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協会設立 30 周年に向けて
旧年中は皆様の温かいご支援をどうもありがとうご
ざいました。イベントや日本語支援活動などを通して会
員の皆様と外国籍の方々と楽しい交流が出来ました。

多文化共生の社会づくり
－これまでとこれから
国籍や民族などの異なる人々が、お互いの文化の

どうぞよい年始のお休みをお過ごしください。

違いを認め合い、共に生きていく

皆様のご健康とご多幸を心より
お祈り申し上げます。
来年もどうぞよろしくお願いい

日本に暮らす外国人は約 264 万人で、人口の２％とな
っています。入国管理法改正により、2019 年４月以降、
外国人住民のさらなる増加が予想されます。外国人も日

たします。

本人も住みやすいまちを目指すにはどうすればよい

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」
世界各国の料理を作りながら、交流を楽しむ企
画「世界を食べよう」。今回はジンバブエ料理です。
ナターシャ・ベナブルスさんがおいしいジンバブエの
料理を教えてくださいます。会食後にジンバブエについ

か？ 本講演会では、講師とともに、
「地域の国際化」や
「多文化共生」の歴史を振り返るとともに、これからの
10 年について考えたいと思います。ぜひご参加くださ
い。
やまわき

けいぞう

◆講師：山脇 啓造 さん
（明治大学 国際日本学部 教授）

てのお話もあります。料理を通して、ジンバブエの文化

◆日時：2018 年 2 月 19 日（火）19：00～21：00

や料理について触れてみませんか？

◆場所：MISHOP 会議室
◆定員：先着 70 名

●メニュー
＊Sadza, Chicken and Relish
＊ Milk Tart - Southern African

◆費用：無料
◆申込み：直接窓口、または電話、協会 HP より

desert
＊Rooibos Tea
※当日メニューの変更があるかもしれません。
◆日時：2 月 9 日（土） 10：30◆場所：連雀コミュニティ・センター
（三鷹市下連雀 7-15-4）
◆定員：25 名（先着順）
◆参加費：500 円（事前払）
◆申込み：直接窓口、または電話、協会 HP より
お申込みください。
（1 月 5 日より受付開始）
◆持ち物：エプロン、三角巾、
マスク、食器拭き用の布巾
※参加費納金時点で､正式申込みとなります。

お申込みください。

＜ 山脇さんプロフィール ＞
明治大学国際日本学部教授。
東京大学法学部卒業、コロンビア大
学国際関係・公共政策大学院修了。
専門は移民政策・多文化共生論。
2000 年頃から多文化共生社会の形
成に向けた様々な政策提言を発表。
総務省、外務省など関係府省や東京都、愛知県、宮城県な
ど地方自治体の外国人施策関連委員を歴任。
2012 年９月、
内閣官房によって、
「世界で活躍し『日本』を発信する日
本人」に選出される。2018 年７月、外国人の社会統合の
推進への寄与により、外務大臣表彰を受賞。

※調理参加される方に限ります
MISHOP ニュースレター

No338, 2019 年 1 月

三鷹国際交流協会

Mitaka International Society for HOsPitality

MISHOP 設立３０周年プロジェクト

三鹰国际交流协会

미타카 국제교류협회

各部会からのお知らせ

設立３０周年に向けて、第３回意見交換会を開催し

MISHOP の活動は会員の皆さんで構成している各部

ます。これからの MISHOP の方向性や取り組みなどにつ

会が、さまざまな企画・運営をおこなっています。

いて、皆さんで意見交換会を行います。お気軽にご参加

MISHOP の定例活動（ジャパニーズ／イングリッシュ・

ください。

ラウンジ等）や会員グループのお世話役の方々等も、横

◆日時：２月９日（土） 14：00～
◆場所：女性交流室
※参加してくださる方は事務局までご連絡ください。

>>> 次回予告 （第 4 回意見交換会）
◆日時：３月 16 日（土）14：00～
◆場所：MISHOP 会議室

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

＊ ボランティア募集 ＊
国際交流スキーツアー2019
国際交流スキーツアーに参加する外国籍の方を
サポートしてくださる MISHOP 会員・ボランティア
を募集します。
詳しくは別添チラシをご覧ください。
日時：2019 年 2 月 23 日(土)～24 日(日) 1 泊 2 日
ｽｷｰ場：ｼｬﾄﾚｰｾﾞｽｷｰﾘｿﾞｰﾄ八ヶ岳(長野県)

に閲覧できます。

●イベント部会：
・
（一般）ﾌｪｱｳｪﾙﾊﾟｰﾃｨ 2018（振り返り）
、
世界を食べよう準備(2/9)、ｳｫｰｸﾗﾘｰ企画（5 月）など
⇒次回 ２月 13 日（火）18：30～
・
（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：

＊ 1 月 21 日（月）停電のお知らせ ＊
電気設備点検の下記時間帯は、
建物のエレベータ及び暖房が止まります。
LLJ を予定されている方はご注意ください。

1 月 21 日（月）13：30～14：30

・各支援グループ報告、
⇒次回 1 月 16 日(水)13：15～15：30
・通訳翻訳ボランティア勉強会
⇒次回 1 月 19 日(土)15：00～17：00

●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
＊ 1 月 13～14 日 HP メンテナンスのお知らせ ＊

上記期間でホームページのメンテナンス作業
を行います。この間は、閲覧は可能ですが、イ
ベント申込・問い合わせ等の機能は利用できま
せん。ご不便をおかけいたしますが、ご理解の
ほど、お願いいたします。

＊ 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。

⇒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（3/30）
」と「ことばと文化講
座 中国コース（1/12～3/16）
」を検討
⇒次回 1 月 26 日（土）14：30～
公益財団法人
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