
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

‣ 日 時：2022 年 12 月 20 日（火）午後 1 時 50 分 大使館前に集合 
  時間厳守  定刻を過ぎた場合は、参加をお断りすることがあります（イベントは 2 時間の予定です）。 

‣ 会 場：エチオピア連邦民主共和国大使館（港区高輪 3-4-1 高輪偕成ビル２Ｆ） 
… 都営地下鉄浅草線 高輪台駅 A1 出口より徒歩約 5 分 

… JR 品川・五反田各駅より徒歩約 15 分 

‣ 参加費：一般 3,000 円（MIA 会員 2,000 円）               
 ＊当日受付でお支払いください。 

 ＊当日入会された方は、会員価格にてご参加いただけます。        

‣ 定 員：３0 名（申込先着順）                      

‣ 申 込：WEB 申込みフォームにて受付（締切：12 月 14 日） 
 下記のＵＲＬまたは QR コードからお申し込みください。➡ ➡ ➡ 

 https://business.form-mailer.jp/fms/a5b8539e150236 

 ＊期限までに申込みが確定している方のみ参加可能です。 

 ＊コロナの流行状況次第では、中止が想定されますので、ご了承ください。 

一般財団法人 港区国際交流協会 Minato International Association (MIA) 
Tel: (03) 6440-0233  E-mail: office@minato-intl-assn.gr.jp  http://www.minato-intl-assn.gr.jp 

アフリカ大陸の北東部、「アフリカの角
つ の

」に位置するエチオピアは、3000 年以上に

わたり独立を維持し、アフリカ最古の独立国と言われています。エチオピア連邦民主

共和国大使館を訪問し、多様な文化、手つかずの自然など、様々な魅力があるエチオ

ピアについて学びましょう！大使館の方によるプレゼンテーション、Q＆A のあと、

エチオピアのスナックと飲み物と会話を楽しみます。 

Located in the north-eastern part of the African continent commonly known as 

the “Horn of Africa,” the Federal Democratic Republic of Ethiopia is the oldest 

independent country in Africa with 3000 years of independence. Let’s learn about 

Ethiopia, an attractive country with diverse culture and unspoiled nature. After 

the lecture on the country and Q&A, we will enjoy conversation with the people 

from the Embassy over snacks and coffee from Ethiopia. 

‣ Date & Time: Tuesday, December 20, 2022 / Meeting time: 1:50 p.m.   

 *Please arrive on time as the door may be closed after 2:00 p.m. (It is a 2-hour event.) 

‣ Place: Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia 
 (Takanawa Kaisei building 2F, 3-4-1, Takanawa, Minato-ku) 
 …5 min. walk from Takanawadai Station of Toei-Asakusa Line （Exit A1） 

 …15 min. walk from JR Shinagawa or Gotanda station 

‣ Admission Fee: ¥ 3,000 (¥2,000 for MIA members)              

 * Please pay at the venue. 

 * If you become a member by paying the annual fee at the venue,  

  member’s admission fee will be applied for this event.  

‣ Capacity: First 30 people to sign up 

‣ Reservation: Please apply from the URL below or QR code. 

 (Deadline: December 14 )   Advance reservation required  

https://business.form-mailer.jp/fms/a5b8539e150236 

* Depending on the coronavirus situation, we may have to cancel the event. 

一般財団法人 港区国際交流協会 主催 
 Minato International Association Presents: 

申込み/Application  

https://business.form-mailer.jp/fms/a5b8539e150236
about:blank
https://business.form-mailer.jp/fms/a5b8539e150236

