MIA多文化体験ウィーク2022
～見る、聞く、感じる 参加者募集
地域在住の外国人やMIA会員ボランティアと共に、国際交流の魅力を体験できる多様なイベントを企画
しました。多文化にふれ、国際理解が深まる楽しいイベントです。お気軽にご参加ください！

11月10日（木）～11月13日（日）
会場：武蔵野スイングホール（スイング2階）、スカイルーム（スイング10階）、
レインボーサロン（スイング11階）（JR武蔵境駅nonowa口・北口徒歩1分）
市民会館（JR武蔵境駅nonowa口・北口徒歩5分）
各イベント参加には

〈プログラム〉（予定）

申しこみが必要です

１１月１０日

木

MIA日本語コースミニ体験～日ごろのコースに入ってみよう！

１１月１１日

金

MIA日本語コースミニ体験～日ごろのコースに入ってみよう！
麻婆豆腐クッキングで廖（リョウ）さんと交流

１１月１２日

土

親子で参加！こども国際交流クラブ
～カンさんとマイケルさんとチェさんの文化体験教室
シルヴァさんの多文化トーク～スリランカの食・スパイスの多様性
アレッシオさんのフレスコ画体験教室
親子で参加！こども国際交流クラブ
～すーさんと豆花米線（トウファミーシェン）をつくろう！
ティニさんのインドネシア民族舞踊体験教室
はじめての体験 コピーニさんの「落語」を楽しもう！

１１月１３日

日

親子で参加！こども国際交流クラブ
～オノンさんとバンタン（モンゴル式小麦のお粥）をつくろう！
リタさんとろうけつ染めでグリーティングカードづくり
世界を知ろう、世界の人とふれあおう特別編
ペルー文化紹介＆民族音楽演奏ステージ

主催：

(公財)武蔵野市国際交流協会
Musashino International Association(MIA)

後援：武蔵野市
≪お問い合わせ≫ TEL：0422-36-4511 ／ ホームページ

https://mia.gr.jp/

※１ 有料イベントについては、前日、当日のキャンセルは参加費をいただきます。
※2 マスク着用やソーシャルディスタンスの確保など、コロナ感染防止にご協力をお願いします。
※３ コロナ感染拡大状況により、イベントが中止または変更になる場合があります。 ホームページでご確認ください。

イベント①

１４:００～１６:００

麻婆豆腐クッキングで廖 （リョウ）さんと交流

●講師：廖 静雯(リョウ セイブン)（中国出身）●メニュー：麻婆豆腐他 ●対象：18才以上
の方 ●参加費：500円
●定員：９名（応募者多数の場合は抽選）※5名以上で開催
●会場：市民会館 料理室
●持ちもの：エプロン・持ち帰り用容器

イベント②

９:５０～１３:００ 親子で参加！こども国際交流クラブ

カンさんとマイケルさんとチェさんの文化体験教室

●講師：チェ スラン、カン ヒョンジュ（韓国出身）、マイケル ハモンド（オーストラリア
出身） ●内容：韓国のキンパ（韓国式太巻き）の巻き方の体験と文化、遊び、英語のクラ
フト体験 ●対象：5才～小学校6年生と保護者 ●参加費：1,000円 （子ども1人のみ追
加250円） ●定員：12組（子どもと保護者）（応募者多数の場合は抽選）●会場：市民会
館料理室・集会室 ●持ちもの：子ども用エプロン、上履き、持ち帰り用容器
※9:40と10:30の受付があります。終了時間が違います。抽選後お知らせします。

イベント③

１０:００～１１:３０
シルヴァさんの多文化トーク～スリランカの食・スパイスの多様性

●講師：山崎 シルヴァ（スリランカ出身）●内容：スリランカの食・スパイスの多
様性、子どもの教育支援活動等のお話。紅茶を使ったケーキの試食体験もあります。
●対象：18才以上の方 ●参加費：200円
●定員：20名（申込順） ※５名以
上で開催 ●会場：レインボーサロン（スイング11階）

