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し

MIFAからのお知らせ Announcement from MIFA
ひごろ めぐろくこくさいこうりゅうきょうかい かんりうんえい りかい きょうりょく

日頃より、目黒区国際交流協会（MIFA）の管理運営に、ご理解・ご協力をいただいており
らん こころ かんしゃもう あ

ますこと、またMIFA NEWSをご覧いただいていることに、心から感謝申し上げます。
ほんねん がついこう しんがた かんせんしょう かくだい う かんみん と かんせん

さて、本年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、官民を問わず、さらなる感
染

かくだい ぼうし さまざま たいおうさく じっし

の拡大を防止するため、様々な対応策が実施されているところです。
とうきょうかい がつげじゅんいこう さいじ すべ ちゅうし

当協会におきましても、2月下旬以降のイベントや催事を全て中止することにいたしました。
ともな がつごう けいさい きじ げんてい しゅくしょうばん はっこう

これに伴い、MIFA NEWS４月号も掲載する記事を限定し、縮小版として発行いたします。
がついこう とりくみ ほんねん がつげじゅん しゃかいてきじょうきょうとう じゅうぶんかくにん

なお、 4月以降の取組につきましては、本年3月下旬の社会的状況等を十分確認したうえで、
みなさま つた かんが

皆様にお伝えしていきたいと考えております。
くみん みなさま たい さまざま じんりょく しえん

区民やボランティアの皆様をはじめとして、MIFAに対する様々なご尽力・ご支援をいただ
かたがた たい こんかい たいおう ふべんとう わ もう あ

いている方々に対しまして、今回の対応でご不便等をおかけしますことにお詫び申し上げます。
じぎょうとう さいかい さい じゅうぜんどうよう さんか りよう ねが もう あ

事業等が再開した際には、従前同様、ご参加・ご利用のほどよろしくお願い申し上げます。
じむきょくちょう

MIFA事務局長

I would like to extend my heartfelt thanks to you for understanding of and cooperation to 

the management of MIFA as well as for reading our MIFA NEWS.

Infections from new coronavirus have been confirmed around the globe since January this 

year. In Japan, various countermeasures have been implemented to block further infections 

at public or private institutions, including MIFA whose events have been suspended from 

late February 2020 onward.

You are kindly advised that the volume of articles for April 2020 issue of MIFA NEWS

are to be downsized and therefore an abridged version of it is to be published  accordingly.

The suspended MIFA events are not predicted to be resumed for now. You will be kindly 

informed of the prospect of MIFA events to be organized from April 2020 onward with due 

consideration to social conditions as of late March 2020.

Please accept my apology for inconveniences caused for citizens of Meguro City as well as 

for MIFA volunteers who are kindly supporting us.

I would very much appreciate it if you would take part in MIFA activities as before when 

our activities are resumed. Thank you for your consideration.          MIFA Secretary General



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: April 11 (Sat.) 13:30-17:00

Place: Meguro Citizens Center, Community 

Education Center, room 6, 8th floor

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

Apply to Yasuomi Koganei,Mr.

yix04102@nifty.com by April 10(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 にち ど

日時: 4月 11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6研究室（8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 か きん

（4月 10日（金）まで）

Welcome Salon

Date: Friday (see schedule below)   Place: MIFA

Apr. 10 13:30-15:00 English Class for 
beginners       ￥1,000 

Apr. 17 10:00-12:00 Sumie: Black & white
painting            ￥700 

Apr. 24 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 か しょきゅうえいかいわ えん

4月 10日 13:30-15:00  初級英会話 1,000円
にち すみえ えん

17日 10:00-12:00  墨絵 700円
にち たの えいご はな えん

24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）

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)

ちゅうきゅうちゅうごくご

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 だい すいようび

日時: 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）

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.

とうろくだんたい じょうほう

登録団体情報 Information from group members


