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★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

大使館によるお国紹介展示会

World Cultural Exhibition

カザフスタン共和国
マダガスカル共和国
トーゴ共和国

Republic of Kazakhstan
Republic of Madagascar
Republic of Togo

各国の魅力をパネルや写真にて紹介します。ぜひ見
にいらしてください！
※内容等は若干変更になる可能性もあります。

Many pictures and panels introducing each country
will be shown at the booth. Please come and enjoy
our exhibition.
*Content may change slightly.

日時：４月２３日（土）午後１時～４時３０分
会場：赤坂区民センター 区民ホール ホワイエ
入場料：無料 ※当日直接会場までお越しくださ
い。
問合せ：電話またはメールにて受付

Date & Time: April 23 (Sat) 1:30PM – 4:30PM
Place:
Akasaka Civic Center foyer
Participation fee: free
Inquiry:
by phone or email

★ 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 April is Ms. Amy Katoh. The topic is “藍 (Ai) Love Japan.”
Date: April 23 (Sat)
Time: 2:15 – 3:30PM
Place: Hobaitei, Hama-rikyu Gardens (1-1, Hama-rikyu Teien; Chuo-ku)
【Otemon Entrance】
7 min. walk from Shiodome and Tsukijishijo stations on the Toei Oedo Line
12 min. walk from Shimbashi Station on the JR Yamanote, Tokyo Metro Ginza,
and Toei Asakusa lines
【Naka-no-gomon Entrance】
5 min. walk from Shiodome Station on the Toei Oedo and Yurikamome lines
15 min. walk from Hamamatsu-cho Station on the JR Yamanote Line
Participation fee: ¥500; ¥200 for students (student ID required)
*Please note that there is an additional entrance fee for Hama-rikyu Gardens.
Adults: 300 yen; Seniors (65 and over):
150 yen
Capacity:

25 people

* Please see our flier or website for more details.

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
Let’s Chat in Japanese （にほんごではなそう）は
日本語で楽 しくお話 をするイベントです。3月 のテーマ
は「日本庭園」です。素晴らしい庭園の多 くは、京都、
鎌倉 、東京 にあります。古 くからの都 であり、日本 の
に ほ ん ご
はな
文化と宗教の中心となっていた所 です。日本語で話 し
さ ん か
てみましょう。ぜひご参加ください！
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Let's Chat in Japanese is a great opportunity to try out
your Japanese conversation skills. This month we will
talk about cherry blossom spots. Many fine Japanese
gardens can be found in Kyoto, Kamakura and Tokyo.
The cities have been capitals or centers of Japanese
culture and religion for centuries.
Please come and enjoy chatting in Japanese!
Date:
Time:
Place:

April 23 (Sat)
12:00 noon – 1:30PM
Mita NN Hall, Space D
(4-1-23 Shiba; Minato-ku)
Participation fee: free
Inquiries:
MIA Office, by phone or E-mail

* Please see our flier or website for more details.

※ 詳細は、チラシまたはＨＰをご覧ください。

★ MIA’s Japanese Conversation
Partner

★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。

日時： ４月９日（土）
日本人
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 program (JCP) pairs
foreigners learning Japanese with Japanese volunteers
who can help them improve their Japanese communication
skills. If you are looking for Japanese speaking partners to
practice with, please join us! Reservations are required
prior to attendance.
Date & time: April 9 (Sat)
Japanese:
10:30AM
Non-Japanese: 11:30AM
Place:
MIA Office
Inquiries:
MIA office by phone or E-mail

* Please see our flier or website for more details.

※ 詳細は、チラシまたはＨＰをご覧ください。

★ 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 life 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:

April 23 (Sat) 10:00AM – 12:00 noon

Place:
MIA Office
Language:
English
Participation fee: free
Inquiries & reservations: MIA Office by phone or E-mail

* Please see our flier or website for more details.
申込み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.