イベント④ ⑤

④１０:００～１２:００ ／ ⑤１３:３０～１５:３０

アレッシオさんのフレスコ画体験教室

●講師：アレッシオ ファジョーリ(イタリア出身) ●内容：素焼き皿のフレスコ画
用土台に染料で絵を描きます。 ●対象：小学校5年生以上の子どもから大人まで
●参加費：500円 ●定員：各20名（申込順）※5名以上で開催
●会場：スカイルーム （スイング10階） ●持ちもの：ぞうきん
※④と⑤は同じ内容です。

イベント⑥

１４:００～１６:００ 親子で参加！こども国際交流クラブ

すーさんと豆花米線（トウファミーシェン）をつくろう！

●講師：蘇 玉静（スー ユウジン）（中国出身） ●内容：豆花米線（米麺に水豆腐、肉、高菜
など色々トッピングした中国雲南省の屋台料理）料理体験、文化紹介 ●対象：5才～小学校6
年生と保護者 ●参加費：1,000円 ●定員：4組（子どもと保護者）（応募者多数の場合は
抽選） ●会場：市民会館料理室 ●持ちもの：エプロン、上履き、持ち帰り用容器
●備考：ピーナッツ、くるみをトッピングに使います。

イベント⑦

１６:００～１７:３０

ティニさんのインドネシア民族舞踊体験教室

●講師：ティニ コドラット(インドネシア出身) ●内容：ジャワ舞踊をはじめ、様々なインド
ネシア各地の踊りの多様性を紹介します。舞踊体験のミニレッスンもあります。
●対象：
18才以上の方 ●参加費：無料
●定員：20名（申込順）※5名以上で開催
●会場：レインボーサロン（スイング11階）

イベント⑧

１８:３０～２０:００
はじめての体験 コピーニさんの「落語」を楽しもう！

●出演者：シリル コピーニ（フランス出身、落語パフォーマー）、留学生（前座）
●内容：「落語」とは？解説、「ちりとてちん」。英語で聴く「じゅげむ」。前座
として留学生が簡単な文化紹介をします。 ●対象：留学生、一般の方どなたでも
●参加費：無料 ●定員：140名（申込順）●会場：スイングホール（スイング２階)

各イベント参加には
申しこみが必要です
⑨１０:００～１２:００

イベント⑨ ⑩

≪有料イベント・留意事項≫
前日、当日のキャンセルは
参加費をいただきます。

／ ⑩１３:００～１５:００

親子で参加！こども国際交流クラブ
オノンさんとバンタン（モンゴル式小麦のお粥）をつくろう！

●講師：オノン バヤスガラン（モンゴル出身） ●内容：バンタン（肉、野菜を入れた
モンゴル式の小麦のお粥）料理体験、文化紹介
●対象：5才～小学校6年生と保護者
●参加費：1,000円 ●定員：各4組（子どもと保護者）（応募者多数の場合は抽選）
●会場：市民会館料理室 ●持ちもの：エプロン、子ども用上履き、持ち帰り用容器
※⑨と⑩は、同じ内容です。

⑪１０:００～１２:００ ／ ⑫１４:００～１６:００
リタさんとろうけつ染めでグリーティングカードづくり

イベント ⑪ ⑫

●講師：永原 リタ(フィンランド出身)
●内容：冬のグリーティングカード（うさぎ
の干支デザインやクリスマス柄など）をろうけつ染め作品にします。 ●対象：小学校
5年生以上の子どもから大人まで ●参加費：500円 ●定員：各20名（申込順）※5名
以 上 で 開 催 ●会 場 ： ス カ イ ル ー ム（ス イ ン グ10階） ●持 ち も の ： ぞ う き ん
※⑪と⑫は、同じ内容です。

