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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
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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

発行：公益財団法人 目黒区国際交流協会
Meguro International Friendship Association

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

留学生交流

とない だいがく ざいせき りゅうがくせい にん にほんご ぶんか しょうかい りゅうがくせい にほんじん

都内の大学に在籍する留学生３人が日本語で文化を紹介します。また留学生が日本人とペアで
えいご はっぴょう かいせつ りゅうがくせい こうりゅう

英語で発表します。（解説つき）留学生と交流するトークタイムもあります！
にちじ がつ にち ど ばしょ めぐろ くやくしょ べっかん かい

日時：１０月２６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)

とうきょうこうぎょうだいがく

１リナ (チュニジア、東京工業大学）
Lina Aouadi from Tunisia. Tokyo Institute of Technology

とうきょうがいこくごだいがく

２サミ (シリア、東京外国語大学）
Sami Nassour from Syria. Tokyo University of Foreign Studies

とうきょうだいがく

３ハミダ (キルギス 東京大学）
Khamida Malianchinova from Kyrgyzstan. University of Tokyo

とうきょうこうぎょうだいがく にほんじん えいご しょうかい かいせつ

４ファティマ（メキシコ、東京工業大学）*日本人とペアで英語による紹介、解説あり
Fatima Li Hau from Mexico. Tokyo Institute of Technology 

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： 40名（先着順）
もうしこみ でんわ

申込： 電話またはメールで①②④⑥をMIFAまで



しゅべつ

ボランティア種別

じゅんび じっしいいんかい しゅっせき うんえい じゅんび くだ かた

＊準備ボランティア：実施委員会に出席し運営の準備をして下さる方
とうじつ とうじつ さんか くだ かた

＊当日ボランティア：フェスティバル当日にボランティアとして参加下さる方

かつどうないよう

活動内容
らいじょうしゃ しゅってんしゅつえんしゃ うけつけゆうどう

・コンシェルジュグループ：来場者・出店出演者・ボランティアの受付誘導
しゅってん りょうりしゅってん たいしかんしゅってん しょくいん らいじょうしゃ こうりゅう

・出店グループ：料理出店／大使館出店＆職員と来場者の交流／スタンプラリー／エコステーション
きろく じぎょう しょかつどう さつえい

・記録グループ：事業の諸活動をビデオ・カメラで撮影
にほんでんとうぶんか ばな さどう き つ い ご しゅうじ

・日本伝統文化グループ：いけ花／茶道／きもの着付け／囲碁／習字
しょう ぼうさい せかい も じ こんしんかい

・小ホールグループ：ドリンクコーナー／防災PR／世界の文字／ボランティア懇親会
ぶたい ぶたい かか しんこう ゆうどう えいぞう おんきょう つうやく

・舞台グループ：舞台に関わる進行／誘導／映像／音響／MC／通訳
たいいくかん たっきゅう こくさいきょうりょく こうりゅうだんたいしゅってん こ にほんご かいわ

・体育館グループ：卓球／国際協力・交流団体出店／子どもコーナー／ミニ日本語会話サロン
しょうさい がいとう らんくだ

※詳細はホームページの該当ページををご覧下さい。

じっし いいんかい

実施委員会

だい かいうちあわ がつ にち ど ばしょ

第1回打合せ：10月12日（土）10:00-12:00 （場所：MIFA）

もうしこみ

申込
こくせき なまえ じゅうしょ でんわばんごう きぼう しゅべつ かつどうないよう かいいんばんごう

メールにて国籍、名前、住所、電話番号、希望のボランティア種別＆活動内容、MIFA会員番号を
MIFA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.

Donguri – a Japanese Language 

Club

Weekly Japanese Class

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

かい

にほんごの会どんぐり
しゅういち にほんご きょうしつ

週一日本語教室
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 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

問合せ・申込: どんぐりホームページより
https://sites.google.com/site/megurodonguri/home

にほんご English

だい かい こくさい こうりゅう ぼしゅう

第15回MIFA国際交流フェスティバル ボランティア募集



Welcome Salon

A variety of international exchange events 

organized by Welcome Salon. 

Date: Friday (see schedule below)   Place: MIFA

Oct. 11 13:30-15:00 English Class for 
beginners       ￥1,000 

Oct. 18 10:00-12:00 Sumie: Black & white
painting            ￥700 

Oct. 25 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
さまざま こくさいこうりゅう おこな

様々な国際交流イベントを行っています。
かつどうび きんようび しょうさい か き

活動日：金曜日（詳細下記）
ばしょ こくさいこうりゅう

場所：MIFA国際交流スペース
がつ にち しょきゅうえいかいわ えん

10月11日 13:30-15:00  初級英会話 1,000円
にち すみえ えん

18日 10:00-12:00  墨絵 700円
にち たの えいご はな えん

25日 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

Date/Time: Oct . 12 (Sat.) 13:30-17:00

Place: Meguro Citizens center, Community 

Education Center Room No.3, 7th floor

Fee: 1,000 yen (Free for students) 
Capacity: 25

Apply to Yasuomi Koganei,Mr.

yix04102@nifty.com by Oct. 11 (Fri.). 

めぐろ こくさい はいく つど

目黒国際俳句の集い
えいご はいく

英語俳句ワークショップ
にちじ がつ か ど

日時: 10月12日(土)13:30-17:00
ばしょ めぐろくみん しゃかいきょういくかんだい けんしゅうしつ かい

場所: 目黒区民センター社会教育館 第３研修室７階
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

（10月11日（金）まで）

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.

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

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 ぎもん こま こそだ にほん きがる き ともだち つく

日常生活での疑問、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 ばしょ とない

日時: 随時募集 場所: 都内
ていいん めい

定員：10名
もうしこみ といあ

申込・問合せ: info@j-ii.org /03-6452-3760



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9月6日現在 総会員数：455（協力会員：434（日本人250、外国人184）、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：20）※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
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