
公益財団法人武蔵野市国際交流協会(ＭＩＡ)とは？

外国人住民と共に生きる文化豊かなまちづくりを目指して、市民主体
の国際交流・協力の推進、在住外国人支援などに取り組んでいます。

ＭＩＡではどんな活動がおこなわれているの？ くわしくは中面をみてね！

1 1 月 17 日（日曜日） 

November 17th (Sun.)
1 1:00 - 1 6:30

武蔵境スイングビル 2・9・10・11 Ｆ 
Musashisakai SWING bldg. 2&9&10&11F 

ご来場の際は、

電車 ・ バスなどの

公共交通機関を

ご利用ください！

主催 :   　　　　公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

 Musashino International Association （MIA)
 〒 180-0022 武蔵野市境 2-14-1 スイング 9 Ｆ
 TEL :0422-36-4511 FAX :0422-36-4513
 URL :https://mia.gr.jp/

　　　　　　「むさしの国際交流まつり」 ホームページからも情報をご覧いただけます。

　　　　　　https://musashino-ifes.com  QR コードからもアクセスできます。

４つの会場でイベントがあります！

11F
多文化カフェ

あなたのまちの国際交流・協力

多文化体験ミュージアム

　リアル！ＭＩＡ体験

多文化ステージ

日本語コースと交流コーナー ・ 世界を知ろう！
外国人のための防災 ・ 地域医療コーナー

手づくり体験 ・ 伝統衣装の試着
武蔵野市ルーマニアホストタウンコーナー

いろいろな国の家庭のたべもの体験！
地域ＮＧＯ ・ ＮＰＯの活動発表ほか

10F

9F

2F
チャールズさんと英語で遊ぼう！

和太鼓演奏＆体験、外国人発表会（歌・踊りほか）

公益財団法人武蔵野市国際交流協会（ＭＩＡ）

ホームページ https://mia.gr.jp/TEL 0422-36-4511
〒180-0022 武蔵野市境２－１４－１ スイング9F

　会　員
募 集 中！　

生活支援 多文化共生の地域づくり コミュニケーション支援

●留学生の社会参加の促進

●専門家相談（法律／心理）

●防災に関する啓発活動

●生活情報提供窓口（9言語）
●外国人向けニュースレター
●通訳者派遣／翻訳 など

●日本語学習の支援 ●むさしの国際交流まつり ● FMラジオ番組（4言語）

●こども国際交流クラブ

●外国語会話交流教室
●ボランティア活動の支援
●他団体との連携・協働 など

●こども国際交流クラブ

●外国語会話交流教室
●ボランティア活動の支援
●他団体との連携・協働 など

外国人それぞれの状況
に合わせて支援します

生活に必要な情報を
多言語で提供しています

地域と力を合わせ、
活動の場を広げます

こども対象スタンプラリー（先着 200 名に参加賞！）
「ＭＩＡまつりワールドツアー」に参加しませんか？

11F 入口でシートをもらってスタートしよう！

MIA 創立 30 周年記念

Musashino International Festival 
むさしの国際交流まつり

2019

スイングビル
Swing Bldg.
2 ,9,10,11F
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2F ・多文化ホール

