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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
Volunteers Wanted for The 15th MIFA Int’l Exchange Festival

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

しゅべつ じゅんび とうじつ

ボランティア種別： ①準備ボランティア ②当日ボランティア
しゅってん きろく にほんでんとうぶんか しょう ぶたい たいいくかん

グループ：コンシェルジュ／出店／記録／日本伝統文化／小ホール／舞台／体育館
だい かい じっし いいんかい がつ か ど ばしょ

第２回実施委員会： 11月9日（土）10:00-12:00 （場所：MIFA）
もうしこみ 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

申込：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＆
かつどうないよう かいいんばんごう

活動内容、MIFA会員番号をMIFAまで。

にほんご

Type of volunteers:
① Committee Member: to help organize the festival at committee meetings.

② Support volunteer: to help operate the festival on Feb.2 (Sun.)

Groups:

Concierge / Food booths / Embassy booths & staff-visitor interaction / Stamp rally /

Eco-stations / Videos and photos / Traditional Japanese Culture / Taiwanese tea 

ceremony / Disaster awareness / Drink corner / Writing system / Volunteer party / Stage / 

Table tennis / Boccia / Mini-Japanese conversation salon / Amusement for children /

The 2nd Committee meeting: Nov. 9 (Sat.) 10:00-12:00 at MIFA

Apply to MIFA via email (info@mifa.jp) informing of your name, nationality, address, phone 

No., preferred volunteer type and activity, and membership No.

English

しょうさい らんくだ

※詳細はホームページをご覧下さい。 For further information, please visit our website.



1. November 17 (Sun.) 13:00-17:00   Home Visit 

2. November 30 (Sat.) 10:00-16:00 Autumn walk in Kamakura 

Eligibility: to be an international student who is enrolled in universities in Tokyo.  

*MIFA 2019 membership registration required (fee: 500 yen)
Apply: to MIFA with ①～⑥, your gender, and the university you are enrolled in. 

International students wanted!

そば打ち体験教室 SOBA Making Class
う たいけん きょうしつ 日本語

English

にほんご はな

「日本語だけで話してみよう」
ひがしやましゃきょうかん

東山社教館より

だい かい がつ か もく

第２回：12月 5日(木) 13:30-15:30
にほんご つか かた まな

やさしい日本語の使い方を学ぶ

こうし いとう みつよし し かぶ だいひょうとりしまりやく

講師：伊藤 充義 氏（株）OHANA BLOOM代表取締役
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

対象：目黒区在住・在勤・在学のかた
ていいん めい ちゅうせん

定員： 20名（抽選）
もうしこみ でんわ

申込： 電話 / FAX (3791-4611 / 3791-4585 )・ハガキで
ねんだい がつ にち ひっちゃく ひがしやましゃかいきょういくかん

①～⑤と年代を11月15日（必着）までに東山社会教育館へ。
ほいく きぼうしゃ こ なまえ ねんれい せいべつ へいき

※保育希望者は子どもの名前、年齢、性別を併記。

だい かい がつ にち にち

第３回：12月15日(日) 13:30-15:30
にほんご こくさいこうりゅうかい

日本語だけで国際交流会

だい かい がつ にち もく

第１回：11月28日(木) 13:30-15:30
がいこくじん み にほん にほんご し

外国人から見た日本と日本語を知る

Student
Activity

Date & Time：Nov. 23 (Sat.) 10:00-12:30

Place：Seishonen Plaza Room #6

(2-10-13, Nakameguro, Meguguro-ku)

Content:

Watch the instructor’s demonstration, take 

part in preparing SOBA, and eat them.

Eligibility: Those who are not allergic to 

buckwheat and join this event for the first 

time.

Fee: MIFA member: 500yen ; visitor: 800yen

Quota: 15 internationals (FCFS)
Apply to MIFA via E-mail informing of ①～⑤.

