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外国籍の方にお声掛けください

明星学園高校★International Day
新たな賛助会員のご紹介
今年 3 月に創立 100 周年を迎えた明治大学付属明治
高等学校･中学校が、8 月 MISHOP15 番目の賛助会員とし
て新たに仲間入りしました。
子ども国際理解教室の講師を派遣して以来、今ではフ
ェスティバルへのご協力や MISHOP 会員グループとも交
流するなど地域交流を深めさせていただき、今回の賛助
会員ご登録に至りました。今後ともどうぞ宜しくお願い

三鷹市にある明星学園高校で開催されるイベント
“International Day”では、「自分の国と日本の文化の違い」
というテーマでプレゼンテーションしてくださる外国籍
の方を募集しています。当日は、昼食、交通費、謝礼が出
ます。日本の高校生と交流を図りた
いという外国籍の方がいらっしゃ
いましたら、ミショップ事務局ま
で早めにご連絡ください。

いたします。

10 月から下期が始まります

三鷹美術ギャラリーのチケット
差し上げます

今年 4 月の公益財団法人化に伴い、
毎年 10 月以降に新規

フェスティバルの MISHOP エリアで景品として用意して

入会された方に納めていただく会費は、年会費の半額とい

いた三鷹美術ギャラリーのチケットを、会員の希望者に

うルールに変わりました。一般会員の方は 1,500 円、学生

無料で差し上げます。希望者は、下記の日程に事務局ま

会員の方は 500 円になります。お知り合いで 10 月以降に

で直接お越しください。

ご入会を考えていらっしゃる方がいましたら、是非伝えて

受付：2012 年 10 月 1 日(月)10：00～ 先着 31 名のみ

ください。

条件：1 人 1 枚まで、事務局に取りに来られる方のみ

フェスティバルご協力のお礼

受け渡し方法：事務局にて手渡し（電話受付不可）
なくなり次第配布を終了しますので予めご了承ください。

9 月 23 日(日)井の頭恩賜公園西園にて開催予定だ

展示内容：
「記憶のドラマ 依田洋一朗 展～40 歳の画

った三鷹国際交流フェスティバルですが、
残念なが

家が描くニューヨーク 40 年の追憶～」

ら雨のため中止となってしまいました。
半年近くに

URL： http://mitaka.jpn.org/ticket/gallery/

渡り準備にご協力いただきました会員の皆さま、
心

展示期間：10 月 21 日（日）まで

よりお礼申しあげます。
23 回の開催実績の中で初めて前日設営した上で
の中止という事態となってしまいましたが、
事前準
備にご協力いただいていた方はもちろん、
前日の搬
入や中止決定後の搬出にお手伝いいただいた方々、
後日後片付けを手伝ってくださった皆さまに重ね
てお礼申し上げます。
10 月16 日(火)には反省会を兼ねた最後の実行委
員会があります。
より良いフェスティバルに向けて
皆さまのご意見を広く伺いたいので、
どうぞご出席
いただきますよう宜しくお願いいたします。
MISHOP ニュースレター
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温泉研究会で
温泉を楽しみましょう
11 月 18～19 日(日、
月)で温泉研究会率いる MISHOP 理事の
ジャンプレゲンズ先生達と一緒に、温泉を楽しみに行きませ

各部会からのお知らせ
MISHOP の活動は会員の皆さんで構成して
いる各部会で、様々な企画・運営をおこな
っています。MISHOP の定例活動（ジャパニーズ／イングリッ

んか。場所は奥多摩周辺を検討中、費用は交通費込みで 2 万

シュ・ラウンジ等）や会員グループのお世話役の方々等も、

円前後を予定しています。詳細

横の連携を持つ情報交換の場として、関連の部会へ引き続き

は次号にて。ご興味のある方は

出席していただきますようよろしくお願いいたします。部会

予定を空けておいてください。

は会員であれば、どなたでも参加できますので、お気軽にお
越しください。最近の会議と活動の内容は次のとおりです。
部会の開会日程は、協会ホームページのイベントカレンダ
ーまたは、事務局へお気軽にお尋ねください。なお、各会議

Debra さんよりお手紙が届きました

の議事録は、協会廊下本棚のファイルで自由に閲覧できます。

昨年 10 月よりジャパニーズラウンジやイングリッシュ
ラウンジなど、MISHOP で幅広く活躍され、今年 6 月にア
メリカに帰国された Debra Platt さんより素敵な写真入り
のお手紙が届きました。

くお願いいたします。

新たな部会制のもとでも変わらぬご支援の程、どうぞ宜し

●イベント部会：
⇒次回 10 月 16 日(火)18：30～ (一般)
10 月を予定 (青少年)

ALOHA
MISHOP のボランティアとスタッフ、
みなさんいかがですか。わたしたちは 6 月日本をで
ました。7 月アイダホ州に旅行しました。8 月ハワイに
かえりました。(すみません英語で…) While unpacking I

●サポート・サービス部会：
⇒9 月2 日の防災訓練にあたりMISHOP ブースを出店して外国
籍の来場者のサポートをしました。
⇒次回 11 月 10 日(土)14：00～

came across many photos and the beautiful Yosegi
Zaiku’s(寄木細工) cup. They brought back fun memories
of my weekly time with ALL of you. I learned so much
about Japan from our conversations, but it was your smiles
and laughter that made me happy. ありがとうございま
す。

●広報部会：みんなの活動だより 10 号発行に向けて取材、記
事編集をしました。
⇒次回 11 月 10 日(土)13：00～
●多文化教養部会：

Debra

9 月 27 日に次回の国際理解講座について話合いました。
⇒次回 11 月を予定
●フェスティバル実行委員会：9 月 18 日に各エリアにて最終

Debra さんの連絡先が事務局にございますので、連絡を
ご希望される方は事務局までお問い合わせください。手
紙の原文や写真も事務局にございますので閲覧ご希望の
方はお問い合わせください。

的な内容の確認をしました。ボランティア説明会も兼ねてお
こない結束力を強めました。
⇒次回(最終会)10 月 16 日（火）19：30～

公益財団法人
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Debra さんお別れ会の様子 ※左から 5 番目が Debra さ

