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You can get a suBSIDY(Finandal Help) for National Health lnsurance!
・P"vately・funded lnternationalstudents only・
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申込萠間:月
がつちゅうしゅんしきゅうよτいわん

(2021年7月中旬支給予定)
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■補助支給日まて京都市内に住んていること
、'つしし'゛L 」よ、カ(,;ん、, tか( LL'fく

■京都市丙にある矢卓・短期矢學に往學してぃること
しょっがくきんいしょつ1、偲んせいふ し'つ0、くきんか(

■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
dいリ0うしか( り,コつひく

■在留資格が「留学」であること
、゛つしし こくみんけんこう話りん がザついしょうひに0う

■京都市の国民健康保険に6力月以上加入していて、
張"んりょっ たいのう

保険料を滞納していないこと
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首~4ぢ10省

しひりゅうがくせいこくみんけんこうほけんりょうげつかくえんほしょ

私費曹学生の国民健康保険萪に肩額700円の補助がもらえます
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申込の条件 Conditions
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申込はインターネットから
Please apply through ourwebslte

h廿P://app.kcif.or.jp/ryusite

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

昏Be enr011ed at a c011ege or university in Kyoto city.
■Must be a self・paying student who is notreceiving any
kind o"arge scholarship from Japanese goverment or
elsewhere.

翻Must have "student" visa as a status of residence.

■Have NOT failed to pay N.H.1. premiums in the past.
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公益財団法人京都市国際交流協会
KVOTO (1Tリ 1"TERnaTI0耽4L FOU"DaTI0"

京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL 075752-3511 FAX075752-3510
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StaYt 1ゆ・

弟舗をしたことがある

鵬瑞炉加脚
Yes

国保補助 青シミユレ
Flovvchad for National Health lnsurance

L.

2020笙9胃に給をした
Dldy捌」即Ply伽 SU加阿yln
SeP加m加1',2mo?

Yes

1 に

NO ゆうちょ銀行の口座を持っている
Do you have any accounts under
the Japan post Bank?

Yes

京都留学生情報サイトのIDを
も

持っている。

Do you already have an 旧 account
On our Kyoto lntematjonal students
Information site?

Yes

ここうこう

引っ越し・進学など変吏項がある
Are there any changes to your
Person創 information?
(eg.change of address, schools)

Yes NO

糸習曹學茎^サイト化ログィン、
情績歯讐'した至で錢

NO

ション

Subsidy application

きょうとりゅうが(せいしょうほう

も

※瀞曇により、'角争光笙茸を養量する",、
喰珠槽編」の翠璽業百も慧れず養量してくたさい
You should also change your date ofgraduahon
On "Basic lnfo"tfyour planned retum date to your
Coun廿y is changed.

軸弟舗の護はありません。
淡は2021隼9肯に軸して下さい。
YOU伽mtr1舶dmake廿1恰apP11儒Ⅱ伽.
PI^a剛ylnsep.即21仙'伽8U加ldy.

NO ゆうちょ勘;の目屋を筰哉
Please visit any Japan post
Bank branch and open an
account.

1^窟^In^^^画^^'1r

NO 条爺曹學星情鞭サイトのIDを作成
Please visit ou『 Kyoto lntemational
Students lnformation site and reg ster
for your new lD.

公益財団迭人京都市国際交流協舎
KVOTO (1TV I"TER"aTI0"aL FOU戟D4TI0"

条都留學塗悟軸サイトにロクィン、
罫婁な補鞠を入力Lて登録
Please login to our K.1S lsite and
enter yourinformation and reglster

呆者 樹●
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Kyoto lnternationa,, stu

""、"鞍のコピー、HPの市磯ヲ,"貼
をプリントアウトしたものを尖に獲宙

bm龍両W^P榔 d ya.1r1蜘lm lr1別ran偽

mrr中恰註on 伽伽.

赳量

学生 佳尭応橿します'
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