
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Please only register for classes that you plan to attend weekly. 

 

 Please invite your friends to register.  You may copy these papers.  

 

 We are so happy to welcome you to St. Matthew International Friends.  You are our friends.  

Please ask us if you need any help. 

 

International Friends 2020-2021 

Registration Instructions 

STEP 4:  We will tell you the classes that you are in or on a waiting list for by e-mail. 

 

STEP 2:  Please choose your classes.    

 

LEVEL 1-2 ENGLISH CLASSES: 

 You may choose only one Beginning English Class. 

 If you choose a Beginning English Class, you may not choose a level 2-5 Survival, 

Conversation, or Discussion class. 

 

LEVEL 2-5 ENGLISH CLASSES: 

 You may choose one or two classes: Survival, Conversation or Discussion Classes. 

 If you choose a Survival, Conversation, or Discussion Class, you may not choose a 

Beginning English Class. 

 

BIBLE CLASSES:  

You may choose as many Bible Classes as you want. We will provide bilingual Bibles. 

 

CHILDREN’S CLASSES: 

You may choose only one Children’s Class for each child. Please see the “Age Guidelines for 

Registration” (white paper) to choose the right class for your child. 

 

ACTIVITY CLASSES: 

You may choose as many Activity Classes as you want. 

 

STEP 1:   Please decide your English level.  
 

STEP 3:  Please return the registration form. 
 

 You can e-mail, fax, mail, or return this registration form to the International Friends office.  

 Mail: St. Matthew International Friends  

2040 South Commerce Road 

Walled Lake, MI 48390 

 E-mail:  international.friends@st-matthew.org  

 Fax:  248-624-0685 

 

St. Matthew International Friends – 248-624-7676 extension 115 
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 毎週出席できる予定のクラスのみ申し込んでください。 

 申し込みの際にはどうぞお友達も誘って下さい。（申込書はコピーしてあげて下さい。） 

 インターナショナル･フレンズのクラスに皆さんをお迎え出来る事を、とてもうれしく思って 

います。私たちを友達と思って、手助けが必要な時はどうぞ気軽に声をかけてください。 
 

 

インターナショナルフレンズ 2020-2021 
申し込みの手引き 

 

ステップ 1:   あなたの英語力のレベルを決めてください。 
 ステップ 2: 参加したいクラスを決めてください。  

 

レベル 1-2 英語学習のクラス: 

 ビギニング・イングリッシュのクラスは1人につき1クラスだけ選べます。 

また、ビギニング･イングリッシュのクラスを選んだ人は、レベル２－５のサバイバル、 

カンバセーション(会話)、ディスカッション(議論会)のクラスは選べません。 
 

レベル 2-5 英語学習のクラス: 

 クラスはサバイバル、カンバセーション(会話)、ディスカッション(議論会)の中から 

１クラス、又は２クラスまで選べます。 

 サバイバル、カンバセーション(会話)、ディスカッション(議論会)からクラスを選んだ場合は、 

ビギニング･クラスは選べません。 
 

聖書のクラス:  

聖書のクラスは好きなだけ選べます。日本語/英語の2ヶ国語で書かれた聖書を差し上げます。 
 

子供向けのクラス: 

1人の子供に付き1クラスだけ選べます。"登録対象年齢"(白い用紙)を参照し、お子さんに合ったクラスを

お選びください。 
 

アクティビティ･クラス 

アクティビティ・クラスはいくつでも選べます。 

 

ステップ 3: 申込書（ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ･ﾌｫｰﾑ）を返信してください。  
 

 レジストレーションは、Eメール、ファックス、郵便、または、インターナショナルフレンズのオフィスに

来ていただく、いずれの方法でもかまいません。 

 あて先:  St. Matthew International Friends  

    2040 South Commerce Road 

    Walled Lake, MI 48390 

 E-mail:  international.friends@st-matthew.org  

 Fax:  248-624-0685 

ステップ 4: 希望のクラスにあなたが入れたかどうか、またそれがどのクラスなのか、 

         E-メール又は郵送でお知らせします。 

 

St. Matthew International Friends – 248-624-7676 extension 115 
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