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私留学生の民健康保険料に年餌00円の補助がもらえます

You can get a suBSIDY(Finandal Help)for Nauonal Health lnsurance!
・P"vately・funded lnternational students only・
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(2019年1月末支給予定)
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■補助支給日まて京都市内に住んていること
で、がく・いが(くな 1' J、

■京都市内にある大学・短期大学に在学していること
二うがくき゛、 J つ:.J・(゛.1-"く'ー.L 1

■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
一 ',」うがくし:゛く'専:

■在留資格が「留学であること
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■京都市の国民健康保険に6力月以上加入していて、
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保険料を滞納していないこと
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申込はインターネットから
Please apply through ourwebsite

http://^.kcif.or.jp/ryusite

開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.
冒Must be a self・paying student who is not receiving any
kind of large scholarship from Japanese goverment or
elsewhere.

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

■Have NOT failed to pay N.H.1. premiums in the past

市国際交流会公益財団迭人
Kリ0TO (rN 1仟「ER"4「10"aιFOU"D4T冷"

京都市左京粟田口鳥居町2番地の1
TEL 075-752-3511 FAX075-752-3510
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NO昨年申請をした
Did yotldaim
the subsidy last y田r?

Yes

赳

しんせ、じょ様琢

保補 シミユレ
FI0、ⅣChad for National Hea11h lnsurance

贇誉學塑補纎サイトの旧を
持ってぃる。
Doya.1already 始V8 an lDa^Unt
On a.1r Kyoto lnt引始廿onal Sれ,,den畑
In佑Π始酋011 Site?

Yes

す1づし・撞學など養"鰄がある
Ar6 there any cheng嘩 to your
Personalinf0汀na廿on?
(eg.change ofaddre部, sch的IS)

Yes NO

シヨン

Subsidy application

景智學奎糯縮サイNてログィン、補鞍だ"
企し、臼虐や葆隆の補鞍畜劣したヱて
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ya.1rJ8Nn P備tB8nk 8rld NationalH舶出1
1船Urance de始i胎且nd registeragain.

により、面争硬鞘を鞭する口、
のも慧れ してください

景舘學星サイトのIDを筰哉
P1舶Se Ⅵ引t a.1r Kyoto lntemational
Stud印船 lnkxn捻bon si也arldreg玲回
foryour new lD.

ゆうちょ銀行の口座を持っている
^you have8nyec^.1n給 Under
廿le Japen post Benk?

Yes
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ゆうちょ齢の臼盧を筰箴
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P槍a鵠 VisitanyJ8Pan P凶t
Bankbrandland 0舶n an
a^Unt.

糸欝轡學星補紺サイトにログィン、
験な裕繊金筋Lて昼録
P1舶鉛 10gin t0 α.1r K.1S.1S詮θ日nd
印t引yourin向Π間吐on arld ^ister.

公益財匪去人京都市国際交流会
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葆陵盆ε霜コピー、HPの冷都欝デ画倫
をプリントアウトしたものを失孳に"檎
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Subm祀 Photocopies ofyour1陀alth insuranm
Card and bankbook hard 卯Py ofthe
Completion sa'e印 to your unNersity.
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