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                             2017/2/28 広報・ホームページ委員会 

委員会 活動内容 場所 参加者 

懇親会 ・５/11(水) 11:30～13:30 移動例会 イオスガーデン 25 名 

・10/19(水)～20(木)秋の旅行 白馬・松本への旅 

     白馬岩岳散策、松本城、松本市美術館見学など。 

白馬樅の木ホテル泊 15 名 

・11/12(土)アニュアルパーティー 13:00～17:00 タウンニュース社  73 名 

異文化勉強会 ・6/1(水)「スエーデンの風」講師 今井マドレーヌさん アルパイン 42 名 

・2/1(水)「韓国の育児事情の今」 講師 宣
そん

 明孝さん アルパイン 42 名 

伝統文化紹介 ・7/4(月) 桐蔭学園-日本文化紹介 

米国の高校留学生 9 名、引率の先生 1 名に、華道、

書道、折り紙、和楽器、茶道、浴衣の着付け紹介 

桐蔭学園  23 名 

・10/7(金)桐蔭学園・日本文化紹介 

ニュージーランドの中学留学生 11 名、引率の先生 2 名

に日本伝統文化紹介 

桐蔭学園 40 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  

・6/11(土)日本語スピーチの会 演台挿花 

・11/8,9,10 青葉区民芸術祭(あざみ野)に生徒さん 2 名出品。 

・11/12(土)アニュアルパーティー舞台花の製作 

  

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

・5/10(火)バラ見学会 長谷川節子宅 長谷川節子宅 16 名 

・6/11(土)日本語スピーチの会 13:00～15:00 アルパイン 36 名 

広報・ 

ホームページ 

・4/18「2016 年度活動予定」発行  

・「例会報告」 例会後、毎月発行 

・2/28「2016 年度活動報告」発行  

 

 

 

 

 

 

・活動報告を順次 HP に掲載。 http://www.mia-jp.net 

・HP 係勉強会(千葉顧問)6/2(木),12/5(月) 

 

西野宅 

 

 

うりかいサロン ・7/6(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 34 名 

 

・10/5(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  

29 名 

例会プログラム ・4/6(水)例会 13:00～ティータイム 13:30～例会 アルパイン 29 名 

・5/11(水)移動例会 11:30～ イオスガーデン 25 名 

・6/1(水)例会 

・7/6(水)午前 うりかいサロン 午後 例会 

・9/7(水)例会、聞いて聞いてコーナー 

・花咲か爺さん替え歌(雫石) 

・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 

              ・色紙の楽しみ方(菊池) 

・カナダ・ウィスラーへの旅(雫石) 

・Fabi の Carubonara (竹村) 

・11/2(水)例会、アニュアルパーティー準備 

聞いて聞いてコーナー 

        ・18 歳と 81 歳くらべ(竹村) 

・12/7(水)例会、来年度を視野に総会に向けて話し合い 

アルパイン 33 名 

31 名 

37 名 

 

28 名 

 

 

 

 

28 名 

 

 

24 名 

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


・1/11(水)新年会 12:00～ 例会 13:30～ 来年度に向けて話し合い 

     聞いて聞いてコーナー 

     ・「青葉ブランド」ってご存知ですか(奥山) 

     ・鳥居のお話 (竹村)、小国神社(依藤)、江ノ島神社(奥久津) 

         ・韮崎大村美術館(雫石) 

・2/1(水)例会 

36 名 

 

 

 

 

30 名 

34 名 ・3/1(水)総会 13:00～ 

事務局 

045-971-9607 

・総会開催、報告 

・会員登録  

・通信費精算 

  

会計 ・4 月予算配布 

・会計管理 

・2 月、年度末、会計ノート提出 

・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 ・4/10(日)世界一周大型客船オーシャンドリーム号船内見学 

税関資料館、横浜公園チューリップ見学 

・6/8(水)東御苑散策 菖蒲園、尚蔵館見学。「花とあそぶ展」 

・6/30(木)庭園美術館「メディチ家の至宝展)昼食後、自然教育園 

・9/25(日)玉川大師、二子玉川公園旧清水邸書院、琴コンサート・溝の口 

・10/15(土)新宿高島屋・小原流展、新大久保コリアンタウン 

・11/25(金)東洋文庫「江戸時代の浮世絵展」、紅葉の「六義園」 

・12/16(金)横浜山手西洋館のクリスマスディスプレー 

・1/26(木)田中正也×佐藤卓史ピアノデュオ 東京文化会館小ホール アメ横散策 

・2/3(金)江ノ島神社 節分豆まき 

21 名 

 

11 名 

12 名 

6 名 

7 名 

6 名 

15 名 

6 名 

8 名 

ＭＩＡホーム 

サロン 

・9/7(水)終活と、尊厳死について、話し合い 

・9/27(火)講演会「今どきのお墓と葬儀事情」 

 

・2/5(日)「くらしの友」へ、いろいろな形の葬儀を見学に。 

・2/28(火)MIA ホームサロンの今後を検討 

アルパイン 

グランクレール 

藤が丘 

株）くらしの友 

長谷川幸子宅 

10 名 

2 名 

 

5 名 

10 名 

ワークショップ ・6/4～1 週間、梅もぎに梅園解放 

・9/28(水)藍染講習 13:00～16:00 

・1/16(月)初釜 13:00 お薄点前 謡「草紙洗小町」雫石・斉藤 

         小町ゆかりの寺「 隋心院」 南京玉簾  長谷川幸子 

・2/15(水)シンプルライフ・ヘルシーライフを目指して 

     「シニアの食卓」小島家のスムージー 

小島梅園 

浦木宅 

仁藤茶室 

 

大髙宅 

2 名 

4 名 

16 名 

 

9 名 

世界食文化 ・5/25(水)｢ZAKKA 展｣21-21 デザインサイト 

・7/6(水)10/5(水)うりかいサロンに協力 

・11/7(月)中国料理講習会 唐さん 

・2/18(土)西アフリカ料理 

東京ミッドタウン 

 

川原宅 

竹村宅 

11 名 

 

11 名 

12 名 

ゴルフ ・4/25(月)長竹カントリークラブ 

・9/21(水)富士国際カントリークラブ 

長竹 CC 

富士国際 CC 

   8 名 

      6 名 

 


