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 ★ Let’s play Karuta 
 

If you have been looking for an opportunity to brush up your Japanese and meet new people, this 
is your chance! 
Join us and learn about different countries through the famous Japanese game, “Karuta”. 
 

Date & time: Aug 26 (Sat), 14:00–16:00 
Place: Akasaka Civic Center, 5th Floor (Japanese Tatami Room) 
 4-18-13 Akasaka; Minato-ku   
Participation fee: ¥100 
Capacity: 20 non-Japanese (first to sign-up) 
 All ages may apply 
Language: Japanese & English 
Inquiries & Reservations:  accepted by phone or email 
 
* Please see our flier or website for more details. 
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GIF MINATO INTERNATIONAL ASSOCIATION (MIA) NEWS 

一般財団法人  港区国際交流協会（ＭＩＡ）だより 

 

かわらばん  

KAWARABAN  

H29.6.30現在 個人会員364名  家族会員 37組106名  団体会員2組  法人会員1組  学生会員27名 

 ＊＊＊ 情報カレンダー   Information Calendar   ＊＊＊ 

★は、港区国際交流協会の主催事業です。 ★Indicates a Minato International Association activity 

かわらばんに掲載しているイベントのお問合せ・お申込みは、MIA 事務局まで電話またはメールでお願いします。 

Inquiries and reservations for events listed in this issue of Kawaraban will be accepted by phone or email to the MIA office. 

Phone: 03-6440-0233 Email: office@minato-intl-assn-gr.jp 

 

★ 無人島（猿島）探検 

行き先： 無人島（猿島）、 横須賀 
 横須賀中央駅～桟橋～猿島～記念艦「三笠」前 

 

日程： １０月２８日（土） 

集合時間： 午前８時５０分 （時間厳守） 

集合場所： 京浜急行線 横須賀中央駅 

解散場所： 記念艦「三笠」前 

定員：    ５０名    

参加費： MIA 会員 ２，０００円   

 非会員 ３，０００円 
（当日払い・往復乗船券・島入園料・傷害保険を含む） 

申込方法： 電話または E メール 

服装： 探検に適した服装と靴（サンダル等は

不可） 

※昼食,雨具、ごみ袋、必要な薬等持参 
 

※ 詳細は、チラシまたは HP をご覧ください。 

 

★ Adventure to a deserted Island  
(Sarushima) 

 
Destination:  Sarushima Island, Yokosuka 

Yokosuka-Chuo Station  Pier  Sarushima  

in front of Kinenkan Mikasa 

 
Date: October 28 (Sat) 
Meeting time: 08:50 (Please be punctual) 
Meeting place: Yokosuka-Chuo Station, 

(Keihin Kyuko Line) 
Break-up place: in front of Kinenkan Mikasa 
Number of participants:  50 people 
Fee: ¥2,000 (MIA members) 

 ¥3,000 (non-members)  
(Fee includes ship fare, island entrance fee and insurance; 

pay on the day) 

Applications:  accepted by phone or email 
Note: please be sure to wear clothes and shoes 

suitable for walking  
* Please bring your own lunch, trash bag, rain 

gear, necessary medication. 
  
*Please see our flier or website for more 
details. 
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★ Coffee Morning and Japanese Conversation Partner 

Coffee Morning and Japanese Conversation Partner explanatory meetings will take a break in 
August. The next meetings are as follows: 

Coffee Morning: September 30 (Sat) 

Japanese Conversation Partner explanatory meeting: September 9 (Sat) 

 
 

申込等で取得した個人情報は、当協会が主催する国際交流事業運営の範囲内で使用し、外部に提供することはございません。 

Personal data acquired from applications will be used solely for operation of events organized by Minato International 

Association and will not be disclosed to third parties. 

 

 

 

 

 

 

 

★ 一般財団法人 港区国際交流協会 日本語講座アシスタント募集 
 
募集人数：若干名  

報酬：１,０００円×担当回数（交通費込み） 
応募資格：① 一般財団法人港区国際交流協会の会員であること（年会費３,０００円をお支払いください） 

② 日本語講師の勉強をしている方または資格保有者 

③ 日本語指導に興味がある方 

勤務地：三田 NNビル スペース B・Cまたは港区国際交流協会 集会室１ 

【内容】 
講座名：日本語初級講座 Step1または Step２ （定員２０名） 
     （初めて日本語を学習する外国人を対象とするクラスです） 
開講時期：１月～３月、４月～７月、９月～１２月（原則として水曜夜、全１２回のクラスを年３回開講） 

 アシスタント２人で原則隔週での担当となります。 

※履歴書を８月２８日（月）（当日必着）までにお送りください。後日、面接等の日程（９月中に実施予定）についてお知らせいた 

 します。なお、応募書類はお返しいたしませんのでご了承ください。 

〒107-0061東京都港区北青山 1-6-3 都営北青山一丁目アパート 3号棟 B1 日本語講座アシスタント募集担当 

 

★ レッツ・チャット・イン・ジャパニーズ ＆ レッツ・リディスカバー・ジャパン 
８月は Let’s Chat in Japanese (LCJ)と、Let’s Rediscover Japan (LRJ)はいずれも休会です。 

９月３０日（土）にまたお目にかかりましょう。 

★ Let’s Chat in Japanese (LCJ) & Let’s Rediscover Japan (LRJ) 
Both programs will take a break in August. The next meetings will be held on September 30. 

33030. (Sat). 

 

 

かわらばんに掲載しているイベントのお問合せ・お申込みは、MIA 事務局まで電話またはメールでお願いします。 

Inquiries and reservations for events listed in this issue of Kawaraban will be accepted by phone or email to the MIA office. 

Phone: 03-6440-0233 Email: office@minato-intl-assn-gr.jp 

 

 

★ 一般財団法人 港区国際交流協会 日本語講座講師募集 

募集人数： 若干名  

報酬： ６,５００円×担当回数（税・交通費込み） 
応募資格：① 一般財団法人港区国際交流協会の会員であること（年会費３,０００円をお支払いください） 

② 日本語講師としての指導経験がある方または資格保有者 

勤務地：三田 NN ビル スペース B・C または港区国際交流協会 集会室１ 

【講座内容】 
講座名：日本語初級講座 Step1または Step２ （定員２０名） 
     （初めて日本語を学習する外国人を対象とするクラスです） 

開講時期：１月～３月、４月～７月、９月～１２月（原則として水曜夜、全１２回のクラスを年３回開講） 
各クラス２人の講師で原則隔週での担当となります。 

※履歴書を８月２８日（月）（当日必着）までにお送りください。後日、面接等の日程（9 月中に実施予定）についてお知らせ 

 いたします。なお、応募書類はお返しいたしませんのでご了承ください。 

〒107-0061 東京都港区北青山 1-6-3 都営北青山一丁目アパート 3号棟 B1 日本語講座講師募集担当 
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