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いべんと こうざめい

①イベント・講座名 1. Activity name
なまえ

②名前 2. Applicant’s name
こくせき

③国籍 3. Nationality
じゅうしょ

④住所 4. Address
でんわばんごう

⑤電話番号 5. Phone number
めーるあどれす

⑥メールアドレス 6. E-mail address

03-3715-4671

03-3715-4672（FAX）

info@mifa.jp

http://www.mifa.jp 

もうしこみほうほう

イベントなどへの申込方法
How to Apply

日本語

国際理解

イリイナさんと楽しく学ぶ！ロシア
Introduction to Russia

たんご もともと ご し

「イクラ」「キオスク」「ノルマ」これらの単語は元々はロシア語だということを知っていますか？
きょうつうてん ことば ひとびと せいかつ なか

共通点は言葉だけでなく、人々の生活の中にもあります。
らいにち ねん にほん あい はなし こうりゅう たの

来日24年、日本をこよなく愛するイリイナさんのお話と交流を楽しみましょう！

にちじ がつ か ど

日時：９月７日（土）13:00-15:00
ばしょ めぐろ くやくしょ べっかん かい

場所： MIFA （目黒区役所 別館５階）
ないよう れきし ぶんか しょうかい こうりゅうかい

内容：ロシアの歴史と文化の紹介・交流会
こうし かいいん

講師：イリイナ・ポテイニアさん（MIFA会員）
さんかひ かいいん えん ひかいいいん えん ちゃか つ

参加費： 会員 100円／非会員 300円 （茶菓付き）
ていいん ちゅう こう だいがくせい めい しゃかいじん めい しょうがくせい いか よう ほごしゃ どうはん

定員： 中・高・大学生20名 社会人20名 ※小学生以下は要保護者同伴
もうしこみ か き もうしこ みきかん でんわ せんよう

申込： 下記申込期間に、電話または専用メールアドレス（culture_cooking@mifa.jp)へ①②⑤
がくせい がくねん

（と学生は学年）をMIFAまで
もうしこみきかん がつ か げつ がつ にち にち

申込期間：８月５日（月）～９月１日（日）
こうえん めぐろく

後援：目黒区

たの まな



かい

にほんごの会くれよん
講演「台湾・ことばのびっくり箱」にほんごボランティア研修会
講師：平野久美子氏（ノンフィクション作家）
日時：７月２５日 １０時－１２時 場所：中目黒スクエア9階
参加費：会員500円、会員外1,000円 定員：45名
申込・問合せ： jcrayons@yg7.so-net.ne.jp 090-9973-8260

Date: October 26th (Sat.) 13:00-15:30  *application closed on August 25th.

Venue: MIFA                                Number of presenters wanted: 4 students      

Eligibility: to be an international student who is enrolled in a university in Tokyo

Type A   Introduction to your country, in Japanese  * MIFA volunteer will support your Japanese.

Type B   Co-presentation with a Japanese on a "topic", conducted in English

* work with a Japanese presenter assigned by MIFA, and share different aspects between two 

countries.

* If you are interested in Japanese culture and want to share it with Japanese, you are most 

welcome!

To apply: mail to info@mifa.jp  with ①～⑤, sex, university, your Japanese proficiency, choose 

type A or B, which you apply, and additional information such as, the abstract of your 

presentation (type A), or the topic which you want to share with Japanese presenter (type B).

Application should be submitted no later than August 25th.

Remuneration: ¥5,000 on the day of the event and ¥500 worth prepaid card at every meeting 

mentioned with volunteers.

Notes: Presenters are kindly requested to attend meetings on September 7th, 28th and October 

5th  at 10:00-12:00. 
*You will be kindly requested to register as  MIFA member (fee ¥500). 

International Students Cultural Ambassador wanted!
りゅうがくせい ぼしゅう りゅうがくせい ぶんか たいし

留学生募集！留学生文化大使プレゼンテーションプログラム

Student 
Activity

とうろくだんたい じょうほう

登録団体 情報 Information from group members
といあ かくだんたい ねが

お問合せは各団体にお願いします。 Please contact each group for your inquiry.

い か にってい じゅぎょう

以下の日程は授業がありません。 No class on the following dates.

にほん ご かいわ

日本語会話サロン
Japanese Conversation Salon

がつ にち すい にち もく

８月１４日（水）・１５日（木）
Aug. 14 (Wed.) & 15 (Thurs.)

い ご

囲碁
Game of Go

がつ にち もく

８月１５日（木）
Aug. 15 (Thurs.)

ばな

いけ花
Ikebana

がつ すべ

８月全て
Whole of August



Nihao Miha

Date/Time: 19:00-20:30 on 1st & 3rd

Wednesday

Place: Kamimeguro Juku Center

Content: Chinese lesson for intermediate 

level learners

Fee: 1,000 yen per lesson

Apply: Mr. Takagi (03-3712-5533)

ニーハオミーハ
ちゅうごくごちゅうきゅうこうざ ちゅうけん きゅう ていど

中国語中級講座（中検３級程度）
にちじ まいつき だい すいようび

日時: 毎月第１・３水曜日 19:00-21:00
ばしょ かみ めぐろ じゅうく せんたー

場所: 上目黒住区センター
さんかひ えん

参加費: 1,000円
もうしこみ たかぎ

申込: 高木（03-3712-5533）

Meguro International Haiku Circle

English Haiku Workshop 

Enjoy Haiku in English with us!

