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私費曾学生の国民健康険'に肩額700円の補勗がもらえます。
You can get a suBSIDY(Finandal Help) for National Health lnsurance!

・P"vately・funded lnternational students only・
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申込期間:月日
がつちゅうじゅんしきゅうよ ていねん

(2侃0年1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
、1'(・、、(,、・ L ,

■京都市内にある大学・短期大学に在学していること
゛4 f L・ニ.(!1"上,"L、匡・、,ぜ、、.;、 ー;コ

■日+政府の奨学金以上の額の奨学金をもらっていないこと
',:つ:ー(コ

在留資格が「留学」であること
く子、1" 1-1" つ

■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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俣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 ourwebslte

http://WWW.kcif.or.jp/ryusite
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申込の条件 Conditions
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公益財団法人京都市国交流協会
KVOTO (1Tリ1俳ER"4「10葬酉LFOU"D4「10"

京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL 075-752-3511 FAX 075-752-3510

■Have been insured b National Health lnsurance for

the last six months or more and living in Kyoto city
Unt" the day of subsidization

■Be enr011ed at a c011ege or university in Kyoto city
豊Must be a self・paying student who is not receiving any
kind of large scholarship from Japanese goverment or
elsewhere.

■Must have

■Have NOT
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"student" visa as a status of residence.

failed to pay N.H.1. premiums in the past
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StaYt 1ゆ,,
きくねA, E 証じょ LA,せ、、

扉年度補助申,をした NO
Did you daim
the sU加idy last y舶r?

Yes

保裕助卓藷シミュレ
こく

玉

FI0、ⅣChart for National Health lnsurance

きょうとり0う"くせち、じょ弓ほ号

条都曹学生情報サイトのIDを
持ってぃる。
Doya.1alr日日dy have an lD a^Unt
On a.1rKyoto lnt剖M註onalS加den婚
InfonM而on si加?

Yes

す1つ趣し・挫學な艦量'"がある
Are the「日日nychangesto your
Personalin佑ma60n?
(eg.change ofaddιUbご, sch伽IS)

NOYes

ション

Subsidy application

薫雑轡坐牟ササイトKロブゴン、1欝を裕
嵳し、目倭や葆隆の補鞍を叉労U江て

需^.翻麹詳籍翻緜謡籍yourJaP田IP伽t BankaM NetlonalH舶ml
Irlsurance de始ils end register agein.

0 景蔀轡學星悟縦サイトのIDを筰哉
Please ⅥSit our Kyoto lntemaⅡonal
St加印姶 ln佑rr胎ha'1S詮e and r的ister
foryour new lD,

※

ゆうちょ鋤テの口座を持っている
Do you have anyaccounts under
廿玲 Japan P備t Bank?

es
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Uld a^ d袷「四e your
Ie加m1 ' your

ぎんこう こうざ

NO

ゆうちょ欝子の臼盧を筰哉
P恰aseⅥSlt enyJapan post
Bankbranchand oNn an
a伽Ount.
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条需轡學星、゜サイトにログィン、
験なゞ父屶Lて昼
Ple部e login to our KIS.1Site aM
enterywrinforr始Ⅱon and re9ister.

公益財団迭人京都市国際交流協合
Kリ0TO(Πリ1"'「駅N4「ゆ伽LFO{1"NTI0"

葆乢'、欝候のコピー、HPの冷竺欝孚論
をプリントアウトしたものを矣孳に畏宙
Subm北 Photocopies ofyourMa龍h insuranm
Card and bankbook, hard copy ofthe
Comple而on sa'een to your univerS此y

示都留子
督'

「

ents ln or〔nation iKyoto lnternatio a.,,、 s t u

●8.

Comple e

学佳 佳尭応綴します'
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