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Kick-Off Meeting 2019
いよいよ新年度に入りました。

会員のみなさんに新年度の年間事業活動、決算や予算

2019年は協会設立30周年を迎える記念すべき節目の年

を報告する「Kick off Meeting～会員報告会」を今年も 6

です。会員の皆さまとご一緒に記念の年を

月に開催します。年に一度協会会員が集い、
「MISHOP に

盛り上げていきたいと思いますので、どう

ついて知る日」です。詳細は次号にてお知らせします。

ぞよろしくお願いいたします。

第 82 回 国際理解講座

効果的な異文化コミュニケーションスキルを
マスターする
「常識」の違いがどのような影響を及ぼすか？ 前提が異
なる相手にも明確に伝える方法とは？ 異文化間コミュニケ
ーションや異文化適応をテーマにした講演会です。※日本語
での講演会です。
◆日時 ：６月15日(土) 14：00-16：00
（開場 13：30）
◆場所 ：三鷹国際交流センター
◆講師 ：コミサロフ アダム さん
（慶應義塾大学 文学部教授）
◆定員 ：70名（事前申込制）
◆参加費：無料
◆主催・申込 ：
(公財) 三鷹国際交流協会まで
直接または電話、協会 HP から（５月８日受付開始）
●プロフィール● 慶應義塾大学文学部教授。2012-2013
年度には、オックスフォード大学セント・アントニーズ・カレ
ッジの客員研究員として日産日本問題研究所で研究に携わり
ました。これまでに米国、日本、東南アジア、そして欧州の大
企業並びに官公庁で多数の研修を実施。また、今まで新入社員
からエグゼクティブまで何千人ものビジネスパーソンを対象
に、効果的な異文化コミュニケーション、効果的多国籍チーム
の構築、アサーティブ・コミュニケーションなどのトピックに
ついて数多くの研修を行ってきました。
米国のブラウン大学卒業後、アンティオーク大学にて異文化コ
ミュニケーションの修士号を取得。国際基督教大学大学院行政
学研究科博士後期課程において、ビジネスにおけるインターカ
ルチュラルコミュニケーションの研究で博士号を取得。日本語
検定の一級及び米国の日本語教師の資格を取得しています。日
本のロータリー財団国際親善奨学生として慶應義塾大学で上
級日本語プログラムを修学。コミサロフ教授は、職場での国際
的なコミュニケーションと効果的な多文化チームを作り上げ
るために、最も実践的な働き方とはどのようなものかを分析す
るために、ビジネスパーソンたちにインタビューとアンケート
調査を行ってきました。これまでに 40 以上の学術雑誌に発表
したことがあり、Crossing Boundaries and Weaving Intercultural
Work, Life, and Scholarship in Globalizing Universities (2016)と At
Home Abroad: The Contemporary Western Experience in Japan
(2012)を含めて三冊の本の著者でもあります。

◆日時： ６月 22 日（土）14:00-16:00
◆場所： MISHOP フロア
★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。

2019 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、このレターとともにお送りしますゆうちょ銀行払
込票にてお納めいただけます。新年度もさまざまな交流
事業や国際理解事業など、多文化共生に向けた活動を、
会員の皆さまとともに企画、実施していきます。どうぞ
よろしくお願いいたします。
なお、すでに納入をお済ませの場合は、行き違いをご
容赦ください。

第1回

フェスティバル実行委員会始動
第 30 回三鷹国際交流フェスティバルにむけて、いよい
よ実行委員会が立ち上がります。全体での会議をおおよ
そ月 1 回、担当者ベースの打ち合わせを随時開催する予
定です。第 1 回目は５月 28 日(火)18：30- 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 1 名の出席をお願いします。
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
https://www.mishop.jp/
MISHOP ニュースレター
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プレゲンズ先生と行く箱根湯本温泉

MISHOP 会員グループ 温泉研究会
～「令和」初？露天風呂（笑）～
温泉研究会率いる MISHOP 代表理事のジャン・プレゲ
ンズ先生と一緒に、
「令和」初？の温泉を楽しみに行き
ませんか？ 温泉はもちろん、箱根の名所・大涌谷―温
泉卵（黒たまご）―箱根神社・元箱根・箱根関所などの
観光を予定しています。
◆日時：2019年６月29日（土）から30日（日）
＊29日（土）午後、三鷹から貸し切りバスにて
出発
◆場所：箱根湯本温泉
伊藤園ホテル箱根湯本（神奈川県）
◆対象：外国籍登録者、MISHOP 会員とその家族
◆参加費：約20,000円 *交通費、宿泊費、保険込
◆定員：先着20名
◆申込み・問い合わせ：MISHOP 会員上田さんまで。
tochigihotspago181@gmail.com

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
レンダーをご覧いただくか、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）ｳｫｰｸﾗﾘｰや「世界を食べよう」について
⇒（一般）５月 14 日（火）18：00～ ｳｫｰｸﾗﾘｰ準備

温泉研究会は、外国籍市民に日本の温泉を体験してもら
うとともに、会員との交流を目的に開催しています。

18：30～ ｲﾍﾞﾝﾄ部会
・
（青少年）新年度事業、子ども世界の文化体験について
⇒（青少年）次回：HP にてご確認ください。

引き続き参加者募集中！

国際交流ウォークラリー2019
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。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 19 日（日）12:00-16:00 頃
◆集合：12:00 京王井の頭線 井の頭公園駅前
◆申込：MISHOP 事務局に直接、または電話、協会 HP
から。

●サポート・サービス部会（ＳＳ部会）
：
・各支援グループ報告
⇒次回 ７月 17 日（水）13：30～
・通訳翻訳ボランティア勉強会
⇒次回 ５月 18 日（土）15：00～17：00
●多文化教養部会：
・国際理解講座について
⇒次回 ６月 22 日（土）午後（Kick-off Meeting 終了後～）
●フェスティバル実行委員会：
⇒５月 28 日（火）18：30- 第１回 実行委員会

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
ス部会、多文化教養部会、広報部会）では新メンバー
を募集しています。MISHOP の主催するイベントや活動
を、主催者の立場から一緒に作り上げませんか？
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。

●広報部会：
・みんなの活動だより、協会ＰＲ活動、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞについて
⇒次回：HP にてご確認ください。

「みんなの活動だより」の編集部員を募集します
「みんなの活動だより」は広報部会が制作する会員向け
広報紙で、イベントの報告、会員の感想、会員グループの
紹介などを掲載しています。A4 判両面印刷で年間 10 回ほ
ど発行しています。広報部会ではイベントなどを取材して
記事を書いてくださる方、写真を撮影してくださる方を募
集中。ご興味のある方は事務局にお申し出ください。

