
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♪https://www.mifa.jp 

1

2019

12
MIFA NEWS

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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いっしょ おど し ど う ぼ しゅ う

「みんなで一緒に踊ろう！」指導ボランティア募集
Volunteer instructor "Let's Dance Together" Wanted!

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

だい かい こくさいこうりゅう らいじょうしゃ しょしんしゃ かっこく おど いっしょ たの

第15回MIFA国際交流フェスティバルで来場者（初心者）が各国の踊りを一緒に楽しみます。
らいじょうしゃ くに おど きほん おし くだ かた ぼしゅう

来場者にあなたの国の踊り（サルサ・サンバなど）の基本ステップを教えて下さる方を募集します。
にちじ ねん がつ か にち ぷん

日時：2020年2月2日（日）11:00-16:00のうち30分ほど。
ばしょ しょう めぐろく やくも

場所：めぐろパーシモンホール小ホール（目黒区八雲1-1-1 B1F）
ないよう らいじょうしゃ めい おど きほんてき しどう

内容：１．来場者（20名）に踊りの基本的ステップを指導。
らいじょうしゃ おんがく あ いっしょ おど たの

２．来場者が音楽に合わせて一緒に踊って楽しむ。
もうしこみ かいいんばんごう

申込：メールで①～④とMIFA会員番号をMIFAまで。

Visitors (Beginners）to the 15th MIFA International Exchange Festival learn and enjoy 

dances together.

Volunteer instructors who could instruct them how to do basic steps of a dance of your 

country are wanted.
Time：30 min. out of 11:00-16:00 on Feb.2 (Sun.), 2020

Place：Small Hall at Meguro Persimmon Hall（B1F, 1-1-1, Yakumo, Meguro-ku）
Content：
1. Participants learn basic steps.

2. Participants dance to the music and enjoy themselves.
Apply：Inform MIFA via email of ①～④, and MIFA membership No..



こっか わ

国歌の輪プロジェクト
たいしかんへん

「ワールドフードラリー ～エチオピア大使館編～」
へいわしょうじゅしょうしゃ し しゅしょう つと みりょく たいしかん しょうかい

ノーベル平和賞受賞者のアビー氏が首相を務めるエチオピアの魅力を大使館でご紹介します。
どうこく りょうり でんとう たの みりょく ふ

同国の料理、ビール、伝統ダンスを楽しみながらエチオピアの魅力に触れてみませんか？
にちじ がつ か かいじょう

日時: 12月7日17:00～20:00（開場16:30）
ばしょ ちゅうにち たいしかん とうきょうとみなとくたかなわ たかなわかいせい

場所:駐日エチオピア大使館（東京都港区高輪3-4-1 高輪偕成ビル2F）
さんかひ えん ていいん めい ぷんいじょうちこく にゅうかんいただ

参加費: 5,500円 定員： 40名 ※30分以上遅刻されるとご入館頂けません。
もうしこみ たいしかん きにゅう いか じょうほう

申込: 【エチオピア大使館イベント】とご記入のうえ、以下の情報をinfo@kokkanowa.netへ。
なまえ とうじつつな れんらくさき

①お名前 ②当日繋がる連絡先

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.

がいこくじん めぐろく めいしょきゅうせき あんない ちいき みりょく つた さんかしゃ

MIFAはボランティアが外国人を目黒区の名所旧跡に案内して地域の魅力を伝え、参加者
どうしたの がいこくじん かんこう ある かいし

同士楽しむ「外国人とたのしむ観光まち歩き」を開始します。
ほんじぎょう かんこうつうやく ぼしゅう おうぼくだ

本事業の観光通訳ボランティアを募集しますのでどうぞご応募下さい。
たいしょう はな にほんご ちくご えいご つうやく くだ かた かいいんとうろくひっす

対象：ガイドの話す日本語を逐次英語に通訳して下さる方 ※MIFA会員登録必須。
かつどう れいわがん ねん がつかんこう けんしゅう

活動：令和元（2019）年11～12月 観光ガイド研修（*）
れいわ ねん がつ かんこうつうやくけんしゅうこうざ

令和2（2020）年2月 観光通訳研修講座
れいわ ねん がつ がいこくじん かんこう ある

令和2（2020）年2～3月「外国人とたのしむ観光まち歩き」
しょうさい かんこうつうやく おうぼくだ かた あんない

*詳細は、観光通訳ボランティアにご応募下さった方に案内します。
もうしこみ かいいんばんごう

申込：メールで①②④とMIFA会員番号をMIFAまで。

がいこくじん かんこう ある かんこうつうやく ぼしゅう

外国人とたのしむ観光まち歩き観光通訳ボランティア募集！
Tourism Interpreters for "Sightseeing Walk in Meguro” Wanted!

