
設立の趣旨　About Mobara International Friendship Association

　茂原市国際交流協会（ＭＩＦＡ）は、2012年に市内で国際交流や多文化共生ボランティア活動を行っている団体が協力し設立
された団体です。市民一人ひとりが国際交流を身近なものとしてとらえることができるよう、外国語教室、ホームステイ、スポーツ
交流などの各分野における国際交流活動を行うとともに、在住外国人への各種情報提供や日本語学習をはじめとする支援を行
い、お互いの価値観や文化を尊重しあいながら共生し、安心して暮らしていくことができる多文化共生社会の実現を目指し、地域
に根ざした各種事業を行っています。
Mobara International Friendship Association was established in 2012 known as MIFA.
It is composed of volunteers workers to encourage international exchange activities like sports, 
language, homestay and to promote cooperation and harmony among each other for a common good to lead more comfortable lives 
in Japan

茂原市国際交流協会（MIFA）とは/About us

■総務部会　General Affair Section
協会ニュースの編集・発行やホームページの管理など協会のPRに関すること、ＰＲイベントの企画・運営を行います。
Association news published by MIFA、Home page access、PR event of the association

■日本語学習部会　Japanese Learning Section
在住外国人や、外国にルーツのある人々を対象とした日本語教室の開催と学習者の人 と々の交流事業を行います。
Japanese lessons and International events for foreigners

■研修部会　Training Section
　外国語教室の開催・外国文化に関する研修を行います。
International language classes、International lesson for different cultures, customs and tradition

■交流部会　International Exchange Section
在住外国人との交流イベントの開催、ホームステイの受け入れ・日本文化の紹介などの相互理解・交流事業を行います。
International event for foreigners living in Japan. Association home stay for foreigners.Sharing the Japanese cultures to the foreigners.

海外姉妹都市との交流　International exchange with the sister city

ソルズベリー市（南オーストラリア州）と姉妹都市提携をし、市長訪問団の相互交流や
学生・野球チームの派遣・受入などを通じ異文化理解・友好親善を図っています。
Mobara City established a sister-city relationship with Salisbury City in South Australia 
in 2002.Both cities promote mutual understanding through exchange the delegation 
including mayor, students and the baseball team. 

茂原市国際交流協会（MIFA）の活動内容/Activities

日本文化の紹介  Introducing Japanese Culture

茶華道、日本舞踊などの日本文化を広めるために各種研修や発表会などを行ってい
ます。茂原市を訪れるソルズベリー市の学生や外国人にも日本の伝統文化を分かりや
すく紹介しています。
Introduction of Japanese customs and tradition. (tea ceremony, flower arrangement, 
traditional Japanese dance etc.)　
The students of the sister city and other foreigners will be allowed to enjoy and learn to 
experience the Japanese way of living while staying in Japan.　 

国際交流パーティの開催　International Friendship Party

在住外国人と市民の交流事業として年１回開催しています。
外国の食や文化を通じて世界を身近に感じてもらうとともに相互理解を深める機会
を提供しています。
International party is held once a year to promote mutual understanding between the 
local citizens and foreigners who are already living in Japan. Enjoying the taste of 
International cuisine. Exchanging ideas and camaraderie.

語学教室の開催  International Classes Available

英会話教室、中国語教室、韓国語教室の開催
Chinese conversation class、Korean conversation class、English conversation class. 

各専門部会の紹介

Let's join us! あなたも会員になりませんか！
皆様の経験・特技や趣味を国際交流の場で活かしましょう！

茂原市国際交流協会では、一緒に活動してくださるメンバーを募集しております。 

入会方法　事務局へご連絡いただき、下記の入会申込書に氏名・住所・連絡先等をご記入の上、会費と一緒に事務局までお持ちください。　
Please call and get more information of MIFA   事務局：茂原市役所企画政策課内　TEL 0475-20-1651 
会員年会費（Annual Fee）　
個人会員・一般会員(General)  一口 2,000円 / 学生会員(Student)  一口 1,000円 / 家族会員(Member’s Family)  一口 1,000円 
団体会員(Group)  一口 10,000円 / 賛助会員(Support)  個人 一口 2,000円、 団体 一口 5,000円、 法人 一口 5,000円

会員募集


