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私留学生の民健康保険料に月額700円の補助がもらえます

You can get a suBSIDY(Finandal Help)for Nauonal Health lnsurance!
・P"vately・funded lnternauonalstudents only・
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(2019年7月中句支給予定)
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■補助支給日まて京都市内に住んていること
がくが(なι

■京都市内にある大学・短期大学に在学していること
)がくぜ 1- J つ1よくきん、'.ーぜし、'、 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
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■在留資格が留学てあること
ーく':.1U :1/."'う.3 .、. J -.きょ7亡 」

■京都市の国民健康保険に6力月以上加入していて、
'.,.'う」 、の J

保険料を滞納していないこと
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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 ourwebsite

http://^.kcif.orjp/ryusite
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公益財団迭人都市国際交流協会
KVOTO(rN1片「ER"4「10"aιFOU"D4Tゆ"

京都市左京粟田口,居町2番地の1
TEL 075-752-3511 FAX 075-752-3510
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もうしみ

■Have been insured by National Health lnsurance for
the ねSt six months or more and "ving in Kyoto city
Until the day of subsidization

■Be enr011ed at a c011ege or university in Kyoto city.
■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
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Start 1ゆ,・

備勗第をしたことがある
Have you evera叩lied
伽e subsidy?

Yes

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

こくほ

条総樹學塑搭編サイトのIDを
舟ってぃる。
Do yⅨ.1alr日創y heve 8n lD 自tYY,Ⅱnt
On a,1rKyoto ln加m日睦01'服IS加d印畑
In佑rrn日Ⅱα"1S詮e?

NO

Yes

ず1つし.紳など難'静がある
Ne 廿lereany dlanges toyour
Person日Πnm「Π田Ⅱon?
(eg.d旧n9e of add榔S, sd'100IS)

Yes NO

欝學茎鞍サイトにログィン、
空'.

髄1を・'"'した歪で'
Plea鶚 intoourKyomlntemauoal

in伯肋ation and r的 Ster a伽ln.

※により、帰争建朝をする園、
「諜^のも簸れず難してください。
YOUS加U!da1即d旧叩日your伽畑d radU創
On"Basic!nf0 託your訓anr1師 r日無lm :a加加your
伽Unby玲d旧ng司.

岑尚第'の鍵はありません。
淡は2019笙9肖に甫"して下さい。
You do not need make thi38即licetion.
P1卵鵠 appN in sep.2019 佑r廿le 8U始idy.

2018笙9肯に革齢をした
Did yoU 8Pply 廿le subsidy in
September,2018?

Yes

括しょいしせい

NO ゆうちょの口座を持っている
Doyou heveanyecmun船 Under
the Japan P蜘t Bank?

Yes

ぎんこう

シヨン

Subsidy application

こらぎ も

NO

きト

ゆうちょ゛の目屋を筰哉
Pleese ⅥS社anyJeP合n post
Bankbmn●日ndopenen
a^Unt.

NO 糸需轡學塑縮サイトの旧を筰畿
Plea鉛ⅥSitourKyoto ln畑ma酋on引
StLlden語 lnmΠ間UorlS赴earld mgiS御'
forywr new lD.

公益財匪去人京都市国際交1 協会
乳VOTO(rwlK「駅闇TIOMLFOU"開η0"

条需轡學塑、サイトιこログィン、
鞭な'金筋Lて
P恰ヨSe login toour K.1S.1S社e aM
en也ryourin伯n始面n and regi駄引.

示都

'"肌"と欝コピー、HPの論齢莞子"箇
をプリントアウトしたものを尖學に、宙
Subrnit P卜10tompies of your h舶1けlinsuran伽
伽rd and 加nkbook a ham⑳Pyofthe市nal
伽mpletion 開ge.

Kyoto lnternatio a1εtu ents lnformatio
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学佳佳尭

日本語

Completed!

応境します!
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