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ことばと文化講座
〜 中国コース 〜
まだ間に合う？！

フェアウェルパーティ 2018
年末の楽しい集まり、フェアウェルパーティ 2018。

中国の社会・歴史・サブカルチャーなどを学びながら、
それに関連する初歩的なことばも学習していきます。
講師は協会理事の王逎鋼（おう ないこう）さん。

参加者、およびボランティアの方を引き続き募集してい

コース修了後に学習を継続したい方は、会員による中

ます。一緒にこの一年を振り返りながら盛り上がりまし

国語のグループ、
「龍縁会」に参加して継続学習ができま

ょう！

す。
（毎週土曜の同時間帯、3 月 23 日〜）

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

中国語を学んで広い中国を歩いてみませんか！
◆日程 ： １月 12 日から３月 16 日
毎週土曜日

◆会場：MISHOP フロアー
◆対象：MISHOP 会員（家族）と外国籍の方
◆参加費：事前に窓口にてチケットをご購入ください。

◆時間 ： 午後 7 時 30 分
〜午後 9 時

【A チケット】500 円（ソフトドリンク込み）

◆場所 ： 国際交流協会会議室

【B チケット】1000 円

◆受講料： ￥10,000.-

（ソフトドリンク以外の飲み物券２枚付き）

(全 10 回)

◆定員：先着 15 名

◆定員：先着 120 人

（最少催行人数 10 名）

（定員なり次第、締め切りとさせていただきます。
）

※ 定員になり次第、締め切り

◆申込み：直接、または電話、協会 HP から事務局へ

◆申し込み：12 月 25 日（火）までに直接または電話、
HP から事務局へ

＊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

◆講師 ：王逎鋼さん
（協会理事、ハリウッド大学院大学教授）

みなさんのお力で運営しています。事前準備や当

※【ことばと文化講座〜中国コース〜】開講中は、

日の設営、クローク、配膳、片付けなどをお手伝

会員グループ『龍縁会』の活動はお休みになります。

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。
関心のある方は事務局まで！！

ボランティア企画国際交流事業

世界を食べよう！「ジンバブエ料理」（予告）
世界各国の料理を作りながら、交流を楽しむ企

★事前準備：12 月 12 日（水）のｲﾍﾞﾝﾄ部会にて

画「世界を食べよう」。今回はジンバブエ料理です。

18:30- 会場準備や装飾

ボランティアスタッフも募集します。外国籍の方は

19:00- 企画打ち合わせ

どなたでもどうぞ。詳細は次号にてお知らせします。
お楽しみに！（1 月 4 日より受付開始）

＊土曜日午後に LLJ レッスンをしている方へ＊
パーティ当日、12：30-18：00 まで、MISHOP フロ
アでの LLJ レッスンはできません。予めご了承くださ
い。是非パートナーの方と一緒にパーティへご参加く
ださい。

＊ 年末年始 休館のお知らせ ＊
12 月 29 日（土）から 1 月 3 日（木）まで、
MISHOP4 階フロアと事務局はお休みとなります。
1 月 4 日（金）より通常通り開館しております。
今年も一年ありがとうございました。どうぞ良い年
をお迎えください。
MISHOP ニュースレター
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日本語教室ボランティア募集
毎週土曜日の午前中、初めて日本語を学習する外国籍
市民の方を対象に、少人数で勉強をする「日本語教室」
のボランティアを募集します。ボランティア登録前には
以下の日本語教室勉強会（全３回）への出席が必要です。
◆対象：18 歳以上で日本語を母語としている方
日本語教室勉強会（全３回）に出席できる方
◆申込：直接または電話、協会ホームぺージから

三鹰国际交流协会

미타카 국제교류협회

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、どなたでも参加できま

● 日本語教室・活動の様子
活動日：毎週土曜日、午前 10 時から 11 時半
(月１、２回のシフト制)
会場：MISHOP 会議室
学習者対象：三鷹市在住、在勤、在学の外国籍市民で初心者
レベルの日本語会話を勉強したい方
学習形式：グループレッスン。学習者複数名に対してボラ
ンティア２名（メイン・サブ）体制

◆ 日本語教室勉強会/全３回
〜「日本語と国語はどう違うんだろう〜
協会オリジナルテキストの使い方や、日本語を教える
時に必要な基本的な文型を学びます。日本語教室の活動
実態に合わせながら日本語の教え方について一緒に考え
ていきます。
◆日時：1 月 19 日から２月２日、毎週土曜日
午後１時半から３時半（全３回）
◆会場：MISHOP 会議室
◆講師：日本語教室アドバイザー（協会会員）

地球市民講座

私がヒロシマで学んだこと
三鷹市が加盟する平和首長会議の
『青少年
「平和と交流」
支援事業』に参加した杏林大学の福田むつ美さんの報告会
を開催します（第１部）
。報告会後、当協会理事の坂本ロ
ビンさんを招いて、平和についての意見交換会を行います
（第２部）
。この機会に、若い世代の平和への想いや、核
のない世界を目指した活動について理解を深めてみませ
んか。
◆日時：12 月 11 日（火）午後６時 30 分〜午後８時
◆会場：国際交流協会会議室
◆参加費：無料
◆定員：50 名
◆参加方法：申込不要・参加費無料・当日直接会場へ
※ 詳細は HP にてご確認ください。
◆報告：福田むつ美さん
◆意見交換：坂本ロビンさん
（杏林大学外国語部長、みたか国際化円卓会議委員、
三鷹国際交流協会理事）
◆主催：三鷹市企画部企画経営課
◆共催：三鷹国際交流協会

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：
・
（一般）フェアウェルパーティ 2018 直前準備、
世界を食べようについて検討
⇒次回 12 月 12 日（水）18：30〜 会場準備や装飾
19：00〜 打ち合わせ
・
（青少年）国際交流スキーツアーについて
⇒ 次回 1 月 30 日（水）19：00〜

●サポート・サービス部会：
・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）
⇒次回 1 月 16 日(水)13：15〜15：00
・通訳翻訳ボランティア勉強会
⇒次回 1 月 19 日(土)15：00〜
＊場所未定 HP にてご確認ください。

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

●多文化教養部会：
・第 81 回 国際理解講座、子ども国際理解教室、ことばと
文化講座〜中国コース〜を検討。
⇒次回 1 月 26 日(土)14：30〜
公益財団法人
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