"Sightseeing Walk in Meguro” is an activity to organize sightseeing walks in Meguro for 

non-native Japanese with help from Japanese volunteers. 

Tourism interpretation volunteers are wanted!
Eligibility：to interpret into English what a guide says in Japanese.

※Register yourself as a MIFA member in advance.
Activities：Dec.2019 Tourism Guide Seminar (lecture is given in Japanese)*

Feb.2020 Tourism Interpreters Seminar

Feb.-Mar. Sightseeing Walk in Meguro

*Applicants will be advised of the details.
Apply：Inform MIFA via email of ①②④ and MIFA membership No..



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

Meguro International Haiku Circle

Date/Time: December 14 (Sat), 13:30-17:00

Place: Meguro Citizens' Center Community 

Education Center, room 1, 7th floor

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

Apply to Yasuomi Koganei,Mr.

yix04102@nifty.com by December 13 (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: 12月 14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

場所: 目黒区民センター社会教育館、
だい けんしゅうしつ かい

第1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

（12月 13日（金）まで）

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）

The Archives of the World languages Free & Reservations not required

Monthly salon on languages "A diplomat's tweet #2 Pope and the Vatican" 

Lecturer: Kagefumi UENO (Former Visiting Professor of Kyorin University 

/ Former Vatican Ambassador and Consul General of Melbourne)

Date: December 21 (Sat.) 14: 00-16: 30    

Place: Keio University Mita Campus Minami Bld. 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
がいこうかん ほうおう

ことばのサロン「ある外交官OBのつぶやき②―ローマ法王とバチカン」
こうし うえの かげふみ し もときょうりんだいがくきゃくいんきょうじゅ もと ぜんけんたいし そうりょうじ

講師: 上野 景文 氏 （元杏林大学客員教授／元バチカン全権大使・メルボルン総領事）
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 みなみこうしゃ きょうしつ

日時: 12月21日（土）14：00～16：30 場所: 慶應義塾大学三田キャンパス南校舎441教室
ていいん めい といあわ

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



しゅるい

STEP1 ボランティアの種類 Types of Volunteers
じゅんび

準備ボランティア
じっしいいんかい しゅっせき じゅんび てつだ

実施委員会に出席して準備をお手伝い。
とうじつ

当日ボランティア
がつ か にち とうじつ うんえい てつだ がつ か

2月2日（日）当日の運営をお手伝い。 12月7日
がつ にち いいんかい さんか ひっす

か１月25日いずれかの委員会の参加が必須。

Committee Volunteers

to attend Festival committee meetings and 

undertake activities on Feb. 2nd.

Support Volunteers

to help organize the festival on Feb. 2, 2020.

Please join either Dec. 7th or Jan. 25th

meeting at least once.

じゅんび とうじつ

準備・当日ボランティアいずれもMIFAの
とうろく ひつよう

登録が必要です。
きょうかいかいひ えん こうこうせい いか むりょう

協力会員費：500円（高校生以下無料）

Please register yourself as a MIFA member

prior to the festival. (Annual membership

fee is 500yen for corporative members, free

for high school students and under.)

じっしいいんかい さんか

STEP2 実施委員会へ参加 Join Committee Meeting
だい かい じっしいいんかい

第２回実施委員会
にちじ がつ か ど ばしょ

日時：12月7日（土）10-12:00 場所：MIFA

2nd Committee meeting
Date: Dec. 7th (Sat.) 10-12 a.m. Place: MIFA

きょうみ かつどう

STEP3 興味のある活動をチェック Choose Activities
うけつけゆうどう しゅってん たいしかんとう

コンシェルジュ（受付誘導）／出店（大使館等
しゅってん

出店・スタンプラリー・エコステーション）／
きろく さつえい にほん でんとう ぶんかしょう

記録（ビデオ・カメラ撮影）／日本伝統文化紹
かい ばな さどう きつ いご しゅう

介（いけ花・茶道・きもの着付け・囲碁・習
じ ぼうさい せかい もじ

字）／ドリンクコーナー／防災PR／世界の文字
こんしんかい にほんご かいわ

／ボランティア懇親会／ミニ日本語会話サロン
ぶたい ぶたい うんえい たいわんさどう

／舞台（舞台プログラムの運営）／台湾茶道／
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 たっ

国際協力・交流団体出店／子どもコーナー／卓
きゅう

球／ボッチャ

おうぼ

FINAL STEP MIFAへ応募！ Apply to MIFA!

