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H29.12.3１現在 個人会員363名

家族会員36組98名

2018.2

団体会員2組

法人会員2組

学生会員14名

Information Calendar
＊＊＊ 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

★一般財団法人港区国際交流協会 非常勤職員 募集
職務内容：

港区国際交流協会 事務局業務一般
（事務・事業に従事するにあたり、英語、パソコン＜ワード、エクセル＞の能力を有し、国際交
流活動を推進できる方）
募集人員：
１名（年齢４０歳まで）
雇用期間：
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
ただし、採用前に研修有り。更新も可。
勤務日数：
週４日（３２時間）＜基本１日８時間勤務＞
勤務時間：
午前８時３０分～午後５時１５分（休憩時間１２時００分から１２時４５分まで）
ただし、月に 1～２回、午後９時までの勤務有り。
また、行事開催に伴い、土・日・祝日勤務有り。
（いずれも他の日に時間給振替や休日振替を原則とする）
有給休暇：
有り
報
酬： 月額 １６４，６４０円 交通費は別途６カ月定期相当分支給（ただし、限度有り）
支払方法：
月１回（毎月１５日）
社会保険等： 健康保険法、厚生年金法、雇用保険法に基づく社会保険の適用有り。
申込方法：
２月１２日（月）必着。
「〒107-0061 港区北青山１－６－３ 都営北青山一丁目アパート 3 号棟 B1 」へ
① 市販の履歴書（写真貼付）＜返却なし＞
② 英語、パソコンに関する自分の能力及び国際交流の経験について、市販の原稿用紙（４００
字程度）にまとめ、提出<返却なし〉
試験日程：
２月１９日（月）午後６時から 北青山オフィスにおいて、書類審査の合格者（若干名）に対し
て面接試験
問合せ先：
事務局長 小門 ℡ ０３－６４４０－０２３３

★ 探訪ウォーキング

★ Tour of the Seven Lucky Gods

－日本橋七福神巡り－
日時：３月２４日（土）午前１０時００分～午後３時００分
集合時間：午前１０時００分（厳守）
集合場所：日比谷線 人形町駅 A２出口
解散時間：午後３時００分
解散場所：日比谷線 小伝馬町駅
参 加 費 ：会員５００円 非会員７００円
定 員 ： ４０名

Date &Time:
Meeting Time:
Meeting Place:

March 24 (Sat), 10:00–15:00
10:00
Ningyocho Station (H-13) on the
Hibiya Line, Exit A2
Break-up Time: 15:00
Break-up Place: Kodemmacho Station (H-14) on the
Hibiya Line
Participation fee: ¥500(MIA members)
¥700 (non-members)
Capacity:
40 people

※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.
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★ レッツ・チャット・イン・ジャパニーズ
に ほ ん ご

べんきょう

じっさい

はな

き か い

かた

い が い

★ Let's Chat in Japanese (LCJ)
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日本語は勉強していても、実際に話す機会のない方、意外と多い
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特にトピックを決めないで楽しくおしゃべりしましょう。
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It seems that many people who are studying
Japanese have few opportunities to practice their
Japanese conversation skills while chatting about
interesting topics. We don’t have a specific topic this
month, but please join us and enjoy chatting.

お待ちしております！
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Date:
Time:
Place:

February 17 (Sat)
12:00 noon–13:30
Mita NN Hall, Space D
4-1-23 Shiba Minato-ku
Participation fee: free
Inquiries: MIA Office by phone or email

日時： ２月１７日（土）１２時００分～1３時３０分
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場所： 三田ＮＮホール、スペースＤ
みなとくしば

港区芝４－１－２３
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問合わせ： 電話またはEメールにて受付

★ Let’s Rediscover Japan （LRJ）
LRJ is a gathering for rediscovering Japan, with meetings conducted in English. Do you have enough knowledge
about Japan or your country to tell someone about it? Our guest speaker in February is Mr. Eko Junor who will
speak on “Rebooting Japan for the Non-Technological World.”
Date & time:
Place:
Participation fee;
Capacity:

February 17 (Sat), 14:00–15:30
Mita NN Hall, Space D (4-1-23 Mita; Minato-ku)
¥500; ¥200 for students (student ID required)
40 people

★ Coffee Morning
Join us for coffee and enjoy chatting with Minato International Association members. Here, foreign newcomers
and residents can ask about problems they are having in their daily lives in Japan. Please come. We look
forward to meeting you!
Date & time: February 24 (Sat) 10:00–12:00 noon
Place:
MIA Office
Inquiries & Reservations: MIA Office by phone or email

Language:
English
Participation fee:
free
Applications accepted from non-Japanese only

★ MIA’s Japanese Conversation Partner
MIA’s Japanese Conversation Partner program (JCP) pairs foreigners learning Japanese with Japanese volunteers
who can help them improve their Japanese communication skills. If you are looking for a Japanese-speaking partner
to practice with, please join us! Reservations are required prior to attendance.
Date & time: February 10 (Sat)
Japanese 10:30
Place:
MIA Office
Inquiries:
MIA office by phone or e-mail

第３１回 港区・朝陽区
小中学生書画交流展
港区が北京市朝陽区との友好交流事業の一環として毎年
実施しています。今年も多くの力作が展示されます。
日時：平成３０年２月６日（火）～１３日（火）
午前９時～午後６時 （１２日（月）休み）
場所：高輪区民センター 展示ギャラリー
日時：平成３０年２月１６日（金）～２２日（木）
午前１０時～午後７時（１８日（日）午後５時まで）
場所：麻布図書館 ５F 視聴覚室

Non-Japanese

11:30

★ Japanese Cooking Class
If you love eating Japanese food, why don’t you learn
how to cook some Japanese dishes? At Minato
International Association’s cooking class for foreigners,
we will teach you how to cook delicious Japanese
dishes in a pleasant atmosphere.
Please join us!
Date/time: March 10 (Sat) 11:30–14:30
Languages: English, Japanese
Capacity: 20 people (non-Japanese; first to sign-up)
Place:
Gender Equality Center “Libra”
Cooking Room
Minato Park Shibaura, 2nd Floor
1-16-1 Shibaura; Minato-ku
Fee: ¥1,500 (MIA members) ¥2,200 (non-members)

※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.

