三井のオフィスワーカー限定
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コミュニティ情報

＼ オフィスライフの“新しい”をカタチにするフリースペース ／
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新年は 1月7日（月）8：00より、営業致します。
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英語ゲーム

ニットカフェ

★新しいイベントが入りましたら、チラシにてお知らせいたします。

明けましておめでとうございます。
2019年、皆様にとって健やかで笑顔溢れる年となりますよう、
お祈り申し上げます。

～新年の花を楽しむ～✿生け花 講座✿
新年、清らか気持ちで♪ 今年はお花に触れる生活をしませんか？
基本の型をベースに〝自分らしい生け花〟を完成させましょう。
■日 程
■時 間
■参加費
■集合場所
■講 師

1月 25日 (金)
18：30 ～ 20：30
2000円
harappa日本橋
いけばな雪舟流 次期家元 増野光晴
1984年、いけばな雪舟流二世家元・増野雪舟の長男として東京に生まれる。幼少より、一世家元のもとでいけばなを学ぶ。
早稲田大学第一文学部在学中より本格的な創作活動を始め、日本いけばな芸術展（日本橋髙島屋）やいけばな協会展（銀座・上野松坂屋）
などへの出品を重ねている。卒業後は、コンサルティング会社を経て独立。華道家として活動するかたわら、メディア関連のビジネスにも携わり、
いけばなの新しい可能性を模索している。
2009年には「いけばな男子クラス」を立ち上げ、2010年に「いけばな男子展」（Design Festa Gallery HARAJUKU）を開催。
その活動は、テレビや新聞など多くのメディアでも取り上げられ話題となった。
現在は、目黒本部教室を始め、各教室やカルチャーセンター等での指導や創作活動、テレビ出演やドラマ等でのいけばな指導などを通して、
いけばな文化の普及に努めている。現在、財団法人日本いけばな芸術協会特別会員、いけばな協会会員、大日本茶道学会準会員。

■申込方法
■その他

school@sessyu-ryu.com 増野宛に、1月 23日(水) 18時までに
お申し込みください。
持ち物無し。当日の18時以降の入館は、夜間通用口よりインターフォン
201を押して下さい。

1月21日

日本橋受付

英語で紙ペンゲーム
毎週火曜日 お昼 時間に 開催しています♪
TEL：03－3274－6366
東京都中央区日本橋本石町
4-4-20三井第二別館 ８F

(8:00～18：30まで）
MAIL@mfbm.co.jpｎ

初級英会話
朝英語の会
毎週木曜日 お昼 時間に開催しています♪

初級英会話のメンバーが中心となり、
火曜日も英語を楽しく学んでいます。
ランチをしながらのフリートークもOkay！
英語にふれていたい気持ちを大切に、
皆で楽しく英語に触れあいましょう！
ゲーム以外の持ち込み企画も大募集！
かけがえのない仲間と出会いませんか？

〝英会話の文法をマスターしよう〟
と、昨年より新たに初級編から文法を
学び合っている、初級英会話の会。
分かりやすいテキストを用いて、適切
なアドバイスをリーダーより頂いたりと、
とても高評です！2019年は苦手だっ
た英会話に私達と一緒に取り組みま
せんか？沢山の皆さまのご参加を、
お待ちしております！

come & join us !!!
■日 程
1月 8日・ 15日・ 22日・ 29日
■時 間
12:00～12:45
■集合場所 harappa日本橋
■参加費
無料
■申込方法 申込不要。当日直接harappa日本橋までお越しください。
■その他
見学自由
ランチは各自でお持ちください。

NAC

6日
20日

1月 10日・ 17日・ 24日・ 31日

■日 程
■時 間
■集合場所
■参加費
■申込方法

12:00～12:45
harappa日本橋
無料
申込不要。
ランチは各自でお持ちください。

Knit

Café（ニットカフェ）

季節は立冬に入った頃、
月2回の木曜日 お昼 時間
西丹沢のお山を登ってき
に開催しています♪
ました。快晴に恵まれた
リラックスな一人時間、何か物作りに
この日、メンバーは朝7時
挑戦したいと思ったら、是非編み物を始
過ぎに駅に集合。目をこす
めませんか？優しい講師がマンツーマ
りながらバスに乗り込むや、
ンで、丁寧に教えてくださいます♪
笑顔のおしゃべりで、頭も
おしゃれなゆたんぽカバー
ハンドメイドは一生の宝物♪♪
スッキリ！1時間程揺られ
もかわいいですね♡
皆様のお越しを、お待ちしております。
いざ、登山口へ到着！
標高160１mの檜洞丸。
1月 17日・ 31日
■日 程
丹沢山地では、4番目に
12:15～13:30 (途中退席も可能です。)
■時 間
高いお山ということで、今回は健脚揃いのメンバー達。
■集合場所 harappa日本橋
始まり早々足場が悪い道に苦戦しつつも、タイムスケジュールより
■参加費
無料
早く次のポイント地、ゴーラ沢へ到着。洞(ぼら)とは別名、沢の事。
川島POG睦美
http://623knit.worldpress.com
■講
師
綺麗な沢を横断し、続いて鎖場が登場。こちらも慎重に上って行き ヨガ3日・23日
■申込方法
ます。山頂に着く手前には、急坂があり、頑張ったご褒美にと、
申込不要。当日直接harappa日本橋までお越しく
フラ24日
富士山がスッキリと顔を見せてくれました。その景色に癒され、この
ださい。
メンバーと同じ空間を楽しめたことへの、感謝のお山となりました♡
■その他
見学自由。ランチは各自でお持ちください。

昼手話の会

問い合わせ先＆ＭＡＰ
harappa日本橋 受付
東京都中央区日本橋本町2-2-2 日本橋本町ＹＳ ビル2 階

TEL：03-3274-6366 （8：00～17：30）
mail：harappa@mfbm.co.jp
※本チラシ記載の当施設開催イベントにおける万一の事故、トラブルなどに
関して、施設側は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

三井本館

日本橋三越店
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COREDO
室町１

お昼休みのひと時、手話で会話をしてみませんか？
語学の上達は実際に会話をすること。
皆でランチを囲みながら、楽しい雰囲気の中、
生きた手話を学んでいます。
手話は目で見る視覚言語です。日本語や英語などの音声言
語とは異なった魅力が沢山あります。手の動きに加え、
表情を付けることがとても大事なポイント♪
新しい言語の世界を体験しませか？
■日 程
■時 間
■集合場所

YUITO

日本橋
三井タワー

毎週金曜日 お昼 時間に開催しています♪

COREDO
室町２

日本橋本町 ＹＳビル２階
harappa日本橋

アンケート☆★アンケート☆★
右記のQRコードまたはURLにアクセスし、
簡単な質問にお答え下さい♪

■参加費
■申込方法
■その他

1月 11日・ 18日・ 25日
12:00～12:45
harappa日本橋
無料
申込不要。当日直接harappa日本橋までお越しください。

見学自由
ランチは各自でお持ちください。
2019年が始まりました★
喜びと感謝の年にしたい
なぁ！ ヒツジ♡

http://questant.jp/q/UPQYIG9J

