
めぐろくかみめぐろ めぐろくそうごうちょうしゃ べっかん

〒153-0051 目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎別館5F

5th floor, Meguro City Office Complex’s Annex, 2-19-15, Kamimeguro, Meguro-ku

@mifa.meguro.tokyo.jp   @mifa.meguroフォローしてね♪http://www.mifa.jp 

1

がつ にち げつ うけつけ かいし

＼９月２日（月）より受付開始／
てがる かんたん にほん りょうり つく

手軽で簡単、おいしい日本料理を作りましょう。

にちじ がつ か ど

日時：１０月５日（土）10:00-13:00
ばしょ みどり おか ぶんか かいかん めぐろく みどり おか

場所： 緑が丘文化会館 (目黒区緑が丘2-14-23)
こんだて ま

献立：・カリフォルニア巻き
にく

・肉じゃが
まっちゃかんてん

・抹茶寒天
さんかひ かいいん えん ひかいいいん えん

参加費： 会員 700円／非会員 1,000円
ていいん にほんじん めい がいこくじん めい せんちゃく

定員： 日本人10名／外国人15名（先着）
もうしこみ でんわ

申込： メールまたは電話にて、①～⑥を
MIFAまで

＼ Applications are accepted from Sep. 2 (Mon.)／
Make unique sushi rolls and try one of the most 
popular Japanese homemade dishes.

Date & Time：October 5 (Sat.) 10:00-13:00

Place：Midorigaoka Bunka Kaikan

(2-14-23, Midorigaoka, Meguro-ku)

Menu:

・ California Roll

・ Braised Meat and Vegetables

・ Matcha Agar (confectionery)

Fee: MIFA member: 700yen ; visitor: 1,000yen

Limited enrollment: 15 internationals;

10 Japanese (FCFS)
Apply to MIFA via E-mail informing of ①～⑥.

日本料理教室 Japanese Cooking Class

にほん りょうり きょうしつ

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
でんわばんごう

④電話番号※ 4. Phone number ※
じゅうしょ

⑤住所 ※ 5. Address ※

⑥メールアドレス 6. E-mail address

03-3715-4671

03-3715-4672（FAX）

info@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

※ ④と⑤の内容が入れ替わりました。No. 4 & 5 are switched.

おうぼ りょうりきょうしつせんよう

応募は料理教室専用アドレスへ Dedicated E-mail address for the Cooking Class.

culture_cooking@mifa.jp
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Time：Feb.2 (Sun.) 2020  10:00-16:00

Place：Meguro Kumin Campus Park, Small Hall at Meguro Persimmon Hall, Yakumo Gym.

Content: Display/Sale by restaurants, embassies, and other groups; Introduction to traditional 

Japanese culture, etc.
Managed by: Festival committee (1st meeting is to be held at MIFA on Oct.12 (Sat.) 10:00-12:00.

にちじ ねん がつ か にち

日時：２０２０年２月２日（日）10:00-16:00
ばしょ くみん こうえん しょう しょしつ やくも たいいくかん

場所：めぐろ区民キャンパス公園・めぐろパーシモンホール小ホール＆諸室・八雲体育館
ないよう くない りょうりてん たいしかん しょだんたい てんじ はんばい にほん でんとう ぶんか しょうかい

内容：区内料理店・大使館・諸団体の展示販売、日本伝統文化紹介ほか
うんえい じっし いいんかい だい かい うちあわ がつ にち ど ばしょ

運営：フェスティバル実施委員会（第1回打合せ：１０月１２日（土）10:00-12:00 場所MIFA）

だい かい こくさい こうりゅう よてい

第15回MIFA国際交流フェスティバル（予定）
The 15th MIFA International Exchange Festival
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Non-Native Japanese Coordinators Wanted!

Discussion in English is to take place to search suggestions useful to promote multicultural

cohabitation. The suggestions will be presented at a panel-discussion at the 15th MIFA Festival. 

Non-native Japanese coordinators who could chair discussions are wanted.

Date/Time: Sept.14 (Sat.) 13:00-15:00  Topic: "Disaster Awareness"

Nov. 9 (Sat.) 13:00-15:00  Topic: "To be decided"

Jan. 18 (Sat.) 10:00-12:00  Topic: "To be decided" 
Feb. 2 (Sun.) 14:00-15:00（Panel Discussion）Topic: "To be decided" 

Place：MIFA（Meguro Persimmon Hall on Feb.2）
Eligibility：1. to be a non-native Japanese whose mother tongue is English

2. to be eager to promote multicultural cohabitation

3. to be able to coordinate discussion on the above dates
Honorarium：1,000 yen-worth Quo Card per session.

Apply: Inform MIFA via email of ①～④, and your MIFA membership number.

ほけん そんがい ほけん ばいしょうせきにん ほけん ほけん

ボランティア保険は、「傷害保険」と「賠償責任保険」がセットされた保険です。
Volunteer Insurance consists of accident insurance and liability insurance.

きぼうしゃ がつ か か いこう もうしこみようし きにゅう ほけんりょう しはら くだ

希望者は8月20日（火）以降にMIFAにて申込用紙にご記入のうえ保険料をお支い払い下さい。
ゆうびん ふりかえ ぎんこう ふりこ きぼう さい じむきょく といあわ くだ

郵便振替、銀行での振込ご希望の際には事務局にお問合せ下さい。

An applicant is advised to fill in a form and pay 300 yen on Aug. 20 (Tue.) onward. If you prefer 
bank/post office transfer, please note that at MIFA office.
もうしこみといあわせ

申込・問合 Apply/Inquire ：MIFA
さんしょう ほけん あんない はいふちゅう

参照：「ボランティア保険のご案内」 MIFAにて配付中
Further info：“Introduction to Volunteer Insurance,” available at MIFA office

http://www.tokyo-fk.com/volunteer/volunteer.html

Aプラン

Plan A

ねんかんほけんりょう

年間保険料

Yearly premium
￥300

ほしょうきかん ねん がつ まつび

補償期間 ～2020年3月末日
Valid until March 31, 2020

ほけん かにゅう もうしこみうけつけちゅう

ボランティア保険加入申込受付中

Applications for the Volunteer Insurance Now Accepted



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）

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

Welcome Salon

A variety of international exchange events 

organized by Welcome Salon. 

Date: Friday (see schedule below)  Place: MIFA

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

Sep. 20(Fri.)
10:00-12:00 Sumie: Black & white painting ￥700 

Sep. 27(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 にち きん しょきゅうえいかいわ えん

9月13日(金) 13:30-15:00 初級英会話 1,000円
にち きん すみえ えん

20日(金) 10:00-12:00 墨絵 700円
にち きん たの えいご はな

27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)

Meguro International Haiku Circle

English Haiku Workshop 

Enjoy Haiku in English with us!

Date/Time: Sep. 14 (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 Sep. 13 (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: 9月14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 にち きん

（9月13日（金）まで）

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.



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7月31日現在 総会員数：437（協力会員：418（日本人246、外国人172）、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).

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

Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun

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

2 3
Ikebana

4
Japanese

5
-Japanese

-Game of Go

6 7
-Introduction to 

Russia

-Int’l students

activities MTG

8

9 10 11
Japanese

12
Japanese

13 14
Sat. Talk Cafe

15

16 17
Ikebana

18
Japanese

19
-Sado

-Japanese

-Game of Go

20 21 22

23 
Kaleido-

scopeMTG

24 25
Japanese

26
Japanese

27 28
-Int’l students

activities MTG

29

30

Event Calendar


