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外国人小中学生のための

日本の高校に行きたい！
外国人のための

勉強会

高校進学ガイダンス

おもてなしの心と
コミュニケーションに関する
基礎知識を学びます。
講義はおもに日本語です。

9月13日-12月20日

MIA・東京都共催

毎週水曜日 全15回

7月9日(日)
13：00-16：30

15：00-17：00

＠スイング11Ｆ

＠スイング９F

外国人おもてなし
語学ボランティア 育成講座
9月2日(土)
13：00-16：30

予約してください
MIAのボランティアが
マンツーマンで
教えます！

受付は16時まで！
MIAの語学ボランティアが
通訳をします
●参加できる人：日本の高校に入
学したい外国人と保護者。ひとり
でも参加できます。
●通訳(予定)：英語・中国語・韓
国朝鮮語・スペイン語・タガログ
語・タイ語・ベトナム語・ネパー
ル語・タミル語・ベンガル語
＊申し込みのときに確認してくだ
さい。
●参加費：無料
●資料代：300円(1家族)
●申し込み：☎かホームページ。

＠スイング10Ｆ
～ 外国人へのおもてなしから広げよう！
在住外国人と共につくる多文化共生のまちづくり ～

●参加できる人：公立の小・中学校
に通う外国人(国籍は問いません)。
●内容：ひとりひとりに合わせて、
日本語で教えます。
●参加費：15回で4500円。
●定員：10名(申し込み順)。
＊今すぐ始めたい人はMIAに相談し
てください。

「困っている外国人を手助けする一歩
を踏み出してみませんか？」
●参加できる人：武蔵野市民/武蔵野市で働いている/
武蔵野市の学校に通っている/MIAの会員。
上記のいずれかで、簡単な英会話ができる15歳以上。
＊日本語が理解できる外国人も参加できます。
中学生は参加できません。
●定員：60名 定員になったらしめきります。
●申し込み：ホームページ、MIA窓口、fax。
(専用の申し込みフォームを使ってください)
日常生活の中で積極的に活動したい方の
ご参加をお待ちしております！
【注】東京オリンピック・パラリンピックの会場
などで活動するボランティアではありません。

アクセス
ちゅうおうせん

せいぶたまがわせん

むさしさかいえき

●JR中 央 線 または西武多摩川線の『武蔵境駅』。
とくべつかいそく

特別快速(特快)はとまりません。
きたぐち

で

ひだり

ある

ぷん

●北口を出て、 左 へ歩いて1分。または、
ぐち

で

みぎ

ある

nonowa(ののわ)口を出て、右へ歩いてすぐ！
ぐち

つか

nonowa口はSuicaとPASMOだけ使えます。
ぐち

つか

nonowa口ではキップは使えません。

このビルです→

NEW ! ホームページが新しくなりました。今すぐアクセス→

１

https://mia.gr.jp/

MIA イベントカレンダー

お申し込み・お問い合わせ ☎

0422-36-4511 https://mia.gr.jp/

【申し込み】☎、窓口、または ホームページ専用フォームから申し込んでください。申し込み順に受け付けます。
外国語会話交流教室は往復ハガキでも申し込めます(☎では申し込めません。定員を超えた時は抽選します)。
A B C の表記のあるものは、下段の共通事項で内容を確認してください。

7月 8日(土) 10：00-13：00

7月 8日(土) 14：00-17：00

親子で参加！こども国際交流
クラブ<お料理コース>

親子で参加！こども国際交流
クラブ<お料理コース>

＠市民会館 2F 料理室

＠市民会館 2F 料理室

世界の人とふれあおう！｣
カンボジア編 ＠MIA会議室

●おしえる人：朴 恩垠(パクサウン)さん
(韓国出身・MIA会員)
●つくるもの：キムチキッシュほか
●7月6日(木)しめきり
＊定員に達した時は、しめきり日の前
でも、申し込みを終了します

●おしえる人：ミタリさん
(インド出身留学生・MIA外国人会員)
●つくるもの：野菜カレーほか
●7月6日(木)しめきり
＊定員に達した時は、しめきり日の前
でも、申し込みを終了します

●話す人：コウン・ソッコムさん
(カンボジア出身留学生・MIA外国人会員)
●お話の内容：カンボジアの国や街のこと、
日本の生活のことなど。
●参加費：無料●定員：25名
●7月6日しめきり