　♬ 無料♪音楽♪ダンス♪交流 ♬

10:10

-

12:25

親子で参加！こども国際交流クラブまつりコース～チャールズさんと英語で遊ぼう！　＜事前予約制＞　

英語での絵本の読み聞かせ、 手遊び、 そしてホールいっぱい動き回ってゲームをしていっしょに遊びましょう！

講師 ： チャールズ・ビーチンさん （アメリカ出身 ・ 教員）　

定員 ： 各 20 組（申込順・期限までにいっぱいになることもあります）

① 10:10-10:55 ／ 7・8 歳 ② 11:05-11:45 ／ 5・6 歳 ③ 11:55-12:25 ／ 3・4 歳

申込：一般：10 月 15 日（火）9:00 ～ 11 月 15 日（金）までにホームページより。電話も可

13:00

-

16:30

多文化ステージ　　　13:00- 和太鼓演奏＆体験

　　　　　　　   14:00- ペルー舞踊 & 体験

　　　　　　　　15:00- むさしのファミリープレゼンツ　留学生等発表＆交流会！　

　　　　　　　　　　　　ＭＩＡには多才な人がいっぱい！得意なこと、歌や・踊りなどを発表します。

                                    最後はみんなで東京音頭を踊りましょう～♪

9F ・リアル！ＭＩＡ体験

まなぼう！世界のことば ･MIA のボランティア活動・

防災の知識 ･留学生のお話など

10F・多文化体験ミュージアム

～芸術家と工作・歌やお話で交流しましょう～
■ 10F 入場の時専用の体験チケットを購入。

■１人３種類の体験で \200　

■ 10 歳以下の子どもは保護者と参加してください。

■チケット販売は 16:00 まで。ワークショップ終了は 16:30。

■各ブース , それぞれ休憩の時間帯があります。

●ラウンジ　11:00 - 16:00

外国人のための防災委員会
多言語防災パネル展示、 クイズ、 非常食の試食など

武蔵野市民防災協会
防災用品の展示販売

外国人のための地域医療グループ

多言語病状シートの配布、 外国人対象アンケート実施など

「チャンドリマさんと初めてのヨガ」 コーナー　＜事前予約制＞
講師：ムケジ・チャンドリマ（インド出身） 参加費：３00 円

時間：11:00-12:00  対象 :18 歳以上のヨガ初心者 12 名（申込順）

申込：10 月 15 日 ( 火 )9:00 ～ 11 月 15 日 ( 金 ) までに

ホームページより。電話も可。ヨガマットまたはバスタオル持参。

インド出身のチャンドリマです。 （13:30 ～）

ベンガル族の伝統衣装の紹介。試着もできます。

中国上海出身の丁
テイチョウリン

長林です。

墨で絵を描きましょう。子どもも大人も歓迎！

韓国出身の黄
ファンイン

仁です。

毛糸を使って丸いボンボン飾りを作りましょう。

中国上海出身の呉
ゴケンチュウ

建中です。

折り紙を切って可愛い模様をつくりましょう。

タイ出身のアオエです。

リボンで飾り編みを練習しましょう。

ペルー出身のオスカルです。

絵を描いて自分だけのオリジナル缶バッジ作り。

タイ出身のティティソーンです。

タイ北部の伝統衣装の試着ができます。

中国上海出身の周
シュウレイ

霊です。

漢民族の伝統衣装の試着体験ができます。

 ● 10 Ｆロビー　武蔵野市ルーマニアホストタウンコーナー　
　ルーマニアクイズラリー　ホストタウングッズがもらえる輪投げ

外国人会員が家庭のおやつを持ち寄り販売します。

いろいろなおやつにチャレンジして、 たべものを通じた国際理解、

多文化体験をしてみませんか。

～ 16:00 （最終入場）

●カフェメニュー

カンさん／韓国

トック
伝統茶

ジーバさん／インド

ココナッツラッドゥ
マーラッドウ

ラビンドラさん／ネパール

サモサ
タンドリーチキン

シルヴァさん／スリランカ

ココナッツクレープ
ジンジャ―ティー

11F・多文化カフェ

シモーナさん／イタリア

クッキー
アップルケーキ

11F・あなたのまちの国際交流・協力　

市内および近隣を拠点に国際協力 ・ 国際交流に取り組む団体が各ブースで活動紹介をします。

専用ステージではミニ会話教室やスライド上映、 クイズをやります。

手頃な値段のかわいい雑貨やお菓子 ・ 飲み物を用意している団体もあります。

タイトル 時　間 主な内容 ( 予定 )

