〒107-0061 港区北青山 1-6-3
都営北青山一丁目アパート 3 号棟Ｂ１
Toei Kita Aoyama 1-Chome Apartments, Bldg. 3, B1
1-6-3 Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0061
Tel: (03) 6440-0233 Fax: (03) 6440-0234
E-mail: office@minato-intl-assn.gr.jp
http://www.minato-intl-assn.gr.jp

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

Vol. 7, No. 8

KAWARABAN
H27.9.30現在

個人会員312名

家族会員 26組 68名

2 0 1 5 . 11
団体会員 4組

法人会員 3組

学生会員18名

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

TEL:

03-6440-0233

E-mail: 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
JAPANESE CLASS
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
ASSISTANT
【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１１月２０日（金）（当日必着）までにお送りください。後日、面接等の日程（１２月中の予定）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 担当：平野

★ 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１１月２０日（金）（当日必着）までにお送りください。後日、面接等の日程（12 月中の予定）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 担当：平野

★ Coffee Morning
Join us for coffee/snacks and enjoy chatting with Minato International Association members.
This is a time for foreign newcomers and residents to consult us about their daily lives in Japan. If you are
having difficulty finding information you need, we can help you! Reservations are recommended, but
walk-ins are also welcome.
Date:
November 28 (Sat) 10:00-12:00 noon
Language:
English
Inquiries & Reservations:
MIA Office by phone or E-mail

* Please see our flier or website for more details.

Place:
MIA Office
Participation fee: free

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.

TEL:

03-6440-0233

E-mail: office@minato-intl-assn-gr.jp

★ Let's Chat in Japanese (LCJ)

★ レッツ・チャット・イン・ジャパニーズ
に ほ ん ご

Let’s Chat in Japanese （にほんごではなそう）は日本語で
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神社 「東照宮 」もあります。自由 に日本語 で話 してみましょ
さ んか

Let's Chat in Japanese is a great opportunity to try out
your Japanese conversation skills. This month we will
talk about ‘Nikko.’ Nikko is a town at the entrance to
Nikko National Park, most famous for Toshogu shrine.
Let’s chat in Japanese about Nikko. Come join us!
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Date:
Time:
Place:
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日程： １１月１４日（土）
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場所： みなとパーク芝浦２階 男女平等参画センター
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みなと く し ば う ら

学 習 室C （ 港 区芝浦１－１６－１）
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参加費：無料
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問合わせ： 電話または E メールにて受付

※ 詳細は、チラシまたはＨＰをご覧ください。

November 14 (Sat)
12:00 noon-13:30
Gender Equality Center “Libra,”
Study Room C
Minato Park Shibaura 2nd floor
(1-16-1 Shibaura, Minato-ku)
Participation fee: free
Inquiries: MIA Office:
by phone or E-mail

* Please see our flier or website for more details.

★ Let's Rediscover Japan (LRJ)
LRJ is a gathering for rediscovering Japan, with meetings conducted in English. Do you have enough
knowledge about Japan or your country to tell someone about it?
Our guest speaker in October is Mr. Kiyoshi Nishio. The topic is “Japan is unique!”
Date: November 14 (Sat)
Time: 14:00-15:30
Place: Gender Equality Center “Libra,” Study Room C (Minato Park Shibaura 2nd Floor)
Participation fee: ¥500; ¥200 for students (student ID required)
Capacity:
40 people

* Please see our flier or website for more details.

★日本語カンバセーションパートナー(JCP)
事業説明会についてのお知らせ
日本語での会話を希望する外国人の方に、日本人のパ
ートナーを紹介し、生活に役立つ日本語を身につけるお
手伝いをしています。あなたもパートナーとして活動して
みませんか？ご興味のある方は、事前にお申込みの上、
ご参加ください。
※現在日本人パートナーの女性の募集は終了しておりま
す。日本人の募集は男性のみとなりますのでご了承くださ
い。

日時： １１月１４日（土）
日本人(男性のみ)
午前１０時３０分～
外国人
午前１１時３０分～
場所： ＭＩＡオフィス
問合せ： 電話または E メールにて受付

★ MIA’s Japanese Conversation

Partner
MIA’s Japanese Conversation Partner program (JCP)
pairs foreigners learning Japanese with Japanese
volunteers who can help them improve their Japanese
communication skills. If you are looking for Japanesespeaking partners to practice with, please join us!
Reservations are required prior to attendance.
*We are currently not recruiting Japanese females.
Date & time:

November 14 (Sat)
Japanese (male Only) 10:30
Non-Japanese
11:30
Place:
MIA Office
Inquiries: MIA office by phone or E-mail

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.

