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 2020/3/3 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 ・5/8(水) 12:00～移動例会 ナチュラレ・ボーノ 36 名 

・11/20(水)アニュアルパーティー 16:00～ あざみ野アンジュ 64 名 

異文化勉強会 ・5/8(水)「ドイツの今」パウル・レオンハルト氏 ナチュラレ・ボーノ 36 名 

・9/4(水)「エミルタージュ美術館とその数奇な運命」 

スピーカー 雫石さん 

アルパイン 33 名 

伝統文化紹介 ・桐蔭学園の日本伝統文化紹介が終了。日本語の会、異

文化勉強会とのコラボの活動などを検討。目下休会中。 

  

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  

・6/22(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  

・5/14(火)「バラを見る会] 長谷川節子宅 長谷川節子宅 19 名 

・6/22(土)日本語スピーチの会 13:00～15:00 アルパイン 37 名 

広報・ 

ホームページ 

・4/11「2019 年度活動予定」発行  

・「例会報告」 例会後、毎月発行 

・2020 年 3/3「2019 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) 6/20(木)、10/31(木)、2/11(火) 

 

西野宅 

 

7 名 

うりかいサロン ・7/３(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 40 名 

 

・10/２(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 47 名 

 

例会プログラム ・4/3(水) 例会(13:00～ティータイム 13:30～例会) 

                     聞いて聞いてコーナー 

アルパイン 30 名 

・5/8(水) 移動例会 12:00～例会 

第 1 回異文化勉強会 

ナチュラレ・ボーノ 36 名 

・6/5(水) 例会・ 聞いて聞いてコーナー アルパイン 30 名 

・7/3(水) 午前うりかいサロン 

午後 例会・ 聞いて聞いてコーナー 

 28 名 

・9/4(水) 例会・聞いて聞いてコーナー 

第 2 回異文化勉強会  終了後, 暑気払い会 

 33 名 

 

・10/2(水) 午前うりかいサロン 

午後 例会・聞いて聞いてコーナー 

 38 名 

・11/6(水) 例会・聞いて聞いてコーナー  29 名 

・12/4(水) 例会、聞いて聞いてコーナー  26 名 

・1/8(水)  新年会 12:00～ 例会・聞いて聞いてコーナー  30 名 

・2/5(水)  例会,・聞いて聞いてコーナー  26 名 

事務局 

045-971-9607 

・3/4(水) 総会、今回コロナウイルス感染拡大の為、延期。日時未定（別途連絡） 

・会員登録 名簿管理 通信費精算等 

会計 ・4/3(水) 活動費・会計ノート配布、年間会計管理 

・2/3(水) 年度末、会計ノート回収 

・3/4(水) 総会、今回コロナウイルス感染拡大の為、延期。 ・決算は 3 月上旬会員 

メ－ルにて報告。・次年度予算についてはコロナウイルス感染収束後、総会にて決定。  

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   

・5/8(水)異文化勉強会（野ばら） 

・6/22(土)日本語スピーチの会（一年中の歌） 

・11/21(木)アニュアルパーティー（My Way、つぐない、恋に落ちて） 

  

文化探訪 ・3/16(土)「町田版画美術館」 

・4/5(金)「小原流展」と新宿御苑お花見 

・5/30(木)「東京芸術大学」美術学部、音楽学部キャンパス見学、美術館鑑賞 

・6/13(木)「My 花 Frame」額縁の花器作り 講師 渡部幸子  於）アルパイン 

・6/15(土)「日本画で見る万葉集」を大矢鞆音氏の解説で鑑賞。 

於）桐蔭アカデミウム 

・7/12(金)「横浜港見学会」 中華街で昼食後、マリンシャトル号クルーズ。 

氷川丸 見学、山下公園 花巡り 

・9/21(土)「箏 小さな小さな音楽会」 溝の口ノクティーホール 

・10/6(日)「能楽の会」矢来能楽堂 雫石さんお能 彼岸花（小石川後楽園） 

・10/9(水)「エクアドルの文化」 小林アナさん宅 

・11/8(金)「谷根千散策」（谷中、根津、千駄木）朝倉彫塑館、夕焼けだんだん

谷中銀座 下町風俗資料館 黒田記念館 国際子ども図書館 

・1/26(日)「講談」一龍齋貞鏡「悪い女と善い女」  於）横浜にぎわい座 

・2/3(月) 「節分豆まき」於）江ノ島奥久津神社 酒井抱一「八方睨みの亀」 

      腰越「湘南フォトカフェ」で食事。 

・2/29(土)「落語と相続・終活、の 3 部にわたるシニア向けシンポジュウム」 

     の予定でしたが、中止となりました。           

16 名 

17 名 

18 名 

13 名 

12 名 

 

19 名 

 

11 名 

７名 

13 名 

7 名 

 

10 名 

13 名 

13 名 

   

ＭＩＡ 

サロン 

・12/4(水) 自由に話し合いの会 

話題は終活から、ホーム捜し、介護百人一首と多岐にわたり。 

・1/29(水)人生を楽しみましょう！ 歌って踊って食事して… 

・2/28(金) カラオケ続編。広いお部屋で思い切り!の予定が、中止。 

アルパイン 

 

相鉄大和 

カラオケ 

ルーム 

12 名 

 

7 名 

 

ワーク 

ショップ 

・6 月 梅もぎ 今年は豊作！ たくさん収穫できました。   小島梅園  

・1/20(月)・初釜 薄茶点前 仁藤さん  ・謡 高砂 雫石さん    

カナダから会長夫妻の友人夫妻も参加。「関戸本古今集」の臨書 

(井上さん)や、玉すだれ、剣玉などの遊びも（長谷川幸）ご紹介。   

仁藤茶室 

 

24 名 

世界食文化 ・5/25(土)中国の胡さんに餃子の作り方を習いました。 

・7/3(水)10/2(水)うりかいサロンに協力 

・2/27(木)アラビア料理「アル・アイン」、の予定がコロナで中止。 

川原宅 

 

 

10 名 

 

 

MIA旅
たび

 
・10/15(火)～16(水) 浜名湖への旅 浜松集合、浜松解散のゆっ

たり旅で会員制ホテル泊。世界花博ガーデン散策、浜名湖遊覧船

など、優雅な旅を楽しみました。  

エキシブ

浜名湖 

30 名 

MIA シネマ ・4/10(水) 「グリーンブック」 

・6/11(火) 「二宮金次郎」 

・7/2 (火)   「鷺娘」 坂東玉三郎 

・10/24(木) 「真実」 

TOHO シネマ ららぽーと横浜 

東京都写真美術館ホール 

109 シネマズ二子玉川 

TOHO シネマ ららぽーと横浜 

6 名 

11 名 

6 名 

5 名 

 