A

8月 19日(土) 10：00-11：30

7月 8日(土) 14：00-16：00
シリーズ「世界を知ろう！

A

9月 2日(土) 13：00-16：30

MIA市民講座
国際理解リレートーク

MIA・東京都共催
「外国人おもてなし
語学ボランティア」育成講座

＠武蔵野市立かたらいの道
市民スペース

＠スイング10Fスカイルーム

9月 16日(土) 14：00-16：00
シリーズ「世界を知ろう！
世界の人とふれあおう！｣
モンゴル編 ＠MIA会議室

●話す人：川口 博久
(当協会理事長、亜細亜大学名誉教授)
●お話の内容：「移民とアメリカ社会」
～日系アメリカ人に焦点をあてて～
●定員：20名
●参加費：無料
●8月17日(木)しめきり

●内容：1ページを見てください。
●参加費：無料
●定員：60名(申し込み順) *保育あり
●8月30日(木)しめきり
＊東京都主催のものと内容は同じです。
参加したことのある人は申し込めません。

●話す人：カラルガン・カジムハーンさん
(モンゴル出身留学生・MIA外国人会員)
●お話の内容：モンゴルの国や街のこと、
日本の生活のことなど。
●参加費：無料
●定員：25名
●9月14日(木)しめきり

9月 19日(火) 10：00-12：00

9月 30日(土) 10：00-12：00

9月 30日(土) 10：00-13：00

韓国語会話交流教室
～はじめの一歩～

中国語会話交流教室
～はじめの一歩～

親子で参加！こども国際交流
クラブ<お料理コース>

＠MIA会議室

＠MIA会議室

＠市民会館 2F 料理室

●おしえる人：文 珉貞(ムンミンジョン)さん
(韓国出身・MIA会員)
● 毎 週 火 曜 日 9/19, 9/26, 10/3, 10/10,
10/17, 10/24, 10/31, 11/7 全部で8回
●9月12日(火)しめきり(ハガキ必着)

●おしえる人：山下 メイさん
(中国出身・MIA会員)
● 毎 週 土 曜 日 9/30, 10/7, 10/14, 10/21,
10/28, 11/11, 11/18, 11/25 ＊11/4はお休み
全部で8回
●9月22日(金)しめきり(ハガキ必着)
C

●おしえる人：マイア・コンファーさん
(アメリカ出身・MIA外国人会員)
●つくるもの：タコス、バナナケーキ
●会員は7月1日9時～、
一般は9月1日9時～申し込み開始

C

9月 30日(土) 14：00-17：00
世界の家庭料理教室(ケニア)

9月 30日(土) 15:00-16:30
留学生との交流プログラム説明会 ＠スイング10階

保育あり
3名まで

＠市民会館 2F 料理室

❤ホームステイではありません。1-2ヵ月に1回程度、家に招いて交流するのが基本です

●おしえる人：クリスティン・カルワンバ
さん(ケニア出身・MIA外国人会員)
●つくるもの：赤インゲン豆のトマト煮込み
ココナッツ風味、ひとくちドーナツ
●会員は7月1日9時～、
B
一般は8月15日9時～申し込み開始

●申し込みできる人：来年8月まで交流できる人
●10月21日(土)に留学生を紹介します●内容：
プログラムの説明、留学生や体験ファミリーの話
●定員：30名●参加費：無料●プログラムへの参
加にはMIA会員登録(年会費2500円)が必要●9月28
日(木)しめきり。保育は9月16日(土)しめきり。

A

親子で参加！こども国際交流クラブ

■ 参 加 費 ： 1 組 2000 円 (MIA 会 員 1000
円)、材料費込み。こどもが1人増えると
500円(MIA会員も500円)
■申し込みできる人：5歳-小学6年生と
保護者、10歳以上はこどもだけで参加可
■定員：18名
■前日・当日のキャンセルはお金を全部
払わなければなりません。

B 世界の家庭料理教室
■ 参 加 費 ： 一 般 2000 円 (MIA 会 員 1000
円)、材料費込み
■申し込みできる人：18歳以上
■定員：18名
■前日・当日のキャンセルはお金を全部
払わなければなりません。

A

C 外国語会話交流教室
＊同じ曜日で8週(回)続けてやります
■参加費：6000円(MIA会員4000円)
■申し込みできる人：18歳以上で、
初心者
■定員：20名(10名以上で開催)
定員を超えた場合は ①武蔵野市民
②会員の優先順位で抽選
★住所・氏名(ふりがな)・年齢・職業・
電話番号を記入してください。

