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＊ フェスティバル出店団体説明会 ＊
～ ボランティア・スタッフ募集 ～
（ワールドバザール担当より）

第３回 フェスティバル実行委員会
～皆さんの参加をお待ちしております～
「手をつなごう、世界はひとつ」をテーマに、今年
のフェスティバルの準備が始まり、実行委員会におい
て、協議され、準備が進められています。
三鷹国際交流フェスティバルの開催日程は、

会場設営、出店団体の受付や誘導、アトラクショ
ンの打ち合わせ等を手伝ったくださる方を募集。
当日は、さまざまな国の 100 人近い方のご来場が
見込まれます。ぜひ、お申し出ください。
ボランティア集合は、午後 12：30 MISHOP 集合

９月 22 日（日）です。場所は昨年同様、
井の頭恩賜公園西園交流広場及び 野球場周辺です。
フェスティバル実行委員会へ、皆様のご出席を是非
よろしくお願いいたします。実行委員会は、月 1 回ペ
ースで開かれます。MISHOP の一番大きなイベントを一
緒に創っていきましょう！

★7月27日（土）は、フェスティバルの「出店団
体説明会」を行いますので、12：00より LLJ 活
動など４階フロアーのご利用ができなくなりま
す。ご迷惑をおかけしますがご協力のほどよろし
くお願いいたします。

★各部会、
「ラウンジ」や日本語教室等の定例活動
と、各会員グループから、それぞれ 1 名の出席をお
願いします。
▼次回以降の実行委員会及び事前準備などの予定
◆ 7 月 23 日（火）18:30- 第３回実行委員会
◆ 8 月 27 日（火）18:30- 第４回実行委員会
◆ 9 月 10 日（火）18:30第５回実行委員会及びボランティア説明会
◆ 9 月 21 日（土）14：00- 荷物運び出し
15：30- 会場集合・設営（予定）
◆ 9 月 23 日（日）8：00／8：30 集合
（スタッフは本部受付、9：00 全体朝礼）
◆ 10 月 15 日（火）19：00第６回実行委員会（反省会）
◆ 場所

MISHOP フロア（9/22 は Fes 会場へ集合）

◆ 担当部門名（例）

日本語を母語としない親子のための

高校進学ガイダンス(説明会と教育相談)
お知り合いの方に高校進学を考える外国籍の方はいら
っしゃいますか？子どもを日本の高校に行かせたいと考
える日本語を母語としない親子のためのガイダンスが開
かれます。ボランティア・グループと高校の教師の方々
の協力のもとに行われ、８言語 (英語・中国語・韓国朝
鮮語・ロシア語・スペイン語・フィリピン語・タイ語・
ベトナム語)の通訳がつきます（ミャンマー語・ネパール
語はお問合せください)。内容は、入学試験、勉強方法、
都立高校のこと等。説明会と体験者のお話。最後に個別
の相談会もあります。
◆日時：７月７日（日）13：00-16：00
◆参加費：無料
◆ガイドブック代：500 円
◆会場：武蔵野市境 2-14-1 スイングビル 11F
◆主催：(公財)武蔵野市国際交流協会（MIA）

MISHOP ステーション

◆後援予定：東京都教育委員会、武蔵野市教育委員

ステージ

会、(公財)三鷹国際交流協会、三鷹市教育委員会、

ワールドバザール

西東京教育委員会、小金井市教育委員会

キッズゾーン

◆申込み：武蔵野市国際交流協会へ

コミュニティゾーン

７月６日（土）までに直接お申し込みください。

広報、本部、他

Tel ： 0422-36-4511
https://www.mia.gr.jp/
MISHOP ニュースレター
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▶ 常務理事退任について ◀
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各部会からのお知らせ

このたび、５月３１日付で、
馬男木賢一氏が常務理事を退任されました。
以下、会員皆様へのご挨拶になります。

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

2017 年に MISHOP に着任以来、皆さまには大変お世話
になりました。

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

MISHOP の会員主体の積極的な活動は三鷹市内の市民
活動の中でも群を抜いています。日々活動をご一緒しな
がら大変感銘を受けておりました。本年協会設立 30 周
年を迎えますが、これもひとえに会員の皆さまによるこ
の MISHOP らしい活動の積重ねと協会へのあたたかいお
気持ちによるものと心から感謝申し上げます。
MISHOP を離れ三鷹市に戻ることとなりました。私が
感銘を受けました MISHOP 活動をこれからも会員の皆さ

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。

まが安心して展開していただけるように気持ちを寄せ
て参りたいと存じます。

●イベント部会：
（一般）
：⇒次回は、10 月 15 日（火）18：30～

2019 年 5 月 31 日

（青少年）
：子ども世界の文化体験会について
馬男木賢一

⇒次回は、７月 24 日(水) 19：00～

●フェスティバル実行委員会
⇒第３回 ７月 23 日（火）18：30～

ジャパニーズラウンジ（金曜）

ゆかた着付け体験
金曜ジャパニーズラウンジでは、9 月末までゆかたを用
意しています。この機会に浴衣を体験してみませんか？
金曜ラウンジのボランティアスタッフがお待ちしており
ます。LLJ ペアの方やお知り合いの外国籍の方にぜひご紹
介ください。
◆ジャパニーズラウンジ（金曜）
毎週金曜 14：00-17：30

＊ 子ども教室夏休みのお知らせ ＊

⇒第 4 回 ８月 27 日（火）18：30～
⇒第 5 回 ９月 10 日（火）18：30～
⇒第 6 回 10 月 15 日（火）19：00～

●サポート・サービス部会：
サポート・サービス部会 ７月 17 日（水）13：15～
▼通翻ボランティア勉強会
７月 13 日(土) 15：00～17：00

●広報部会：

8/3～8/17 まで、子ども教室は

『みんなの活動だより』の取材や執筆担当について

夏休みです。8/24 は実施します。

フェスティバルの広報も担っています。ライター募集中
⇒次回 未定 HP にてご確認ください。

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/

●多文化教養部会：
国際理解講座等について
⇒次回 ７月 13 日（土）14：30～

