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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

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

がいこくじん たの かんこう ある がいこくじん さんかしゃ ぼしゅう

外国人と楽しむ観光まち歩き 外国人参加者募集！
Non-native Japanese Participants Wanted  for Sightseeing Walk in Meguro！

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

ゆいしょ じんじゃぶっかく たず まんかい むか かわづざくら め ある じっし

由緒ある神社仏閣を訪ね、満開を迎える河津桜を愛でるまち歩きを実施します。

Let's visit temples and shrines, enjoy cherry blossoms in full bloom.

にちじ がつ か げつ しゅく

日時：2月24日（月 祝）9:30-12:00
しゅうごう とうきゅうめぐろせんふどうえきかいさつ

集合：9:20に東急目黒線 不動駅改札
ほうもんち ごひゃくらかんじ めぐろふどうそん

訪問地：五百羅漢寺、目黒不動尊、
りんし もりこうえん

林試の森公園
ひよう えん ていいん めい

費用：500円 定員：40名
にほんご えいごつうやく

ガイド：日本語 ＊英語通訳あり
もうしこみ

申込：メールで①～⑤をMIFAへ。

2020
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Time：9:30-12:00 on Feb.24 (Mon. Holiday) 

Meet：at ticket gate of Fudomae Station on Tokyu

Meguro Line at 9:20.
Destinations：
Gohyakurakanji Temple, Megurofudoson Temple and 

Rinshinomori Park
Limited enrollment：30 non-native Japanese

Fee：500 yen（Insurance and admission fee to 

Gohyakurakanji Temple)
Guide：in Japanese *English interpretation available

Apply：Inform MIFA via email of ①～⑤.
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ぶんかしょうかい ぼしゅう

文化紹介プレゼンター募集！ Presenters Wanted for “Introduce Foreign Culture”

くに ぶんか しょうかい はっぴょうほうほう はなし おんがく しだい

あなたの国の文化を紹介しませんか？発表方法はお話、音楽、ダンス…あなた次第。
くわ し ひと み

詳しく知りたい人はMIFAのホームページを見てください。→

NEWS

コロナウイルス感染被害拡大防止のため、
中止となりました。

To be suspended to prevent further infections 
from new coronavirus.



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.

まん いん おん れい だい かい こく さい こうりゅう しゅうりょう

【満員御礼】第15回MIFA国際交流フェスティバル 終了
*Full house* 15th MIFA Festival Ended on High Note

がつ か にち だい かい こくさいこうりゅう かいさい

2月2日(日)第15回MIFA国際交流フェスティバルが開催されました。めぐろパーシモンホール・
くみん やくもたいいくかん ひら にん およ らいじょうしゃ むか

区民キャンパス、八雲体育館で開かれたこのフェスティバルには1,700人に及ぶ来場者をお迎え
みなさま らいじょう

することができました。皆様、ご来場ありがとうございました。
きょうさんきぎょうかくしゃ きょうさい こうえん くだ しょだんたい しゅってんしゅつえんしゃ かたがた きかくうんえい たずさ

また、協賛企業各社、共催・後援下さった諸団体、出店出演者の方々、そして企画運営に携わ
くだ かたがた あつ れい もう あ

って下さったボランティアの方々に厚くお礼を申し上げます。
On Feb.2nd,The 15th MIFA International Exchange Festival was held and as many as 1,700 people came 

and enjoyed the event at Meguro Persimmon Hall, Kumin Campus Park, Yakumo Gymnasium. 

Thank you for joining our festival. Our sincere gratitude is extended to sponsors, booth managers, 

performers, and volunteers who kindly helped organize the event.

がいこくじん ごがく いくせい こうざ

「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座
にちじ がつ か ど

日時： 3月7日（土）9:00-12:30
ばしょ

場所： MIFA
ないよう まちなか こま がいこくじん かんたん がいこくご てだす ようせい

内容：街中で困っている外国人を簡単な外国語で手助けをするボランティアを養成します。
たいしょう えいご かんたん にちじょうかいわ くないざいじゅう ざいきん ざいがく かた こうこうせいいじょう ほんこうざ

対象：英語による簡単な日常会話ができる区内在住・在勤・在学の方（高校生以上)で本講座を
はじ じゅこう かた

初めて受講する方
ひよう むりょう ていいん めい ちゅうせん

費用：無料 定員：60名（抽選）
もうしこみ がつ にち もく

申込：2月27日（木）までに、メールにて ①～⑤をMIFA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: 2,000 yen per month Admission free

Capacity: 10 people

Apply: Mr. Takagi (03-3712-5533)

中級中国語ニーハオミーハ
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 19:00-20:30
ばしょ かみ めぐろじゅうく

場所: 上目黒住区センター
さんかひ げつがく えん にゅうかいきん

参加費: 月額2,000円 入会金なし
ていいん めい もうしこみ たかぎ

定員: 10名 申込: 高木（03-3712-5533）

コロナウイルス感染被害拡大防止のため、
中止となりました。

To be suspended to prevent further infections 
from new coronavirus.



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

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

Mar. 27 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

3月 13日 13:30-15:00  初級英会話 1,000円
にち たの えいご はな えん

27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）

むさしの めぐろ

フレンドシップフォース武蔵野目黒クラブ
ちゅうがく こうこうせい つ そ かた うけいれ

アメリカからの中学、高校生とその付き添いの方のホームスティ受入
にちじ ねん がつ か きん か にち にち ど か にち ごうけい はく

日時: 2020年6月5日（金）～ 7日（日）、13日（土）、14日（日） 合計5泊
さんかひ たんとう かなもと かくにん ていいん

参加費: 担当の金元にご確認ください。 定員: 10ホストファミリー
もうしこみ といあ かなもと もうしこみしょ おく

申込・問合せ: 金元 noriko@friendshipforce.org 申込書をお送りします。
がいこくじん がっこう ほうもん かんこう つ そ しゃ ぼしゅう

外国人と学校訪問や、観光などの付き添い者も募集しています。
しめきり がつ げじゅん

締切：3月下旬

Meguro International Haiku Circle

Date/Time: March 14 (Sat.) 13:30-17:00

Place: Meguro Citizens Center, Community 

Education Center, room 3, 7th floor

Fee: 1,000 yen (Free for students) 
Capacity: 20

Apply to Yasuomi Koganei,Mr.

yix04102@nifty.com by March 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: 3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3研究室（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：20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

（3月 13日（金）まで）

各団体へお問合せください。
Contact each group for details about suspension of 

its activity.



Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun

2/24 25 26
Japanese

27
Japanese

28 29
ボランティア説
明会

3/1

2 3

Ikebana

4
Japanese

5
Japanese

6 7
おもてなし語学
ボランティア講座

8

9 10 11
Japanese

12
Japanese

13 14
Sat. Talk Cafe

15

16 17

Ikebana

18
Japanese

19
-Japanese

-Sado

20 21 22
通訳スキル
アップ講座

23 24 25
Japanese

26
Japanese

27 28 29

30 31 4/1
Japanese

2
Japanese

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

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

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

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

えん

ビジターvisitor：1,000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

2020年1月31日現在 総会員数：645（協力会員：624（日本人332、外国人292）、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 はいしん

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

コロナウイルス感染被害拡大防止のため、
３月中の全てのイベントが中止となりました。

All activities in March is suspended to prevent 
further infections from new coronavirus.