にちじ がつ にち ど

日時： 11月23日（土）10:00-12:30
ばしょ せいしょうねん だい けんしゅうしつ

場所： 青少年プラザ 第６研修室
なかめぐろ なかめぐろ かい

(中目黒2-10-13中目黒スクエア5階)
ないよう つく かた じつえん たいけん じっしょく

内容：そばの作り方の実演と体験・実食
おうぼしかく かた

応募資格：①そばアレルギーでない方
はじ さんか かた

②初めてこのイベントに参加する方
さんかひ かいいん えん ひかいいいん えん

参加費： 会員 500円／非会員 800円
ていいん がいこくじん めい せんちゃく

定員： 外国人15名（先着）
もうしこみ

申込： メールで①～⑤をMIFAまで
りょうりきょうしつせんよう

料理教室専用アドレス Dedicated E-mail address  culture_cooking@mifa.jp

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.

Nihao Miha

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

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）

日本語

中止になりました Canceled



The Archives of the World languages Free & Reservations not required

"For understanding Islamic Republic of Iran -Hossein's Memorial Rite in the downtown area of Tehran" 

Lecturer: Kenichi TANI (Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University)

Date: November 16 (Sat.) 14: 00-16: 30    Place: Keio University Mita Campus Room #441

Capacity: 50 people                                    Apply: info@chikyukotobamura.org

ほうじん ちきゅう むら せかい げんご はくぶつかん むりょう よやく ふよう

NPO法人地球ことば村・世界言語博物館 無料・予約不要
きょうわこく りかい したまち ついとう ぎれい

ことばのサロン「イラン・イスラム共和国理解のためにーテヘラン下町のホセインの追悼儀礼から」
こうし

講師: 谷 憲一 氏 （一橋大学大学院 社会学研究科）
にちじ がつ にち ど ばしょ けいおう ぎじゅくだいがく み た きょうしつ

日時: 11月16日（土）14：00～16：30 場所: 慶應義塾大学三田キャンパス441教室
ていいん めい といあ

定員: 50名 問合せ: info@chikyukotobamura.org

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

Welcome Salon

Date: Friday (see schedule below)   Place: MIFA

Nov.  8  13:30-15:00 English Class for 
beginners       ￥1,000 

Nov. 15 10:00-12:00 Sumie: Black & white
painting            ￥700 

Nov. 22 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
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

11月 8日 13:30-15:00  初級英会話 1,000円
にち すみえ えん

15日 10:00-12:00  墨絵 700円
にち たの えいご はな えん

22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

Date/Time: Nov . 2 (Sat.) 13:30-17:00

Place: Meguro Citizens Center, Small and 

Midium-sized Enterprises Center  Room 2, 

2nd floor

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

Apply to Yasuomi Koganei,Mr.

yix04102@nifty.com by Nov.  1(Fri.). 

めぐろ こくさい はいく つど

目黒国際俳句の集い
にちじ がつ か ど

日時: 11月 2日(土)13:30-17:00
ばしょ めぐろくみん ちゅうしょうきぎょう

場所: 目黒区民センター 中小企業センター
かい だい しゅうかいしつ

２階 第２集会室
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

（11月 1日（金）まで）



Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun

10/21 22 23
Japanese

24
Japanese

25 26
-Cultural 

Ambassador

27

28 29 30
Japanese

31
Japanese

11/1 2 3

4 5
Ikebana

6
Japanese

7
-Japanese

-Go (game)

8 9
- Festival MTG

- Sat. Talk Cafe

10

11 12 13
Japanese

14
Japanese

15 16
-Int’l students

activities MTG

-Kaleidoscope MTG

17
Home Visit

18 19
Ikebana

20
Japanese

21
-Sado

-Japanese

-Go (game)

22 23
Soba Making 

Class

24

25 26 27
Japanese

28
Japanese

29 30
Walk around 

Kamakura

12/1

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9月30日現在 総会員数：476（協力会員：455（日本人257、外国人198）、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).

Event Calendar


