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 2018/3/3 広報・ホームページ委員会 

委員会 活動内容 場所 参加 

懇親会 ・５/10(水) 11:45～14:30 移動例会 市ヶ尾 あかべこ 31 名 

・11/29(水)アニュアルパーティー 16:00～18:30 青葉台フォーラム 56 名 

異文化勉強会 ・6/7(水)「朗読と映像で辿るイギリスの旅」藤森靖允氏 アルパイン 41 名 

・7/5(水)「私の国  オーストラリア  

私の現在 神奈川大学の国際交流」 

神奈川大学国際センター職員サイモン・ジョンさん 

アルパイン 45 名 

伝統文化紹介 ・6/26(月) 桐蔭学園-日本伝統文化紹介 

米国の高校留学生 12 名に、華道、書道、折り

紙、和楽器、茶道、浴衣の着付け等を紹介 

桐蔭学園 30 名 

・10/12(木)桐蔭学園・日本伝統文化紹介 

ニュージーランドの中学留学生 15 名、引率の先生

2 名に日本伝統文化紹介 

桐蔭学園 34 名 

いけ花 ・いけ花クラス：毎月第２第４火曜 13:30～15:30  アルパイン  

・6/24(土)日本語スピーチの会 演台挿花 

・11/15～17 青葉区民芸術祭に生徒４名が作品を出品 

アルパイン  

アートフォーラム 

あざみ野 

 

日本語の会 ・日本語教室：毎週火曜日 10:30~12:00  アルパイン  

・5/16(火)バラを見る会 長谷川節子宅 長谷川節子宅 21 名 

・6/24(土)日本語スピーチの会 13:00～15:00 アルパイン 32 名 

広報・ 

ホームページ 

・4/10「2017 年度活動予定」発行  

・「例会報告」 例会後、毎月発行 

・2018 年 3/1「2017 年度活動報告」発行  

 

 

 

 

 

 

・活動報告ビジュアル版は HP で!http://www.mia-jp.net 

・HP 係勉強会(千葉顧問) 4/12(水),10/10(火),12/20(水) 

 

西野宅 

 

 

うりかいサロン ・7/5(水)うりかいサロン 10:00 献品受付開始 

             10:30～12:00 販売 

アルパイン 43 名 

 

・10/4(水)うりかいサロン 10:00 献品受付開始 

             10:30～12:00 販売 

アルパイン 38 名 

例会プログラム ・4/5(水) 例会(13:00～ティータイム 13:30～例会) アルパイン 27 名 

・5/10(水) 移動例会 11:45～14:30 市ヶ尾 あかべこ 31 名 

・6/7(水) 例会 

・7/5(水)午前 うりかいサロン 午後 例会,異文化勉強会 

・9/6(水) 例会、聞いて聞いてコーナー 

・10/5(水) 午前うりかいサロン 

午後 例会 聞いて聞いてコーナー 

・11/5(水) 例会、聞いて聞いてコーナー 

・12/6(水) 例会、聞いて聞いてコーナー 

・1/10(水 )新年会 12:00～ 

例会,  聞いて聞いてコーナー 

・2/7(水)  例会, 聞いて聞いてコーナー 

アルパイン 31 名 

43 名 

33 名 

 

41 名 

30 名 

28 名 

32 名 

 

29 名 

事務局 

045-971-9607 

・総会開催、総会報告 

・会員登録 名簿管理 通信費精算 

  

http://www.mia-jp.net/


会計 ・4 月活動費・会計ノート配布 

・会計管理 

・2 月年度末、会計ノート回収 

・3 月総会 決算・予算 

  

 

同好会 活動内容 場所 参加 

音楽 

サークル 

・毎月第２木曜日 13：30~15:00   小川宅   

・異文化勉強会、日本語スピーチの会、アニュアルパーテ

ィー等でコーラス発表 

  

文化探訪 ・4/1(土)すみだ北斎美術館展覧会 回向院、吉良邸跡、勝海舟生誕地、 

芥川龍之介文学碑、野見宿弥神社 (昼食海鮮ちゃんこ鍋) 

・5/18(木)横浜イングリッシュガーデン 

・9/29(金)等々力渓谷 等々力不動尊、野毛大塚古墳 善養寺、(昼食 OTTO)  

・10/6(金)小原流 95 周年記念生け花展・新宿高島屋 11F 

・10/8(日)琴コンサート・溝の口丸いデパート 12F ノクティーホール 

・10/21(土)大和骨董市と大和市文化創造拠点シリウス 

・11/5(日)カワラノギク鑑賞会 厚木市愛川町の中川河原 

・11/15(水)青葉区芸術祭生け花展・アートフォーラムあざみ野 

・11/23(木)観世流観正会、雫石さんの「弱法師」鑑賞。矢来能楽堂 

・12/7(木)田中正也ピアノコンサート カワイ表参道コンサートサロン 

・1/31(水)ズーラシア「世界一周動物旅行」（昼食中華料理貸切） 

・3/1(木)豪徳寺・松陰神社・羽根木公園 

10 名 

 

14 名 

12 名 

6 名 

6 名 

 4 名 

7 名 

7 名 

9 名 

 7 名 

16 名 

13 名    

ＭＩＡ 

サロン 

・5/27(土)・西野さんの体験談 倒れた時の対処法 

「地域包括センターにまず電話を！」   

     ・地域包括センター職員の方から介護サービス

他の説明 

・10/13(金) 話し合い  健康術あれこれ 

青葉台コミュニ

ティハウス 

 

 

 

15 名 

 

 

 

13 名 

・10/31(火)  施設見学 老人施設「鶴の苑」 南町田 16 名 

・2/23(金)   話し合い 秀逸シルバー川柳 青葉台コミュニ

ティハウス 

13 名 

ワーク 

ショップ 

・6/1(木)梅もぎ 

  6/8(木)梅もぎ 

小島梅園 

 

3 名 

2 名 

・1/22(月)・初釜 13:00 立礼 薄茶点前 

・謡「西行桜」雫石 

・西行の和歌 長谷川幸子 門本  

仁藤茶室 

 

 

11 名 

世界食文化 ・6/27(火)スエーデンの家庭料理 マドレーヌさん 

・7/5(水)10/4(水)うりかいサロンに協力 

・9/28(木)中国の唐さんを囲む会 一品持ち寄り 

・2/13(火)エクアドルの家庭料理 小林アナさん 

川原宅 

 

竹村宅 

川原宅 

11 名 

 

9 名 

12 名 

MIA旅
たび

 
・10/25(水)～26(木) バスツアー 

上高地、白川郷、飛騨高山方面への旅 

下呂温泉泊 20 名 

 