学生団体ファムカフェ 11:30 - 12:00 ルワンダの現状を知ろう！

こうして番組を作っています！ 12:05 - 12:35 NEWSfromMIA と MIA プラザを実演でお見せします！

お買い物で国際貢献！ 12:40 - 13:10 フェアトレードについて考えてみませんか？

ルーマニアってどんな国？ 13:15 - 13:45 ルーマニアの文化紹介とミニ会話教室

JICA の活動紹介 with 聖徳学園 13:50 - 14:30 主な活動紹介とＪＩＣＡプログラムを活用した実践報告

国際共通語エスペラントの学びやすさ 14:35 - 15:05 エスペラント語ミニ教室、クイズ

●特設ミニステージタイムスケジュール

ﾌﾞｰｽ 団　体　名 活　動 概 要 パネル展示 ・ ワークショップ以外の出展内容

① Musashino International Club (MIC) 1988 年設立。当市で最も古い国際交流団体 国際交流パネル、子ども向け遊び、お菓子と飲物のセット販売

② 武蔵野ブラショフ市民の会 ルーマニア語・文化講座開催・市との共催で招聘事業 ルーマニアのお菓子＆フルーツティ販売

③ NPO 法人アクション フィリピンと日本のこども達の自立支援活動 フィリピンのグラマンジュース＆雑貨販売

④ 学生団体ファムカフェ コーヒーを介したアフリカ支援 ルワンダの過去と現在の紹介、コーヒー販売

⑤ JICA with 聖徳学園 開発途上国への政府開発援助の実施機関 ＪＩＣＡの活動概要紹介＆聖徳学園の活動報告

⑥ ノット・フォー・セール・ジャパン（NFSJ） 人身取引（現代奴隷制）をなくすための活動 フェアトレードについて知ろう！

⑦ SOSIA(Seeds of Self development in Asia) ミャンマーの子どもへの教育支援 ミャンマーの民芸品の販売

⑧  MIA ・FM ラジオ番組委員会 FM 番組「NEWS from MIA」「MIA プラザ」の企画・制作 MIA 提供番組の紹介と実演（デモ）

⑨ 認定 NPO 法人ピープルズ ･ ホープ ･ ジャパン アジアの母と子の健康を支援 「アジアのおはなしカレンダー 2020」と子供たちの絵

⑩ 三鷹・武蔵野エスペラント会、杉並エスペラント会 国際共通語エスペラントの学習と国際交流 交流行事・エスペラント語紹介、書籍展示

●各団体名、 活動 ・ 展示内容

むさしの国際交流まつり 2019 11 月 17 日（日）スイング各所　11：00-16：30

　●こども対象スタンプラリー・ＭＩＡまつりワールドツアー　11:00 ～ 15:00

  　　11 Ｆ ( スタート）⇒ 10 Ｆ⇒ 9 Ｆ⇒ 2 Ｆ（ゴール）　外国人と交流したり、各コーナーをまわってスタンプ

　　　をゲットしよう！！スタンプを集めたら参加賞（先着 200 名）がもらえるよ！

　　　※ 15：00 前でもスタンプラリーカードがなくなり次第終了します。

カイルさん／アメリカ

キャロットケーキ
ガンボ

ネリさん／ペルー

エンパナーダ
チョリソ

●イートインコーナー

多文化カフェで買ったものはイートインコーナーで食べましょう。
さあ、どんな味がするかな？

● Eco ステーション

「クリーンむさしのを推進する会」の協力のもと、ごみの分別活動を行います。
環境にやさしいまつりにご理解ご協力をお願いします。

～ 16:00 （最終入場）

●会議室

11:30
-

12:30

外国人のための地域医療グループ
ワークショップ「病院で使われる言葉を『やさしい日
本語』で言ってみよう！」

12:45
  -13:30

13:30
  -14:15

ＭＩＡイベントグループ
「世界を知ろう！世界の人とふれあおう！」
ベトナム編　グエンハイヴァンさん

（子ども向け）おもしろ企画で楽しく遊びましょう！
マレーシア編　セリン・クー・スイメイさん

（一般向け）マレーシアのお話（文化・民族・生活など）

14:30
-

16:30

日本語コースと交流コーナー
MIA の日本語コースに参加中の外国人が世界各地の言
葉で皆さんと交流します。色々なことばの挨拶を覚え
たり、文字を練習したりしてみましょう。

※ 11F は現金は使えません。チケット制。

※ 16:00 前でも売り切れ次第、終了します。
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