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 2019/3/1 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 ・5/9(水) 12:00～移動例会 ナチュラレ・ボーノ 34 名 

・11/21(水)アニュアルパーティー 16:00～ 青葉台フォーラム 49 名 

異文化勉強会 ・5/9(水)「激動する世界- 2 つの危機の行方」佐々木伸氏 ナチュラレ・ボーノ 34 名 

・11/7(水)「ネパールをもっと知ろう」 

ヴィーナ・リジャールさん 

アルパイン 34 名 

・2/6(水)「チベットの話」ジャホジャムツォさん アルパイン  

伝統文化紹介 ・例年、桐蔭学園で春と秋に行われていた日本伝統文化

紹介は今年度、学校側の都合で行われませんでした。 

  

・12/10(月)懇親会 青葉台グリーンハウス 12 名 

・1/23(水)万華鏡の折り紙講習会 辻宅 7 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  

・6/30(土)日本語スピーチの会 演台挿花 アルパイン  

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

・5/15(火)「バラを見る会] 長谷川節子宅 長谷川節子宅 16 名 

・6/30(土)日本語スピーチの会 13:00～15:00 アルパイン 46 名 

広報・ 

ホームページ 

・4/8「2018 年度活動予定」発行  

・「例会報告」 例会後、毎月発行 

・2019 年 3/3「2018 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) 6/13(水)、12/12(水) 

 

西野宅 

 

 

うりかいサロン ・7/４(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 35 名 

 

・10/3(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 35 名 

ゲスト 

・12/14(金)和気藹々会 in大井町 ポワソンルージュ 10 名 

例会プログラム ・4/４(水) 例会(13:00～ティータイム 13:30～例会) アルパイン 35 名 

・5/9(水) 移動例会 12:00～例会後、第 1 回異文化勉強会 ナチュラレ・ボーノ 34 名 

・6/6(水) 例会 ・相続税について お話 渡邊かづ子さん 

・7/4(水) 午前うりかいサロン、 午後 例会  

・9/5(水) 例会、聞いて聞いてコーナー 

・10/3(水) 午前うりかいサロン、  午後 例会 

・11/7(水) 例会、引き続いて第 2 回異文化勉強会 

・12/5(水) 例会、聞いて聞いてコーナー 

・1/9(水)  新年会 12:00～ 例会 

  ゲストのお話（ガレーナさん、李さん） 

・2/6(水)  例会, 引き続いて第 3 回異文化勉強会 

アルパイン 32 名 

36 名 

32 名 

36 名 

34 名 

33 名 

36 名 

6 名 

35 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 

  

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 ・次年度予算 

  

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


 

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

ィーでコーラス発表 

  

文化探訪 ・3/19(月)二子玉川エクセルホテル東急(30 階)ランチ、 玉川土手山菜摘み 

・4/13(金)昭和記念公園チューリップ鑑賞 

・4/25(水)東御苑のガイド付き探訪とスペイン料理のランチ 

・5/17(木)生田緑地 お蕎麦昼食、プラネタリウム鑑賞、バラ園散策 

・6/16(土)大和骨董市 ランチ「魚介亭」、「泉の森」散策 

・7/16(月)小田原探訪 一夜城、小田原漁港市場で昼食、小田原城、二宮神社 

・9/24(月)「琴コンサート」第 40 回メモリアルコンサート 

・10/16(火)小原流生け花展鑑賞 

・10/20(土)観能会 観世能楽堂 銀座シックス内 

・12/7(金)鎌倉散策 大朽寺 妙本寺 鶴岡八幡宮 昼食 寿福寺 英勝寺 海蔵寺 

・1/19(土)国立西洋美術館常設展鑑賞,昼食 上野東照宮、五重塔、上野大仏等 

・2/26(火)浜離宮散策と汐留 天空レストラン「北海道」でランチ 

・3 月      町田版画美術館 

6 名 

6 名 

10 名 

10 名 

12 名 

7 名 

9 名 

7 名 

17 名 

15 名 

11 名 

13 名 

   

ＭＩＡ 

サロン 

・4/13(金)・話し合い 

 

・10/3(水)渡部さん、松坂さんのお話、その後話し合い  

青葉台コミュニティ 

ハウス 

アルパイン 

9 名 

 

20 名 

ワーク 

ショップ 

・6 月の梅もぎは、残念ながら今年は全滅で休止に   小島梅園  

・1/21(月)・講話「京都の名所が舞台となった能」斉藤 

・謡「熊野（ゆや）」斉藤 

・謡「鞍馬天狗」雫石 

 

・初釜 薄茶点前 仁藤 

仁藤茶室 

 

 

20 名 

世界食文化 ・5/26(土)1 品持ち寄り会 

・7/4(水)10/3(水)うりかいサロンに協力 

・10/17(水)練りきり講習会－ハロウィーンをテーマに 

・1/22(火)ハンガリー料理を味わう 自由が丘 

川原宅 

 

竹村宅 

「キッチンカントリー」 

７名 

 

11 名 

7 名 

MIA旅
たび

 
・10/24(水)～25(木) 紅葉の裏磐梯への旅 

         五色沼散策 

裏磐梯 15 名 

 


