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私費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 National Health lnsurance!
・P"vately・funded lnternational students only・
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申込期間:月日 ^
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(2018年7月中旬支給予定)
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圃補助支給日まて京都市内に住んていること
L◆ 1-電一

劃京都市内にある大学畉豆期大学に在学していること
が(、ん がく ι(き',."ーぜし、ふ 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
ざいり"うしがく リ壮うがく

■在留資格が「留学」であること
き'うとー こくみん【1んこうほ:; 1" か:ナ?いし」うかに゛う

罰京都市の国民健康保険に6力月以上加入していて、
た乢、のう1ι.゛'り'う

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 our website

http://^.kcif.or.jp/ryusite
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申込の条件 Conditions
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公益財団迭人京都市国交流協合
Kリ0TO(rrvlmER耽4「10N俳 FOU"D4TI^

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
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■Have been insured by Nauonal 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 student who is not receiving any
kind oflarge scholarship from Japanese goverment or
elsewhere.

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

脚Have NOT failed to pay N.H.1. premiums in the past.
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衛勗苗語をしたことがある
Have you eV引a即led
伽e subsidy?

Yes

こくばほしょしんせい

国保補助申請シミュレーション
Flowchad for National Health lnsurance subsidy application

2017笙9肯に第"'をした
Did you apply 廿le sU加idy in
September,2017つ

Yes

NO ゆうちょの口座を持っている
Doyou have an aC伽Unts under
theJapan P伽t ank?

Yes

ぎ'、こうこらぎ

NO

条翻轡學塑'鞍サイトのIDを
舟ってぃる。
Do yⅨ」 al『eady hevean lD acmunt
On o{1r Kyoto ln始ma註or旧Istuden煽
Inmrr胎Ⅱon S詮e?

Yes

ず1つ愈し.撞孳など量=、がある
Ar日出日re anydlenges to your
Person81inmrr閥駈on?
(eg.change ofaddr郎S, sch伽IS)

Yes NO

条蔀轡學茎捨鞍サイトにログィン、
"、'釜'した歪で昼'

Plea3e intoourKyoto lntemaU伽1
Studen槍 n佑mla管on si也. upda炮 your
n伯rmation and r的ister aga n.

、

※により、角宇礎朝を難する蛯、
のも簑れず難してください。「

YOU8,tould alsod狙叩日yourda加d r加Uauon
On"B郎iclnfo"ifyourplann側 m加mla加如your
mun訂yisd旧ng司.

谷尚革の祺はありません。
茨は2018互9月に甫して下さい。
You do not need make thls apP1閉tlon
Plea鵠 apply in sep.2018 佑r 廿le subsdy

NO ゆうちょ毛の日'を筰哉
P恰aseⅥS託a"yJa開n post
Bank br8ndland oP6n an
ac^Unt.

NO 条爺轡學塑サイトのIDを筰哉
P恰ase ⅥSit our Kyoto ln始metional
Studen嬉 1ΠmnM廿on S始 arld mgister
foryour new lD.

公益財団逃人京都市国交流令会
KVOTO (rrV1肺「駅"訂10MLFO{1N閲'「10"

条爺轡學奎サイNこログィン、
鍵な檎鞍倉父屶Lて
Please login to our K.1S.1Site arld
enteryourinformaⅡon and regi引引

示都留{生情報サイト

'"肌"と謝'のコピー、HPの論出'莞予'画論
女、、が( 、、し.つ

をプリントアウトしたものを大学に出
Subrnit photocopies of your h舶壮h insurance
始「d and 始nkbook, a hard⑳Py ofthe 而nal
Completion page

Kyoto lnternatio aレStu ents lnfor
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