
  

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

  

会  場： 国際医療福祉大学 

東京赤坂キャンパス ２階カフェテリア 

港区赤坂 4-1-26 

参 加 費： 2,000円（ＭＩＡ会員） 

        3,000 円（非会員） 

         1,000 円（子ども 6～12 才、留学生） 

        ５才以下の子ども、無料 

言 語： 日本語と英語 

定  員： 200名 （申込先着順 締切：1 月 8 日（火）） 

申込方法： 電話またはメールにて 

Place: International University of Health and Welfare  

  Akasaka Campus 2F (Cafeteria) 

4-1-26 Akasaka, Minato-ku 

Fee: ¥2,000 (MIA members) 

¥3,000 (non-members) 

¥1,000 (Children 6-12 yrs old, Intl. students) 

 Children under 5 yrs are free 

Languages: English and Japanese 

Capacity:  200 participants (first 200 to sign up) 

How to apply:  Applications accepted by phone or email; 

  apply by January 8th (Tue) 

Access to the venue 

Date & Time: January 19 (Sat) 17:00~19:30 

 (Sat) 15:00~17:00 
         
 

 

(Doors open at 16:30) 

Minato International Association (MIA) 
Tel: 03-6440-0233 Email: office@minato-intl-assn.gr.jp 

URL:  http://www.minato-intl-assn.gr.jp 
 

MIA New Year's Party 2019 

 (Sat) 15:00~17:00 
         
 

 

GIF Minato International Association presents 
         

 

 
Let’s celebrate together! 

mailto:office@minato-intl-assn.gr.jp
http://www.minato-intl-assn.gr.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際医療福祉大学（東京赤坂キャンパス） 

アクセス 

 

●銀座線・丸ノ内線 

「赤坂見附駅」A 出口より徒歩 3 分 

●有楽町線・半蔵門線・南北線 

「永田町駅」A 出口より徒歩 3 分 

●千代田線 

「赤坂駅」徒歩 8 分 

●銀座線・南北線 

「溜池山王駅」徒歩 12 分 

 

会場は、2018 年春に誕生した地上 11 階地下１階建て 

の真新しいキャンパスの２階「カフェテリア」です。 

 

 

 

 

申込方法 

 平成３１年１月 8 日（火）迄に以下のいずれかの 
方法で MIA までお申込みください。 

 
  ■ 電話：03-6440-0233 

 ■ FAX：03-6440-0234 
 ■ メール：office@minato-intl-assn.gr.jp 

 

申込必要事項： 

「ニューイヤーパーティー」 

1. 参加者氏名（当協会会員か否か） 

2. 連絡先電話番号 

＊子ども・留学生割引適用の方は、お申し出ください。  

支払方法 

お申込み後、参加費を３１年１月８日（火）までに指定 

口座にお振込みください。 

（複数名様でお申込みの方は、合計金額をお願いします。） 

 

■ ゆうちょ銀行（郵便局） 

    口座番号：00110-4-488426 

    振込先：一般財団法人 港区国際交流協会 

（振込手数料はご負担ください。） 

※ 31 年１月 8 日（火）までにキャンセルの連絡をい

ただいた場合、参加費の一部を返金します。それ以

降の払戻しはいたしかねます。あらかじめご承知お

きください。 

 

How to Apply 

Applications accepted by phone, fax or e-mail until Tue.,  
Jan 8th, 2019. 
 
■ Phone: 03-6440-0233 
■ Fax: 03-6440-0234 
■ E-Mail: office@minato-intl-assn.gr.jp 

 
Information required for application; 
Title “New Year Party” 
1. Names of all applicants  
   (members or non-members of MIA) 
2. Contact phone number 
*Please inform MIA office if applicants are international students 

or children.   
  

How to Pay 

After submitting your application, please deposit the full amount 
to the following account; payment must be received no later 
than January 8th, 2019. 
 
■ Postal Transfer Account No.: 00110-4-488426 

    Account name: Minato-ku Kokusai Koryu Kyokai 
                  （一般財団法人 港区国際交流協会）   

 (Please bear the transfer fee.)   
 
※ Reservation may be cancelled by notifying the MIA office.   
   Partial refund may be made in case of cancellation before 
   Jan 8th, 2019. Please understand that no refunds will be 
   made for cancellations after that date. 

 
   

                        

                                         

Access to the venue ☛ 
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