【個人情報の利用および保護について】申し込み時に知り得た個人情報は、イベント申し込み受け付けや活動に関するご連絡、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、その他の目的のために使用したり、第3者に提供したりいたしません。

２

参加者募集！ 外国人のための

M I A 日本語コース

/サロン /勉強会

MIAのホームページではいろいろな言語(8言語)で各コースの情報を見ることができます。 https://mia.gr.jp/foreigner/japanese

コース

保育(定員)

期間

各コース共通

木曜日の日本語コース

あり
(5人)

10月5日-12月14日
11月23日は休み

金曜日の日本語コース

あり
(10人)

10月6日-12月15日
11月3日は休み

土曜日の日本語コース

なし

10月7日-12月9日

■時間 10:00-12:00
■回数 10回
■定員 20人
■参加費 6,000円(10回で)
■保育登録料600円/子ども1人(木・金のみ)
＊子ども連れでない人も、木曜日・金曜日のコース
に参加できます。

☝日本語が初級の方は、コースとは別に、マンツーマン活動(無料)もできます。条件があります。希望者は申し込みの時にMIAで聞いてください。

期間

日本語サロン
日 本 の 遊 び・わ ら べ
うた／幼稚園の入園
準備のための情報／
幼稚園や小学校からの
おたよりの読み方など

回数・定員・参加費など

9月8日-9月29日
10:00-12:00
毎週金曜日
全部で4回

木曜日と金曜日のコース
は保育あり！ボランティ
アの方がこどもと遊んで
くれます。希望する人
は、早く申し込んでね！

保育なし 子ども連れで参加できます！

■定員 10人 ＊5人以上で開催
■参加費 1000円(4回で)
■申し込みは9月6日(水)まで
期間

時間・回数・定員・参加費

小・中学生のための

水曜日の学習支援コース
(勉強会)

9月13日-12月20日
＊途中からの参加はご相談ください。

■時間 15:00-17:00
■回数 15回
■定員 10人
■参加費 4,500円(15回で)

【日本語コース/サロン/勉強会に共通】参加したい人は、できるだけ早く、MIAに来て、申し込み用紙に記入し、参加費を払ってください。
＊初日までに参加中止連絡をすれば、参加費を返金します。参加予定の日に病気などでお休みした時は、参加費は返しません。

☎

0422-56-2922

MIAの相談会の予約・日本語コース・問い合わせ(外国人専用)

法律や心の健康の相談ができます。弁護士や精神科医などの専門家があなたの話を
聞きます。通訳がいます。秘密は守ります。予約してください。 無料

相談会

★7月22日(土)、9月16日(土)、8月は休み。13:00-16:00 場所：MIA(武蔵野市境2-14-1スイング9F)
＊JR中央線または西武多摩川線の武蔵境駅北口またはnonowa口からすぐ!
多言語 相談受付 ( 無料・MIAの窓口に直接来るか、電話してください) ❤通訳・翻訳のお手伝いもします。

日本語・英語

中国語

火・水・木・金・土の9:00-17:00

スペイン語

第1火曜日の14:00-16:00
(7/4, 8/1, 9/5)

タイ語

第1木曜日の10:00-12:00
(7/6, 8/3, 9/7)

水・金・土 10:00-16:00 と
第3木曜日の14:00-16:00
(7月はお休み,8/17, 9/21)

ノルウェー語

第2水曜日の14:00-16:00
(7/12, 8/9, 9/13)

ロシア語

第2金曜日の10:00-12:00
(7/14, 8月はお休み, 9/8)

ドイツ語

第3火曜日の14:00-16:00
(7/18, 8/15, 9/19)

タミル語･ヒンディ語

第4金曜日の14:00-16:00
(7/28,8月はお休み, 9/22)

MIA以外の相談会 ( 無料・予約はいりません。会場に直接行ってください)
日時

主催 / 問い合わせ

場所：駅

8月26日(土)
13:00-15:30

西東京市民会館：西武新宿線の田無駅

西東京市生活文化スポーツ部文化振興課
Tel 042-438-4040

9月 9日(土)
13:30-16:30

micsおおた(大田区多文化共生推進センター)：JR京浜東北線の
蒲田駅

一般社団法人OCNet
Tel 03-3730-0556

9月 30日(土) 弁護士会館12階講堂：東京メトロ日比谷線、丸ノ内線、千代
13:00-16:00 田線の霞が関駅
３

関東弁護士会連合会
問い合わせ先：第一東京弁護士会
Tel 03-3595-8575

武蔵野市・武蔵野市と近隣地域の団体・MIAからのお知らせコーナー

► 武蔵野市 ◄

MIAから外国人のみなさまへ

はらっぱ防災フェスタむさしの

ことばがわからなくて
困っていませんか？

(都立武蔵野中央公園共催)

