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ボランティア企画国際交流事業

６月24日

土

Kick-Off Meeting 2017

６月17日

土

世界を食べよう！「スペイン」
世界各国の料理を作りながら交流を楽しむ企画「世界を

〜みなさんの参加をお待ちしています〜
会員のみなさんに新年度の年間事業活動、決算や予算を報

食べよう！」
、今回はスペイン料理の登場です。みんなで作

告する「Kick off Meeting〜会員報告会」を今年も 6 月に開催

って会食した後は、スペインの文化や風習についてのお話

します。
年に一度協会会員が集い、
「MISHOP について知る日」

も聞きます。講師はパティシエのイレネさんです。

です。是非お気軽にご参加ください。

メニューは肉団子スープ、ライス・プディング等です。

◆日時： 6 月 24 日（土）14:00-16:00

◆日時： 6 月 17 日(土) 10:30-

◆場所： MISHOP フロア

◆場所： 連雀コミュニティセンター2 階

◆当日のスケジュール

◆講師： イレネさん

2016 年度事業報告／決算

◆参加費：\500（前払い制）

2017 年度事業計画／予算の説明

SPAIN

事前申込制：5 月 23 日から受付開始

各部会、定例活動、会員グループ活動報告
◆申込み：直接または電話で事務局へ。協会ホーム

参加費をお支払い頂いた時点で正式申込みとなります。
◆先着 25 名

ページからもお申し込みいただけます。
★各部会、ラウンジや日本語教室等の定例活動と、会員グ

◆持ち物：エプロン・三角巾・食器拭き用の布巾、マスク

ループから、それぞれ発表者 1 名の出席をお願いします。

◆申込み：直接、または電話、協会ホームページから
大沢コミュニティ祭にて

2017 年度

年会費納入についてお願い
MISHOP は、維持会員及び賛助会員の皆さまのご協力と
会費により支えられています。会費は MISHOP 窓口または、

5 月 27 日

土

ＭＩＳＨＯＰを紹介して
くださる方を募集
大沢コミュニティ・センターで行われるコミュニティ祭

このレターとともにお送りします郵便局の払込票にて、お

りで MISHOP を紹介します。より多くの市民の方々に、

納めいただけます。新年度もさまざまな多文化共生に向け

MISHOP のことを知っていただけたらという思いからこの

た活動を、会員の皆さまとともに企画、実施していきます。

PR が始まりました。パネルや写真を展示しますので興味

どうぞよろしくお願いいたします。

を持ってくださった方にリーフレットをお渡ししたり、

なお、新年度が始まってすぐご納入いただきました方々、

MISHOP の活動の様子をお伝えいただけませんか？
大沢地区にお近い方、是非ともよろしくお願いいたしま

ご協力ありがとうございました。
また、すでにお納めくださいました方に同封されている

す。ご協力くださる方は事務局までお知らせください。

払込票につきましては、行き違いのためご容赦いただき、

◆場所：大沢コミュニティ・センター

破棄くださいますようよろしくお願い申し上げます。

（住所：大沢 4-25-30）

参加者募集中

5 月 21 日

MISHOP

◆日時：5 月 27 日（土）

日

をよろしく

10：00〜16：00

国際交流ウォークラリー2017
国際交流ウォークラリーの参加者、およびボランティア
の方を引き続き募集しています。先着 80 名、残りわずか
です。お早目にお申し込みください。みなさまのご参加を
お待ちしています。
（参加費 100 円前払制）
◆日時：5 月 21 日（日）12:00-16:00 頃
◆集合：12:00 京王井の頭線 井の頭公園駅前

ゴールデンウィーク中の MISHOP の開館日は
カレンダーどおりとなります。

▼4/29（金）4/30（土）5/3（水）5/4（木）
5/5（金）←休館日
▼5/1（月）5/2（火）5/6（土）
- 開館しています。

◆申込： MISHOP 事務局に直接、または電話、HP から。
MISHOP ニュースレター
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各部会からのお知らせ