でんわ いか し

メール／電話で以下をお知らせください。
しめい

①氏名
きぼう しゅべつ

②希望するボランティア種別
きぼう かつどう

③希望する活動
さんか じっしいんかい にってい

④参加する実施員会の日程

Apply to MIFA informing of the followings:

1. Name

2. Types of volunteers

3. Name of activity

4. The date of committee meeting 

you will join

Concierge (guide visitors) / Booth (booths of 

embassies, etc., Stamp Rally, Eco-stations) /

Record (video & camera) / Traditional 

Japanese Culture (Ikebana, Tea Ceremony,

Kimono, GO, Calligraphy) / Drink Corner / 

Disaster Awareness /  Writing System /

Volunteer Party / Mini-Japanese 

Conversation Salon / Stage (organize 

programs) / Taiwanese Tea Ceremony / Int'l 

Cooperation or Friendship Organizations /

Amusement for Children / Table Tennis / 

Boccia

MIFAフェスティバルのボランティアになるには
How to be A Volunteer at the MIFA Festival

Q A



だい かい こくさいこうりゅう がいこくじん ぼしゅう

第15回MIFA国際交流フェスティバル 外国人ボランティア募集！
The 15th MIFA Int’l Exchange Festival Non-native Japanese 
Volunteers Wanted!

にちじ じ しゅつえんじかん ぷん

日時：11-16時（出演時間は30分）
ばしょ しょう ぶたい

場所：めぐろパーシモンホール小ホール舞台
ないよう かっこく ちいき おんがくとう つう

内容：各国・地域をスライド・音楽等を通じて
らいじょうしゃ しょうかい

来場者に紹介します。
ぼしゅう めい

募集：5名

Time：30 min. out of 11:00-16:00        

Place：Small Hall Stage at Meguro 

Persimmon Hall
Activity：To introduce the country/region 

where you grew up using slides and music.

Duration: 30 min.
Limited Enrollment：5 

1 かっこくしょうかい

各国紹介 Introduce your Country

にちじ じ

日時：11-12、12-13、13-14、14-15、15-16時
ばしょ やくもたいいくかん

場所：八雲体育館
ないよう らいじょうしゃ くに ちいき もじ ぶんか

内容：来場者にあなたの国/地域の文字文化を
しょうかい

紹介します。
ぼしゅう めい

募集：10名

Time：11:00-16:00

（11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 

14:00-15:00 / 15:00-16:00）
Place：Yakumo Gymnasium

Content：Introduce visitors the writing 

system of your language.
Limited Enrollment：10 

2 せかい も じ

世界の文字 Writing Systems of the World 

にちじ

日時：10:30-11:00
ばしょ しょう ぶたい

場所：めぐろパーシモンホール小ホール舞台
がいこくじん ぼうさい

テーマ：「外国人の防災」
ないよう がいこくじん ぼうさい

内容：パネリストが「外国人の防災」につい
はな あ

て話し合います。
げんご にほんご えいご つうやく

言語：日本語／英語（通訳あり）
ぼしゅう めい

募集：5名

Time：10:30-11:00

Place：Small Hall Stage at Meguro 

Persimmon Hall
Theme：Disaster Awareness for non-native 

Japanese residents
Content：Panelists will talk about the 

theme.
Languages：Japanese／English

（Interpretations available）
Limited Enrollment：5

3 パネルディスカッション Panel Discussion

かいじょう めぐろく やくも とうきゅうとうよこせん とりつだいがくえき と ほ ふん

会場：目黒区八雲1-1-1 東急東横線 都立大学駅より徒歩7分
もうしこみ かいいんばんごう きぼう かつどう かつどうじかんたい し くだ

申込：メールにて①～③、MIFA会員番号、ご希望の活動と活動時間帯をお知らせ下さい。
Place：1-1-1, Yakumo, Meguro-ku; 7 min. walk from Toritsudaigaku Sta. on Tokyu Toyoko Line
Apply：Inform MIFA via email of ①～③, MIFA membership No., and preferred activity and its 
time zone.

ねん がつ か にち いか かつどう ぼしゅう

2020年2月2日（日）のMIFAフェスティバルでは以下の活動にてボランティアを募集しています。
Volunteers wanted for the following activities held on February 2 (Sat.), 2020.



Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun

11/25 26 27
Japanese

28
Japanese

29 30
Walk around 

Kamakura

12/1

2 3
Ikebana

4
Japanese

5
-Japanese

-Go (game)

6 7
Festival MTG

8

9 10 11
Japanese

(year end 

party)

12
Japanese

13 14 15

16 17
Ikebana

18
Japanese

19
-Japanese

-Sado

20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1/1 2 3 4 5

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10月31日現在 総会員数：530（協力会員：455（日本人276、外国人233）、賛助会員：1、
だんたいかいいん 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

Winter holiday  ふゆ やすみ

にち すい にち もく に ほん ご かい わ やす

※25日(水)、26日(木)の日本語会話サロンは休みです。
There’ll be no Japanese Conversation Salon on 25th (Wed.) & 26th (Thurs.).


