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7 はっこう こうえきざいだんほうじん めぐろくこくさいこうりゅうきょうかい
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とうきょうだいがく けいおうぎじゅくだいがく ざいせき りゅうがくせい にん にほんご しょうかい りゅうがくせい にほんじん

東京大学や慶応義塾大学に在籍する留学生３人が日本語で紹介します。また留学生と日本人のペアに
えいご かいせつ りゅうがくせい

よるプレゼンテーション（英語・解説つき）もあります。もちろん留学生とのトークタイムも！

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

留学生から学ぶ「世界」
MIFA Cultural Ambassador Presentation

りゅうがくせい まな せかい

にちじ がつ か ど ばしょ めぐろくやくしょ べっかん かい

日時： 7月6日（土）13:00-15:30       場所： MIFA （目黒区役所 別館５階）
はっぴょうしゃ ないよう

発表者と内容： (1-3: Japanese presentation, 4: English presentation with a Japanese)

とうきょうだいがく ぼこく こゆう ぶんか

１ケヴィン (東京大学）「母国ベナン、固有の文化」
Djotan Kevin from Benin. University of Tokyo

とうきょうだいがく し

２ミーガン (東京大学）「あなたの知らないニュージーランド 」
Megan Wilson from New Zealand. University of Tokyo

とうきょうだいがく れきし せいじ ぶんか かり

３コラリーン (東京大学）「ベルギーの歴史・政治・文化について（仮）」
Coraline Gillard from Belgium / France. University of Tokyo

けいおうぎじゅくだいがく みわく おうこく げんちじん にほんじん み せかい

４ハフサ（モロッコ、慶応義塾大学）「魅惑のモロッコ王国〜現地人と日本人から見た２つの世界〜」
にほんじん えいご しょうかい かいせつ

Hafsa RIFKI from Morocco. Keio University *日本人とペアで英語による紹介、解説あり

さんかひ かいいん えん ひかいいいん えん ちゃか ていいん めい せんちゃくじゅん

参加費： 会員 100円／非会員 300円（茶菓つき） 定員： 30名（先着順）
もうしこみ でんわ めーる

申込： 電話またはメールで①②⑤をMIFAまで

留学生交流



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

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.

日本語

国際理解

イップさんと楽しく学ぶ！シリコンバレー
Introduction to Silicon Valley, USA

わたし ひ つか どうが う

私たちが日ごろ使っているスマートフォンも、SNSも、動画サイトも…みんなシリコンバレー生まれ。
せかい うご きぎょう はじ し あら いちめん しょうかい

そんな世界を動かすIT企業を始めとして、まだ知られていないアメリカの新たな一面をご紹介！

にちじ がつ にち ど

日時： 7月20日（土）11:00-13:00
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：アメリカのシリコンバレーの歴史と文化の紹介・交流会
こうし かいいん

講師：イップ・ウェイヤンさん（MIFA会員）
さんかひ かいいん えん ひかいいいん えん

参加費： 会員 100円／非会員 300円
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 でんわ せんよう がくせい がくねん

申込： 電話または専用メールアドレス（culture_cooking@mifa.jp)へ①②⑤（と学生は学年）を
MIFAまで
こうえん めぐろく

後援：目黒区

きかく うんえい ぼしゅう

企画・運営スタッフ募集

ひがしやましゃかいきょういくかん らいねん がいこく も こ きょういく せいかつ こそだ かんが こうざ かいさい

東山社会教育館では、来年、外国にルーツを持つ子どもの教育・生活、子育てを考える講座を開催し
こうざ きかく うんえい ぼしゅう

ます。この講座の企画・運営をするスタッフを募集します。
にちじ がつ にち がつ にち まいしゅうきんようび ぜん かい

日時： 7月12日～7月26日の毎週金曜日 10:00-12:00（全３回）
ばしょ ひがしやましゃかいきょういくかん めぐろく ひがしやま

場所： 東山社会教育館（目黒区東山3-24-2）
たいしょう めぐろく ざいじゅう ざいきん ざいがく ていいん めい ちゅうせん

対象：目黒区在住・在勤・在学のかた 定員： ５名（抽選）
もうしこみ がつ にち ひっちゃく でんわ ねんだい ひがしやましゃかいきょういくかん

申込： 7月5日（必着）までに電話・ハガキ・FAXで①②④⑤と年代を東山社会教育館へ
めぐろく もう こ

目黒区のウェブサイトからも申し込めます。

たの まな

こ い がいこく こ かしょう

「子どもと生きる〜外国にルーツをもつ子ども（仮称）」

日本語
ひがしやましゃきょうかん

東山社教館より



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 さんかひ えん

場所: 上目黒住区センター 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: July 6 (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 July 5 (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: 7月6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

（7月5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

Limited enrollment: About 40 people

(Non-Japanese and Japanese combined)

Apply & Inquiry: Via the website below. Anytime. 

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

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

Welcome Salon

A variety of international exchange events 

organized by Welcome Salon. 

Date: Friday (see schedule below)  Place: MIFA

July 12(Fri.) 
13:30-15:00 English Class for beginners ￥1,000 

July 19(Fri.)
10:00-12:00 Sumie: Black & white painting ￥700 

July 26(Fri.)

10:30-12:00 Let’s Talk about Japan in English             
￥500

13:30-15:00 English Class for beginners ￥ 1,000 

Apply: Tel/Fax: 3725-8470（Ms. Shirasaka）
E-mail: quienes_0615@u05.itscom.net  

(Ms.Yokoyama)

ウェルカムサロン
こくさいこうりゅう すぺーす さまざま いべんと

MIFA国際交流スペースで様々なイベントを
おこな きがる さんか

行っています。お気軽にご参加ください。
かつどうび しょうさい かき きんようび ばしょ

活動日（詳細下記）:金曜日 場所：MIFA
がつ か きん しょきゅうえいかいわ えん

7月12日(金) 13:30-15:00 初級英会話 1,000円
にち きん すみえ えん

19日(金) 10:00-12:00 墨絵 700円
にち きん たの えいご はな

26日(金) 10:30-12:00 楽しく英語で話そう
500円

しょきゅうえいかいわ えん

13:30-15:00 初級英会話 1,000円
もうしこみ しらさか

申込: Tel/Fax: 3725-8470（白坂）
よこやま

E-mail:  quienes_0615@u05.itscom.net(横山)



Event Calendar
Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun

6/24 25 26
Japanese

27
Japanese

28 29
-Int’l students

activities MTG

-Kaleidoscope MTG

30

7/1 2
Ikebana

3
Japanese

4
-Japanese

-Game of Go

5 6
-Cultural 

Ambassador

7

8 9 10
Japanese

11
Japanese

12 13 14

15 16
Ikebana

17
Japanese

18
-Sado

-Japanese

-Game of Go

19 20
-Kaleidoscope MTG

-シリコンバレー
紹介

21

22 23 24
Japanese

25
Japanese

26 27
-おもてなし

28

29 30 31
Japanese

8/1
Japanese

2 3
-おもてなし

4

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5月31日現在 総会員数：317（協力会員：298（日本人203、外国人95）、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).