Date/Time: Aug. 10 (Sat.) 13:30-17:00

Place: Meguro Citizens center, Community 

Education Center Room No.3

Fee: 1,000 yen for adults, Free for students  
Capacity: 25 Apply to Yasuomi Koganei,Mr.

yix04102@nifty.com 

by Aug. 9 (Fri.). (One day before the workshop)

めぐろこくさいはいく つど えいご はいく くかい

目黒国際俳句の集い英語俳句句会
いっく じさん

一句ご持参ください
にちじ がつ か ど

日時: 8月10日(土)13:30-17:00
ばしょ めぐろ くみん せんたー しゃかいきょういくかん

場所: 目黒区民センター社会教育館
だい けんしゅうしつ

第３研修室
さんかひ えん がくせい むりょう ていいん にん

参加費: 1,000円 (学生は無料) 定員：25人
もうしこみ こがねい やすおみ

申込:小金井康臣 yix04102@nifty.com
がつ か きん

（8月9日（金）まで）

Donguri – a Japanese Language Club

Date/Time: 19:00-20:30 Every Tuesday except 

in holiday seasons

Place: 9th floor, Nakameguro Square

Fee: 100 yen per lesson

Capacity: About 40 people

(Non-Japanese and Japanese combined)

Apply & Inquiry: Via the website below. 

Anytime. 

https://sites.google.com/site/megurodonguri/ho

me

かい

にほんごの会どんぐり
にちじ まいしゅう かようび

日時:毎週火曜日 19:00-20:30
ねんまつ ねんし なつやす のぞ

年末年始と夏休みは除く
ばしょ なか めぐろ すくえあ かい さんかひ まいかい えん

場所: 中目黒ｽｸｴｱ９階 参加費: 毎回100円
ていいん めい ていど にほんじん がいこくじん ごうけい

定員：40名程度（日本人・外国人合計）
といあわ もうしこみ ほーむぺーじ

問合せ・申込: どんぐりHPより

https://sites.google.com/site/megurodongu
ri/home

NPO Japan Intercultural Intelligence

FREE  【OTONARI San Family Friend Program 】Accepting participants

Wish you had someone to freely ask questions that arise from your daily life, about small 

problems, raising children, or about Japan? Come meet new friends who can answer your 

questions! Japanese volunteers who live nearby will support you 1-on-1.

Date/Time: To be announced to registered participants. We are planning to get together for 

coffee/tea at the end of July.

Place: Tokyo            Capacity: 10 people          Apply / Inquiry: info@j-ii.org / 03-6452-3760

あじあ じんぶん ぶんか こうりゅうそくしんきょうかい

NPO アジア人文文化交流促進協会
さんかひ むりょう ぼしゅう

参加費無料 「おとなりさん ファミリーフレンド・プログラム」モニター募集
にちじょうせいかつ なか ぎもん こま こそだ にほん きがる き ともだち つく

日常生活の中の疑問、困りごと、子育てのこと、日本のことを気軽に聞ける友達を作りませんか！
ちか す にほんじん たい

近くに住む日本人ボランティアが１対１でサポートします。
にちじ ずいじ ぼしゅう がつげじゅん ちゃかい よてい ばしょ とない ていいん めい

日時: 随時募集 7月下旬にお茶会を予定 場所: 都内 定員：10名
もうしこみ といあ

申込・問合せ: info@j-ii.org /03-6452-3760



Event Calendar
Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun

22 23 24
Japanese

25
Japanese

26 27
-おもてなし

28

29 30 31
Japanese

8/1
-Japanese

-Game of Go

2 3
-おもてなし

4

5 6 7
Japanese

8
Japanese

9 10
-おもてなし

11

12 13 14 15
-Sado

16 17
-おもてなし

18

19 20 21
Japanese

22
Japanese

23 24
-おもてなし

25

26 27 28
Japanese

29
Japanese

30 31
-Kaleidoscope MTG

9/1

かつどう

活動Activity
ばしょ

場所Place
にちじ

日時Date & Time
さんかひ

参加費Fee 

にほんご かいわ さろん

日本語会話サロン

Japanese Conversation Salon
MIFA

すい

水(Wed.) 10:00-11:20/
13:10-14:30/15:00-16:20
もく

木(Thurs.) 19:00-20:15

かいいん えん かい

会員member：500円/5回

びじたー えん かい

ビジターvisitor：200円/1回

ばな

いけ花

Ikebana
MIFA

だい かようび

第１・３火曜日 10:30-12:00

1st & 3rd Tuesday

かいいん えん

会員member：1.100円

びじたー えん

ビジターvisitor：1,500円

さどう

茶道
Sado (Tea ceremony)

ま

はぎの間
Hagi-no-ma

だい もくようび

第３木曜日 10:00-12:00
3rd Thursday

かいいん えん

会員member：600円

びじたー えん

ビジターvisitor：1,000円

いご

囲碁
Game of Go

MIFA

だい もくようび

第１・３木曜日 19:00-20:15
1st & 3rd Thursday

かいいん えん

会員member：100円

びじたー えん

ビジターvisitor：200円

ねん がつ にちげんざい そうかいいんすう きょうりょくかいいん にほんじん がいこくじん さんじょかいいん

2019年6月30日現在 総会員数：389（協力会員：370（日本人229、外国人141）、賛助会員：1、
だんたいかいい かいいん さんかひ わりびき めるまが はいしん さーびす

団体会員：18）※会員には参加費の割引やメルマガ配信サービスがあります。

Concession fee for MIFA programs will be applied to a MIFA member and MIFA Direct Mail will be delivered to 
those who so request. (valid until Mar 31st 2020).


