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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 

 

・6/3(水)レストラン例会 12:30～ あかべこ 市ヶ尾店 28 名 

・10/22(木)～10/23(金）秩父への旅   やまとあーと

みゅーじあむ、秩父美術館、長瀞ライン下り、秩父神社など 

ホテル美やまに宿泊 14 名 

・11/14(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 80 名 

異文化勉強会 ・5/13(水)「エトルリア文明」 14:00～16:00 

        講師 在ローマ 竹村 文江さん 

アルパイン 

 

49 名 

 

・9/2(水)「放射線が活躍する医療」14:00～16:00 

講師 小川 雅生さん 

アルパイン 

 

38 名 

 

・1/13(水)「スペインタイルの魅力」14:00～16:00 

        講師 佐藤 朋子さん 

アルパイン 37 名 

伝統文化紹介 

 

・5/25(月)折り紙講習会 

教える側のスキルアップと増員を図る為の講習会 

吉浜宅 

 

13 名 

 

・6/29(月)桐蔭学園―日本文化講座 13:00～ 

米国の高校の留学生に華道、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 

 

 

31 名 

 

・10/5(月)桐蔭学園でニュージーランドからの中学生 

    向けに日本伝統文化紹介。 

桐蔭学園 

 

 33 名 

・11/16(月)ミーティング 14:00～16:00  今後の 

伝統文化紹介の活動のあり方について話し合い 

吉浜宅 8 名 

いけ花 

 

いけ花教室：毎月第 2 第 4 火曜 13:30～15:30 アルパイン  

・6/27(土)日本語スピーチの会のテーブル花 

・11/14(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  アルパイン  

・4/7(火）「桜見学会」 井上宅 5 名 

・5/19(火)「バラ見学会」 長谷川節子宅 12 名 

・6/27(土)「日本語スピーチの会」13:00～15:00 アルパイン 40 名 

広報・ 

ホームページ 

・4/28「2015 年度活動予定」発行 

・7/22、12/10、2/29「MIA ニュースレター」発行 

・2/29「2015 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 係勉強会 6/12(金)10/27(火)2/18(木)千葉顧問 

・HP 係自主勉強会 7/9(木)12/10(木) 

アルパイン or 西野宅 

西野宅 

うりかいサロン ・7/1(水)うりかいサロン 10:00～献品受付 10:30～販売 アルパイン 45 名 

・10/7(水)うりかいサロン 10:00～献品受付 10:30～販売 アルパイン 47 名 

例会プログラム 4/1(水)例会、聞いて聞いてコーナー アルパイン 35 名 

5/13(水)例会、終了後「異文化勉強会」 

・「エトルリア文明」在ローマ 竹村 文江さん  

アルパイン 45 名 

6/3(水)レストラン例会 あかべこ 市ヶ尾店 28 名 

7/1(水)午前、うりかいサロン アルパイン 45 名 

   午後、例会、ミニスピーチ 

・「イリノイ」イリノイ州ジャクソンビル在住の伊東

玲子さんが Q&A 形式で、セントラルイリノイの

地域性について解説。 

アルパイン 39 名 

 



9/2(水)例会 

   例会終了後、「“医”文化勉強会」 

・「放射線が活躍する医療」小川 雅生さん 

 38 名 

10/7(水)午前、うりかいサロン 

午後、例会 

アルパイン 38 名 

33 名 

11/4(水)例会、聞いて聞いてコーナー 

・「シンガポールのお話」渡部 純代 

アルパイン 27 名 

12/2(水)例会、聞いて聞いてコーナー アルパイン 31 名 

1/13(水)新年会、例会 

例会終了後「異文化勉強会」 

「スペインタイルに魅せられて」佐藤朋子さん 

アルパイン 

 

33 名 

37 名 

2/3(水)例会、聞いて聞いてコーナー アルパイン 30 名 

3/2(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 ・4/1(水)土筆採りと土筆ラーメン（竹村宅） 

・4/4(土)雫石さん＜観能会＞（国立能楽堂） 

・6/14(日)ルドゥーテ美花選展 

・9/23(水)小さな音楽会（ノクティーホール 溝の口） 

・10/2(金)３(土)飛び入り企画・鴨川旅行 

・10/30(金)シネマ歌舞伎（二子玉川） 

・11/19(木)小川さん＜世界の街角 写真展＞（銀座） 

・1/12(火)＜日本のおしゃれ展＞（銀座松屋） 

13 名 

26 名 

3 名 

10 名 

8 名 

13 名 

16 名 

10 名 

MIA ホーム 

サロン 

・4/1(水)話し合い 例会前の One Hour Meeting とし、終活を考える。 

・5/13(水)話し合い「人間の死に方」久坂部羊著を資料に。 

・6/12(金)「グランクレール青葉台 2 丁目」見学会 

・9/2(水)話し合い「私のリヴィングウィル」 

・2/3(水)話し合い「葬儀について」 

26 名 

 18 名 

5 名 

22 名 

14 名 

ワークショップ ・6/3～6/10 の期間、梅園を開放して下さり、各自梅もぎ 

・9/29(火)「すっきり暮らす整理術」今ある物を使い切る  

・1/18(月)「初釜と古典講話」 薄茶点前 仁藤さん他 

古典講話「和泉式部」新田さん  謡曲 雫石さん 

小島梅園 

大髙宅 

仁藤茶室 

 

 

８名 

16 名 

 

世界食文化 ・6 月梅もぎ（ワークショップと共催） 

・7/１(水) 10/７(水)うりかいサロンで手作りお菓子販売 

・12/19(土)和菓子 練りきり 

 

 

竹村宅 

 

 

12 名 

ゴルフ 

 

・5/15(木)ゴルフ 

・10/16(金)ゴルフは雨にて中止。親睦夕食会のみ開催。 

富士国際 GC 

長竹 CC 

13 名 

 

                                                                         MIA 事務局 045-971-9607 

 