新事務局長のご紹介
昨年度事務局長を務めた原島事務局長にかわり、4 月 1

MISHOP の活動は会員の皆さんで構成している各部会で、

日より、馬男木（まなぎ）事務局長が就任しました。新た

様々な企画・運営をおこなっています。MISHOP の定例活

にスタートした事務局をどうぞよろしくお願いいたしま

動（ジャパニーズ／イングリッシュ・ラウンジ等）や会員

す。

グループのお世話役の方々等も、横の連携を持つ情報交換

４月１日の辞令交付では、理事長から「事務局長」と
ともに「協会 30 周年事業・東京 2020

の場として、関連の部会へ引き続き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

オリンピック・パラリンピック競技

近の会議と活動の内容は次のとおりです。

大会担当理事」の辞令もいただきま

部会の開会日程は、協会ホームページのイベントカレン

した。しっかり取り組みたいと思い

ダーまたは、事務局へお気軽にお尋ねください。なお、各

ます。
（馬男木）

会議の議事録は、協会廊下本棚のファイルで自由に閲覧で
きます。
●イベント部会：

第1回

５月 30 日

火

フェスティバル実行委員会始動
今年の三鷹国際交流フェスティバルの開催日程が、9 月

・
（青少年)

新年度事業計画、子ども世界の文化体験会等

⇒次回 5/16（火）19：00・
（一般）新年度事業計画、ウォークラリー、
「世界を食べ

24 日(日)に決まりました。いよいよ実行委員会が立ち上が

よう」等を検討

ります。全体での会議をおおよそ月 1 回、担当者ベースの

⇒次回 5/9（火）18:00 作業/18:30 ウォークラリー会議

打ち合わせを随時開催する予定です。第 1 回目は 5 月 30
日(火)19：00− 開催します。例年 200 名を超える方々に
ご協力いただいている MISHOP の一大イベントですので、
今年も皆さまのご協力を宜しくお願いいたします。準備活
動にご協力いただける方、ご関心のある方は事務局までお
問い合わせください。
★各部会、ラウンジや日本語教室等の定例活動と、会員グ
ループから、それぞれ発表者 1 名の出席をお願いします。

各部会に参加しませんか
MISHOP の各部会（イベント部会、サポート・サービス部

/19:00 部会/19:30 フェスティバル WB 準備会
●サポート・サービス部会：
⇒次回 7/19（水）13：30〜

・通訳翻訳ボランティア勉強会 ⇒6/3（土）15：00●広報部会：
「みんなの活動だより」次号の企画検討
次回はフェスティバル広報等について
⇒次回未定 HP でご確認ください。
●多文化教養部会： 新年度事業計画、次の国際理解講座
等を検討。外国人による「Int’ls Talk」
、前回はタイのお坊様
によるトークでした。⇒次回 7/29（土）14：00●フェスティバル実行委員会：

会、多文化教養部会、広報部会）では新メンバーを募集し

⇒5/30（火）19：00- 第１回 実行委員会

ています。MISHOP の主催するイベントや活動を、主催者

〇各部門別の会議や準備も、随時進行しています。

の立場から一緒に作り上げませんか？

日程等、HP でご確認ください。

忙しい皆さんが参加しやすいような日程に開催してい
ます。各部会の会議になかなか参加できなくても、メーリ
ングリストを通じて情報共有できるので、毎回参加しない
といけないのでは、という心配は無用です。無理のない範
囲でのご協力をお願いしています。新規入会の方はもちろ
ん、既に会員となられている皆さんも随時募集中ですので
お願いいたします。

公益財団法人

三鷹国際交流協会

〒181-0013

三鷹市下連雀 3-30-12 三鷹市中央通りﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 4 階
電話 0422-43-7812
FAX 0422-43-9966
http://www.mishop.jp/

