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＊＊＊ 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.

Phone: 03-6440-0233

Email: office@minato-intl-assn.gr.jp

★ Zen Class
How about trying to harmonize your mind and body and return to yourself through zazen (sitting meditation)?
If you are interested, please join us!
Date & time: September 29 (Sat) 14:00–15:30
Place:
Gender Equality Center “Libra” (Japanese-style
Room); Minato Park Shibaura, 1st Floor
1-16-1 Shibaura; Minato-ku
Participation fee: ¥800 (MIA members)
¥1,000 (non-members)
Notice:
Please wear comfortable pants for zazen.
Capacity:
first 30 people to sign-up
*Participants must be at least 7 years of age;
children under 7 will not be admitted to the venue,
even if they are accompanying an adult.

Rev. Hojun Szpunar （Instructor of the day）

★ 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２２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 22 (Sat).

★ Coffee Morning
This is a meeting where foreign newcomers and residents can ask about problems they are having in their
daily lives in Japan. After discussing your problem, stay for coffee and enjoy chatting with Minato International
Association members. Please come. We look forward to meeting you! (No meeting in August.)
Date & time: September 22 (Sat) 10:00–12:00
Place:
MIA office

Language:
Participation fee:

English
free (non-Japanese only)

※上記の内容に関しての詳細はチラシ又は
HP をご覧ください。
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

*Please see the appropriate flier or our website for further information on the above events.

★ レインボーブリッジウォーク
と
フジテレビ見学ツアー

★ Exploring Rainbow Bridge

and
Fuji Television Studio

行き先：

芝浦ふ頭 ～ レインボーブリッジ
～ お台場 ～ フジテレビジョン

Destination: Shibaura-futo  Rainbow Bridge
 Odaiba  Fuji TV Studio

日程：
定員：
参加費：

１０月２７日（土）
５０名
MIA 会員 ５００円
非会員 ８００円

Date:
October 27 (Sat)
Number of participants: 50 people
Fee:
¥500 (MIA members)
¥800 (non-members)

みなとにほんご友だちの会
「みなとにほんご友だちの会」は、日本語会話練習のお手伝いをしながら、お互いの考えを伝え合い、文化などを紹介
し合うことを通じて相互理解を深め、誰もが暮らしやすい地域をつくる活動です。日本語を話す機会を求めている外国
人の方と１対１で日本語で会話をしながら交流します。９月よりスタートする新体制では、パートナーの皆さんがより安
心して活動できるように、国際交流のための基礎知識や、外国人の方にとって分かりやすい「やさしい日本語 ※」につ
いて学ぶ機会を提供します。また、「やさしい日本語」を使って、外国人と交流する楽しいイベントも開催します。
※

「やさしい日本語」とは、外国人にも分かりやすく表現された日本語のことです。

港区には「やさしい日本語なら分かる！」という外国人が７割もいます。日本語で会話したいという外国人もたくさんい
ます。あなたもパートナーとして活動に参加してみませんか？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：
場所：

９月１日(土)
MIA オフィス

日本人のみ 午後１時 ～ ５時 （２時間の学び＋説明、登録会）

Minato Nihongo Tomodachi no ｋai
This program pairs foreigners learning Japanese with Japanese volunteers who can help them improve their
Japanese communication skills. It is fully supported by the Minato City Office. If you are looking for a
Japanese-speaking partner to practice with, please join us! Reservations are required prior to attendance.
Date & time: September 8 (Sat)
Place:
MIA office

Non-Japanese 10:30

MIA also helps to promote interaction among Japanese and non-Japanese by organizing various events and
activities.
*Basic Japanese level is a must! (People who can conduct daily conversation in Japanese are eligible to
participate.)

※上記の内容に関しての詳細はチラシ又は HP をご覧ください。
*Please see the appropriate flier or our website for further information on the above events.
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.

