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とつぜん いすらえる し ふんそう てろ わだい

突然ですが、みなさんはイスラエルについてどれだけ知っていますか？紛争やテロも話題になり
にほん し みりょく くに こんかい かいいん まーしゃ

ますが、まだ日本では知られていない魅力がたくさんある国です。今回は会員のマーシャさんを
げすと むか いすらえる まな ちゅうこうせい さんか だいかんげい

ゲストにお迎えし、イスラエルについて学びます。中高生の参加も大歓迎！

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 

いべんと もうしこみほうほう

イベントなどへの申込方法
How to Apply

マーシャさんと楽しく学ぶ！イスラエル
Introduction to Israel

まーしゃ たの まな いすらえる

にちじ がつ にち ど

日時： 6月15日（土）12:30-14:30
ばしょ みふぁ 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 いすらえる しょうかい かんきょう けいざい しゃかい しょく

内容：・イスラエル紹介（環境、経済、社会、食）
へぶらい ご たいけん

・ヘブライ語の体験
まーしゃ こうりゅう きょうど ちゃか つ

・マーシャさんとの交流タイム（郷土の茶菓付き）
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 めい

定員： 40名
もうしこみ でんわ せんよう めーる あどれす ちゅうこうせい 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（と中高生は学年）
をMIFAまで
こうえん めぐろく

後援：目黒区

日本語

子連れ
OK



*Eligibility: to be an international student who is enrolled in a university
in Tokyo.  都内の大学に在籍する留学生が対象です

Date & Time： June 22 (Sat) 10:00-14:00

Place：Midorigaoka Bunka Kaikan (2-14-23, Midorigaoka, Meguro-ku)

Menu: to be announced soon

Fee: 200yen

Limited enrollment: 25 persons (FCFS)
Apply to MIFA via E-mail/TEL informing of ①～⑤, your sex, 

and the university you are enrolled in.

* MIFA 2019 membership registration required, with fee 500yen.

Let’s cook Japanese home cuisine!! 和食交流

かい

にほんごの会くれよん
にほんごボランティア募集
日時：毎週木曜日10：00-12：00、13：00-15：00
場所：中目黒スクエア9階 参加費：毎回100円 定員：10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.

Meguro International Haiku Circle

English Haiku Workshop 

Enjoy Haiku in English with us!

Date/Time: June 8 (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 June 7 (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: 6月8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

（6月7日（金）まで）

Halal meat
used

ねんど かいいんとうろく こうしんうけつけちゅう

2019年度会員登録・更新受付中！
Obtain / Renew Your Membership for FY2019! 
(Apr.1, 2019- Mar. 31, 2020)

ねんかいひ

年会費 Annual fee：￥1,000
だいがくせい えん こうこうせい いか むりょう

（大学生500円、高校生以下無料）

500 yen for a student; free for a high school student

Student
Activity



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)

にーはお みーは

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）

にっちゅうゆうこうきょうかいとうきょうとれんごうかい

日中友好協会東京都連合会
だい かいひがし あじあ ぶんか ふぇすた

第2回東アジア文化フェスタ
にちじ ねん がつ にち きん

日時: 2019年10月11日（金） 14:00～
ばしょ おおた くみん ほーる あぷりこ

場所：大田区民ホールアプリコ
さんかひ していせき せき えん せき えん

参加費:指定席 S席:4,000円 A席:3,000円
ていいん せき してい せき かんばい じ うけつけしゅうりょう

定員: 1477席（指定席完売時受付終了）
もうしこみ といあわ

申込・問合せ: Tel:03-3261-0433  
Fax:03:3261:1788 Email:tokyo@jcfa-net.gr.jp

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

Japan-China Friendship Asociation

tokyo

The Second East Asia CSulture Festival
Date/Time: Friday ,October 11 ,2019  14:00～
Place: Ota-Kumin Hall “Aprico”

Fee: Reserved Seat S seat: 4,000yen 

A seat: 3,000yen

Capacity: 1477 seats 

(Ticket point in time Sold Out)

Apply & Inquiry: Tel:03-3261-0433  

Fax:03:3261:1788 Email:tokyo@jcfa-net.gr.jp

Welcome Salon

A variety of international exchange events 

organized by Welcome Salon. 

Date: Friday (see schedule below)  Place: MIFA

June 14 (Fri.) 
13:30-15:00 English Class for beginners ￥1,000 

June 21(Fri.)
10:00-12:00 Sumie: Black & white painting ￥700 

June 28(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)

うぇるかむ さろん

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

6月14日(金) 13:30-15:00 初級英会話 1,000円
にち きん すみえ えん

21日(金) 10:00-12:00 墨絵 700円
にち きん たの えいご はな

28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

20 21
Ikebana

22
Japanese

23
Japanese

24 25
-Int’l students

activities MTG

-Greek Cooking

26
-

Kaleidoscope

MTG

27 28 29
Japanese

30
Japanese

31 6/1 2

3 4
Ikebana

5
Japanese

6
-Japanese

-Go

7 8
-Int’l students

activities MTG

-Home Visit

9

10 11 12
Japanese

13
Japanese

14 15
Israeli Culture

16

17 18
Ikebana

19
Japanese

20
-Tea

-Japanese

-Go

21 22
Japanese 

cooking for int’l 

students

23

24 25 26
Japanese

27
Japanese

28 29
-Int’l students

activities MTG

-Kaleidoscope 

MTG

30

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
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4月30日現在 総会員数：254（協力会員：241（日本人179、外国人62）、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：13）※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).