１５:００～１６:３０

イベント⑬

世界を知ろう、世界の人とふれあおう特別編
ペルー文化紹介＆民族音楽演奏ステージ

●出演者：寺岡 デルフィナ（ぺルー出身）、ウイニャイ（ペルー民族
音楽グループ） ●内容：ペルーの文化紹介、アンデス地方の民族音楽
（フォルクローレ）演奏
●対象：どなたでも ●参加費：無料
●定員：140名（申込順） ●会場：スイングホール（スイング２階）

MIA日本語コースミニ体験～日ごろのコースに入ってみよう！
イベント⑭
イベント⑮

１１月１０日（木）１０：３０～１２:００
１１月１１日（金）１０：３０～１２:００

●運営協力：日本語コース参加中の地域在住外国人および日本語学習支援ボランティア ●内容：生活
日本語を外国人が学ぶ場として開催中の「MIAの日本語コース」に、この日参加者の一人として加わ
り、日頃の活動を体験いただきます。 ●対象：日本語交流（生活のための情報交換・会話等）の活動
に関心をお持ちの18才以上の方。外国の方の参加体験も可。 ●参加費：無料 ●定員：各8名（応募
者多数の場合は抽選） ●会場：MIA会議室（スイング９階）
※申込受付は電話のみとなります。ご注意ください。

◆武蔵野市国際交流協会(MIA)事務所に立ち寄ってみませんか？◆
【開館】火曜日～土曜日（日・月・祝日休み） 9：00 - 17：００
スイングビル９階にMIA事務所があります。MIAのイベントやボランティア情
報、様々な多文化共生関連資料を入手することができます。MIA会員受付も
行っています。お気軽にお立ち寄りください！

MIA会員募集

MIAの趣旨に賛同していただける方なら、どなたでもご入会いただ
けます。会員の皆様には機関紙「むさしのFRIENDs」のご自宅への
郵送やイベントの参加費割引などの特典がございます。
（年会費：個人会員2,500円／家族会員3,500円）

MIA多文化体験ウィーク2022
～見る、聞く、感じる

イベント申しこみ方法

「抽選」イベント・申しこみ受付期間
10月1日（土）9時～１０月２5日（火）17時
≪「抽選」イベント申込みにあたっての留意事項≫
「MIA日本語コースミニ体験」「麻婆豆腐クッキングで廖 （リョウ）さんと交流」「 親
子で参加！こども国際交流クラブ」は、応募者多数の場合、抽選し、MIA事務局にて参
加者を確定させていただきます。後日、MIA事務局より、参加可否をお知らせします。

「申込順」イベント・申しこみ受付期間：
10月15日（土）9時～11月4日（金）17時
参加希望のイベントは下記のいずれかの方法でお申し込みください。
●ホームページ 申込フォーム https://mia.gr.jp/
●電話 0422－36－4511 （MIA事務局）
【イベント会場へのアクセス】
●スイングホール（スイング2階）、
MIA事務所（スイング９階）、スイング１０階・１１階
JR武蔵境駅nonowa口・北口徒歩1分
●市民会館（料理室）：
JR武蔵境駅nonowa口・北口徒歩5分
ご来場の際は、電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください

【お問い合わせ】
公益財団法人武蔵野市国際交流協会(MIA)

〒180-0022 武蔵野市境2-14-1 スイング9階
TEL：0422-36-4511
ホームページ https://mia.gr.jp/

◆武蔵野市国際交流協会(MIA)とは◆
MIAは、市民主体の国際交流・在住外国人支援を担う団体
として、生活支援、 コミュニケーション支援、多文化共生の地
域づくりの３つの柱で、多様な事業に取り組んでいます。一人
ひとりが多様な文化・価値観を互いに認め合い、また様々な
国籍や多様な文化的背景をもつ人々が安心して暮らせる社
会づくりを目指して、日々、活動しています。

各イベントへのお申しこみに
際して取得した参加者個人
情報は、参加受付ならびに内
容連絡、講師への参加者情
報提供のみに使用いたしま
す。個人情報保護のため、前
記以外の目的での使用およ
び第三者への提供は一切い
たしません。

