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＞＞MISHOP WORLD 2018＜＜
第２９回三鷹国際交流フェスティバルを終えて

年末の大忘年会

9 月 23 日はお天気にも恵まれ、みなさまのおかげ

フェアウェルパーティ 2018

ですばらしいフェスティバルとなりました。約 4 万

MISHOP では 12 月に毎年恒例のフェアウェルパーティ

8 千人のご来場者の皆様に多文化体験、国際交流な

2018 を開催します。MISHOP のメンバーが外国籍の方と

ど、MISHOP WORLD を楽しんでいただけました。実

一緒に今年一年を振り返り、軽食と楽しいゲーム、音楽と

行委員の皆様、ご協力いただきました会員の方々、

共にあたたかいひとときを過ごしましょう。今年はナナさ

たくさんのボランティア、準備搬入、片付けをお手

んのタイ舞踊も企画しています。お楽しみに。

伝いしていただいたみなさま、本当にありがとうご

◆日時：12 月 15 日（土）14：00〜16：00
（開場 13：30）

ざいました。

＊11 月 23 日(金）は MISHOP 創立記念日です＊

◆会場：MISHOP フロアー

皆さまの温かいご支援により、今年で 29 周年を迎え

◆対象：MISHOP 会員（家族）と外国籍の方

ます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

◆参加費：事前に窓口にてチケットをご購入ください。
【A チケット】500 円（ソフトドリンク込み）
【B チケット】1000 円
（ソフトドリンク以外の飲み物券２枚付き）
◆定員：先着 120 人
（定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。
）
◆申込み：直接、または電話、協会 HP から事務局へ

※ 11 月 1 日より、受付開始です！

＊ボランティアスタッフ募集！＊
フェアウェルパーティ 2018 は、ボランティアのみ
なさんのお力で運営しています。事前準備や当日の

MISHOP 創立３０周年プロジェクト
創立３０周年に向けて、第 2 回意見交換会を開催しま
す。
これからの MISHOP の方向性や取り組みなどについて、
皆さんで意見交換会を行います。第１回目に参加してい
なくても構いません。お気軽にご参加ください。
◆日時：11 月 10 日（土） 14：00〜
◆場所：三鷹国際交流協会（MISHOP）会議室
※参加してくださる方は事務局までご連絡ください。

設営、クローク、配膳、片付けなどをお手伝いして
くれる方、当日一発芸をしてくださる外国籍の方、
お国のお料理やお飲み物の差し入れを大募集してい
ます。一緒に楽しいパーティを作り上げましょう。

日本語ボランティア講習会

ことばを教えることは難しいですか？
〜はじめての日本語支援ボランティア〜

関心のある方は事務局まで！！
★事前準備：12 月 12 日（水）のｲﾍﾞﾝﾄ部会にて
18:30- 会場準備や装飾
19:00- 企画打ち合わせ

＊土曜午後に LLJ レッスンをしている方へ＊

日本語支援活動（日本語教室、子ども教室、LLJ）
に登録し活動している皆さんと、これから活動をは
じめようと興味をお持ちの方に向けて、日本語支援
活動の魅力、活動を通じての交流の楽しさ、ご自身
の日本語学習経験談をジャンさんがお話ししてく
ださいます。

パーティ当日、12：30-18：00 まで、MISHOP フロ

◆講師：ジャン・プレゲンズ氏（協会副理事長）

アでの LLJ レッスンはできません。予めご了承くだ

◆日時：12 月 8 日（土）13：30〜15：00

さい。是非パートナーの方と一緒にパーティへご参

◆場所：MISHOP 会議室

加ください。

◆定員：先着 60 名
◆費用：無料
◆申込：直接窓口または電話、協会ＨＰから事務局へ。
MISHOP ニュースレター
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秋の課外ラウンジ

各部会からのお知らせ

昭和記念公園に行こう！
― 黄金色のイチョウ並木を歩きながら ―
今年は、立川にある国営昭和記念公園に行って、深まり
ゆく秋を満喫します。秋の風物詩イチョウ並木の散策、ラ
ンチタイム、広大な園内の見学など、交流を楽しみながら
秋の一日をのんびりと過ごしましょう。
◆集合時間場所：11 月 20 日（火）

미타카 국제교류협회

MISHOP の活動は会員の皆さんで構成している各部会が、
さまざまな企画・運営をおこなっています。MISHOP の定
例活動（ジャパニーズ／イングリッシュ・ラウンジ等）や
会員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、

10:00 MISHOP(第①集合)

どなたでも参加できますので、お気軽にお越しください。

10:15 三鷹駅改札(第②集合)

最近の会議と活動の内容は次のとおりです。

11:00 青梅線西立川駅／昭和記念公園西立川口
(第③集合)
◆対象：MISHOP 会員（家族）と外国籍市民
◆持ち物：昼食、レジャーシート（歩きやすい服装で）
◆参加費：入園料･一般大人 450 円

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。

（現地までの交通費は各自で負担）

●イベント部会：

◆申込み：直接窓口、または電話、協会 HP から事務局へ

・
（一般）ﾌｪｱｳｪﾙﾊﾟｰﾃｨ 2018（18：30- 直前作業）
、
世界を食べようについて
⇒ 12 月 12 日（水）19：00〜
・
（青少年）国際交流スキーツアーについて
⇒ 1 月 30 日（水）19：00〜

申込み時に上記の集合場所①〜③をご連絡ください。

東京大学三鷹国際学生寄宿舎生との集い
留学生と交流しませんか！

●サポート・サービス部会：

地域の国際交流活動の一環として、今年も留学生達との市

・各支援グループ報告、
三鷹市総合防災訓練について（振り返り）
⇒1 月 16 日(水)13：15〜15：00
▼通翻ボランティア勉強会
⇒ 11 月 17 日（土）15:00〜

民交流の集いを実施します。

●広報部会：

◆日時：12 月 1 日(土) 11：00-15：00

・協会 PR 活動や「みんなの活動だより」について
⇒未定 HP にてご確認ください。

新川にある東京大学三鷹国際学生宿舎には多数の外国籍
留学生が暮らしています。MISHOP と東京大学教養学部では、

◆場所：東京大学三鷹国際学生宿舎 共用棟ホール
(三鷹市新川 6-22-20 Tel 0422-43-4961)

●多文化教養部会：

※お車でのご来場はご遠慮下さい

・次回の国際理解講座と前回の振り返り
⇒未定 HP にてご確認ください。

◆主催：東京大学教養学部
共催：
（公財）三鷹国際交流協会
後援：三鷹市
◆参加費：無料

フェスティバル実行委員会

※参加ご希望の方は、当日会場へお越しください。

5 月から月 1 回開催してきたﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会

予約は必要ありません。
◆当日プログラム：HP にてご確認ください。

東京２０２０ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会
「都市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 三鷹市推薦者」募集
市では、東京２０２０ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会
「都市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ三鷹市推薦者」を募集しています。ご
興味のある方は、三鷹市 HP をご覧ください。
◆問合せ先：スポーツと文化部スポーツ推進課
電話：0422-45-1151

も 10 月をもちまして今年度は終了しました。ご協
力いただいたみなさん、ありがとうございました。

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/

