply through our website

http://^.kcif.or.jp/ryusite
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Start1沙

宿助卓をしたことがある
Have you eV引applied
伽e subsidy?

Yes

こくばほしょしんサい

国保補助申請 シミユレ
Flowchad for National Health lnsurance

2016笙9肩に第、をした
Dld you apply the subsldy in
September.2016?

Yes

NO

しんサい

ゆうちょーの口座を持っている
Do you have any aC卯Unts under
th6 Japan P備t Bank?

Yes

ぎんこ

NO

ション

Subsidy application

こらぎ

条翻轡學星鞍サイトιこログィン、
'亀'讐'した至で昼録

;1念1::ξ、〒1%笄、11%、f態、1;.10;『'1: y;、、
in伽rmation and regist引 agam,

争器鞘を するにより、※ ^、

「鱗'の翠^倉も簑れず難してください。
Youshoulda1即CM ayour伽憶d r訓UaⅡon
On"Ba密Cln佑'靜yourplann側内加m a加切y01'1r
^n訂y恰d服ng劇.

谷固羊藷の鍵はありません。
茨は2017笙9盲に蚤論して下さい。
You do not need make this a叩licetion.
P1舶Se appN in seP 20IT 伽「廿le subsldy

条謹樹學塑、鞍サイトのIDを
捲ってぃる。
Doya'1already heve an 伯日C卯Unt
On 01'1r Kyoto lntema註onelS如den船
In仙'r始廿orlS託B?

、

Yes

ず1つ愈し・擁など董"がある
A伯廿le伯 any d18ngBstoyour
Pers0闇"nmnn節on?
(eg.change ofaddress, sd'100IS)

NOYes

NO ゆうちょコの目'を筰哉
Please viS赴anyJa開n post
8ank brand'1and open en
aC⑳Unt.

NO 条葱轡學星サイトのIDを筰哉
P恰aS日ⅥSit our Kyoto lntemationel
Studen船 lnmπT旧Ⅱon site arld mgiS恰r
foryou『 new lD.

中文

公益財匪去人京都市国際交流協合
KVOTO(汀VI"T臼耽訂10MιmιlnN'「10"

条翻轡學星サイトにログィン、
鞭な'だ叉ヲ1Lて
Please 如in to our K.1S.1Sせe and
enter yoLlrinforr間Uon and r的ist引

示都ξ.学生情報サイ

襟'耻'と謝勵コピー、HPの革"莞子途箇
琵ι、が( 、、し.う

をプリントアウトしたものを大学に出
Subm壮 Photocopiesofyour h舶tけlinsuranN
Card and 加nkbook, a hardmpy ofthe 而nal
Completion page

Kyoto lnternationa、,、 stu ents lnformatio

●8.

学佳 生尭廃

日本語

Completed !

赳君

します!

I En尽lish


