
緑国際交流協会（MIA) 2014 年度活動報告 MIA Report 2014 

広報・ホームページ委員会 

委員会 活動内容 場所 参加人数 

懇親会 

 

・5/7(水)レストラン例会 13:00～16:00 アルカサール(青葉台駅ビル) 34 名 

・10/22(水)～10/23(木）MIA 秋の旅行  

さきたま史跡、とちぎ蔵の街、足利学校など、 

足利フラワーパーク 

栗田美術館、他 

24 名 

・11/29(土)アニュアルパーティー 16:00～20:00 タウンニュース社ホール 85 名 

異文化勉強会 ・6/14(土)「ブルガリアの文化」 14:00～16:00 

   スピーカー 東工大大学院生 ピティアさん 

アルパイン 

 

32 名 

 

・12/9(火)「シルクロードのおへそ、ウズベキスタン」 

14:00～16:00 スピーカー 大高英昭さん 

アルパイン 

 

28 名 

 

伝統文化紹介 

 

・6/23(月)桐蔭学園―日本文化講座 13:00～ 

米国の高校留学生に華道、習字、折り紙、

和楽器、茶道、浴衣の着付けなどを紹介 

桐蔭学園 

 

 

 

 

29 名 

 

・10 月の桐蔭学園でニュージーランド中学生向け 

日本文化紹介は当日台風で臨時休校のため中止。 

・2/2(月)ランチミーティング 11:30～ 

  登録メンバースタッフ＆サポーターで親睦会 

青葉台フォーラム 10 名 

いけ花 

 

いけ花教室：毎月第 2 第 4 火曜 13:30～15:30 パレスビル 307  

・6/28(土)日本語スピーチの会のテーブル花 

・11/29(土)アニュアルパーティーの舞台花を担当 

 

日本語の会 日本語教室：毎週火曜日 10:30~12:00  パレスビル 307  

・5/20(火)クラスの後「バラの会」 長谷川節子宅 13 名 

・6/28(土)「日本語スピーチの会」13:00～15:00 アルパイン 30 名 

広報・ 

ホームページ 

・4/25「2014 年度活動予定」発行 

・7/23、12/8、3/3「MIA ニュースレター」発行 

・3/3「2014 年度活動報告」発行 

 

 

 

 

 

・委員会・同好会活動報告をその都度 HP に掲載 

・HP 勉強会 5/19(月)7/24(木)12/2(火) 千葉顧問 

・自主学習会 5/27(火)10/29(水)12/16(火) 

アルパイン or 西野宅 

西野宅 

ガレージセール ・7/2(水)うりかいサロン 10:00～献品受付 10:30～販売 アルパイン 43 名 

・10/1(水)うりかいサロン 10:00～献品受付 10:30～販売 アルパイン 48 名 

・12/9(火)YDRSへ寄付金贈呈式 青葉台フォーラム   3 名 

例会プログラム 4/2(水)例会、聞いて聞いてコーナー 

・日本再訪中のカレンさん ・メキシコ訪問報告 

アルパイン 38 名 

5/7(水)レストランでの移動例会  アルカサール(青葉台駅ビル) 34 名 

6/4(水)例会、聞いて聞いてコーナー 

・メキシコ訪問報告（映像編） 

アルパイン 

 

33 名 

 

7/2(水)午前、うりかいサロン 

   午後、例会、聞いて聞いてコーナー 

           膝関節内視鏡手術 長谷川幸子 

アルパイン 

 

36 名 

 

9/3(水)例会、聞いて聞いてコーナー ・6 名の夏休み報告  28 名 

10/1(水)午前、うりかいサロン 

午後、例会、ミニスピーチ 

・「チュニジアでの企業研修体験」YDRS 奨学生 

  東工大大学院総合理工学研究科 高橋 嶺さん 

アルパイン 33 名 



11/5(水)例会、聞いて聞いてコーナー 

・「シンガポール日本行き来で感じること」渡部純代 

アルパイン 34 名 

12/3(水)例会、アニュアルパーティー反省会 アルパイン 33 名 

・ホームステイ受入れ依頼  信澤健夫さん 

・MIA ホームサロン 講演 本庄谷礼介さん 

「シニアレジデンス グランクレールに住んで」 

1/7(水)新年会、例会、聞いて聞いてコーナー 

・サプライズ！メリケン娘登場。お正月報告など。 

アルパイン 

 

36 名 

2/4(水)例会、聞いて聞いてコーナー 

    「膝の人工関節手術、その後」長谷川幸子 

アルパイン 34 名 

緊急講座「世界を揺るがすイスラム国の恐怖」 

            講師 佐々木伸さん 

3/4(水)総会 アルパイン  

事務局 ・総会開催・総会報告・会員登録 ・通信費精算    

会計 ・会計管理・決算書   

 

同好会 活動内容 場所 参加人数 

音楽サークル 

 

毎月第二木曜日 13：30~ 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 ・4/2(水)土筆摘み、桜散策、土筆料理 

・4/7(月)隅田川お花見と七福神めぐり 

・4/14(月)城山カタクリの里 

・4/19(土)昭和記念公園チューリップ他、春の花フェスティバル 

・5/9(金)キルト展（日本橋三越） 

・6/7(土)東御苑めぐり、「花と遊ぶ展」鑑賞（東銀座） 

・7/6(日)謡と仕舞鑑賞(矢来能楽堂)、神楽坂散策、国立新美術館アート未来展 

・9/13(土)琴コンサート（フィリアホール） 

・10/9(土)小原流展とビュッフェランチ（新宿高島屋、柿安三尺三寸箸） 

・11/22(土)東京大学と旧岩崎邸探訪 

・12/22(月)みなとみらい 横浜モノリス（フレンチ） 

・2/27(金)XEX The Bar でブッフェランチ、120 周年いけばな小原流展（日本橋高島屋） 

8 名 

14 名 

7 名 

9 名 

4 名 

5 名 

5 名 

7 名 

8 名 

10 名 

12 名 

10 名 

MIA ホーム 

サロン 

・7/18(金)インドネシア人介護福祉士 

ティアス・パルピさんのお話 

・12/3(水)「シニアレジデンス・グランクレールに住んで」 

本庄谷礼介さん 

アルパイン 

 

アルパイン 

18 名 

 

29 名 

ワークショップ ・6 月の小島梅園での梅もぎは不作の為、今年度見送り 

・9/22(月)草木染講習     講師 浦木会員 

・1/19(月)「初釜と古典講話」 お手前 仁藤会員他 

講話「紫式部の人となり」新田、 謡 雫石、斉藤の各会員 

・2/4(水)「カリグラフィー講習」 講師 松坂会員他 

 

浦木宅 

仁藤茶室 

 

アルパイン 

 

3 名 

16 名 

 

10 名 

世界食文化 ・７/４(金) イタリア料理 アルポルト 

・7/2(水) 10/1(水)うりかいサロンで手作りお菓子販売 

・12/9(火)お楽しみ海苔巻き（鏡餅と雪だるま） 

・1/26(月)腕自慢、味自慢 

西麻布 

 

竹村宅 

川原宅 

13 名 

 

12 名 

13 名 

ゴルフ 

 

・5/15(木)ゴルフ 

・929(月)ゴルフ 

富士国際 GC 

富士国際 GC 

13 名 

8 名 

 