外国人のための
専用電話

☎ 0422-56-2922
火・水・木・金・土(祝日は休み)
9時-17時

8月26日(土)10:00-13:00都立武蔵野中
央公園(武蔵野市八幡町2) 原っぱひろ
ば。初期消火などの防災体験や防災訓
練など、防災に関するいろいろな知識
について楽しく遊びながら学べます。
消防車両や防災パネルなどの展示もあ
ります。無料。当日直接会場へ。
●問い合わせ : 防災課 Tel 0422-601821 Fax 0422-51-9184

むさしのFM（78.2MHz)
http://www.musashino-fm.co.jp/
PCやスマートフォンでも聴けます！
～ 外国人に役立つ情報を
4言語で放送しています ～

くわしいことは
3ページを見て
くださいね。
MIAに直接来ても
いいですよ！

NEWS from MIA

日本語教室のこと、生活に便利な情報、
相談会(無料)の予約、通訳、翻訳…,etc.
なんでもお気軽にお問い合わせください。

NEW！

MIAのラジオ番組を聴いてみませんか？

MIAのホームページが
新しくなりました！

月-金 10:30-10:35
(再放送) 17:45-17:50
(月) 日本語 (火・金) 英語
(水) 韓国語 (木) 中国語
上記放送時間以外は、ポッドキャストで
過去のニュースをいつでも聴くことができます

～ 外国人ゲストが日本語で
おしゃべり ～ 生放送です！

MIAプラザ
毎月第4土曜日の18：00-18：30

► 近隣地域の団体 ◄

≪7-9月のゲスト(出身国)≫
■7月22日(中国)
■8月26日(ルーマニア)■9月23日(韓国)

プール遊び

https://mia.gr.jp/
最新の情報を日本語・英語・中国語で
見られます。いますぐアクセス☝
facebookにも遊びに来てね！
8月1日(火)～8月31日(木)
10:00-10:30 11:00-11:30
13:30-14:00 (利用時間が3つに分かれて
い ま す )。場 所 は「0123 吉 祥 寺」と
「0123はらっぱ」。プールは0歳～3歳
児が使えます。大人が必ずつきそって
ください。水着か清潔なパンツ(または
水遊び用おむつ)とタオル、大人は日よ
け用の帽子を持って来てください。
天気、気温、光化学スモッグによって
中止することもあります。予約はいり
ません。無料。駐車場はありません。

外国人ボランティア募集！
会話、料理、文化紹介、ラジオ番組のゲスト､
歌、踊り、演奏、保育、通訳、翻訳…,etc.
あなたは何をやりたいですか？
参加者との交流を楽しみたい外国人の方、
あなたもやってみませんか？
日本語コースの
←保育ボランティア
日 本 語・英 語・韓
国語・ﾌﾗﾝｽ語など
色々な言葉で子供
と遊んでいます。

●問い合わせ：「0123吉祥寺」武蔵野
市吉祥寺東町2-29-12 Tel 0422-203210 ＊日曜と月曜は休み。
「0123はらっぱ」武蔵野市八幡町1-324 Tel 0422-56-3210 ＊金曜と土曜は
休み。

会話交流教室の先生→
(ネパール語)

事務局からのおねがい
住所、電話番号、メールアドレスなどが
変わった時にはMIAに連絡してください。
☎ 0422-36-4511
fax 0422-36-4513
✉ mia@coral.ocn.ne.jp

❤あなたのおともだちにMIAを紹介して
ください！外国人会員登録は無料です。
MIAのホームページから登録手続きが
できます。登録をした方にはMIA Calendar を送ります。外国人会員の方は
参加費などの割引はありません。
MIA会員とは、年会費を
払っている会員のことです。
外国人の方もMIA会員になる
ことができます。

「0123吉祥寺」と「0123はらっぱ」は
0歳～3歳の子どもとその家族が自由に
遊びに行くことができるところです。
←世界の家庭料理教室の
先生（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ料理）
●催し物は中止または内容がかわることがあります●

MIAは上記2つのラジオ番組を提供しています

４

MIAデータ
2017年6月1日現在
会員576名 外国人会員817名(73ヶ国･地域)

