ムリンディ／ジャパン・ワンラブ・プロジェクト２０１６年秋冬の陣

11 月 8 日（火）

19：00～ 松戸中央ライオンズクラブ
20：30

11 月 12 日（土）

10：25～ 東北福祉大学

国見キャンパス

11：55

JR 仙山線東北福祉大前駅下車、徒歩 5
分
http://www.tfu.ac.jp/aboutus/ku
nimicampus.html

11 月 12 日（土）

14：40～ 東北学院大学
15：10

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/
access/

11 月 16 日（水）

10：30～ 国際ソロプチミスト静岡
11：20

11 月 16 日（水）

14：00～ 清水ユネスコ協会
15：30

辻生涯学習交流館
JR 清水駅徒歩 10 分
http://www.sgk-shimizuku-shizu
oka.jp/access/tsuji/

一般参加可、どなたでも
参加費 500 円
カレンダーなど物販あり

11 月 17 日（木）

15：00～ 文教大学
16：30

湘南キャンパス
JR 茅ヶ崎駅北口よりバス約 20 分
湘南台駅（小田急線、相鉄線、横浜市
営地下鉄）西口よりバス約 20 分
http://www.bunkyo.ac.jp/access/
shonan.htm

一般参加可、どなたでも

3 号館 332 教室

一般参加可、どなたでも

11 月 18 日（金）

19：00～ 森の種（インディアンレスト
21：00
ラン）

下北沢駅南口下車 「餃子の王将」さん 参加費 2,500 円（食事つき・
の角を右に曲がり「茄子おやじ」さん ドリンク別）
の上
カレンダー・カードなど物販
あり
アフリカの楽器「コラ」の演
奏あり
要予約
https://web.facebook.co
m/events/1728317514
095839/?acontext=%7B
%22ref%22%3A%2210
8%22%2C%22action_his
tory%22%3A%22null%2
2%7D

11 月 19 日（土）

15：00～ ReadyFor 授賞式
20：30

11 月 20 日（日）

13：00～ カトリック茅ケ崎教会
15：00

11 月 22 日（火）

11：00～ 国際ソロプチミスト京都
15：30

11 月 23 日（水）

17：00～ 上智大学
18：30

JR 茅ヶ崎駅から徒歩 7 分
http://park3.wakwak.com/~chiga
sakichurch/access.htm

参加無料、どなたでも
カレンダー・カードなど物販
あり

11 月 24 日（木）

11：15～ 神戸学院大学
12：45

ポートアイランドキャンパス
一般参加可、どなたでも
JR 神戸線三ノ宮駅、阪急・阪神神戸三
宮駅、神戸市営地下鉄三宮駅から神戸
新交通ポートライナーみなとじま駅下
車、西へ徒歩約 6 分
http://www.kobegakuin.ac.jp/acc
ess/portisland.html

11 月 27 日（日）

10：30 こ カトリック高円寺教会
ろ～12：
00

JR 高円寺駅より徒歩 15 分
http://www.koenji-catholic.jp/cgibin/wiki/wiki.cgi?page=%B6%B5
%B2%F1%C3%CF%BF%DE

参加無料、どなたでも
カレンダー・カードなど物販
あり

11 月 29 日（火）

10：35～ 栄光学園中学校・高等学校
12：25

12 月 2 日（金）

16：30～ 新潟県立大学
18：00

一号館 A 棟 1313 教室
JR 白新線大形駅下車徒歩約 15 分
http://www.unii.ac.jp/access/

一般参加可、どなたでも

12 月 3 日（土）

15：30～ カトリック新潟教会
17：00

新潟駅万代ロ、新潟市内バス(浜浦町先 参加無料、どなたでも
回り線)西大畑バス停下車徒歩 2 分
カレンダー・カードなど物販
あり

12 月 4 日（日）

13：30～ ビックスワン
15：00

大会運営室 4
https://www.denka-bigswan.com
/access/car.html
https://www.denka-bigswan.com
/access/public.html

参加費 200 円
カレンダー・カードなど物販
あり

未定

どなたでも

12 月 9 日（金）
12 月 10 日（土）

長野市立三本柳小学校
未定

大阪

12 月 11 日（日）

10：00 こ カトリック伏見教会
ろ～10：
40
（9 時のミ
サ終了後）

京阪電車藤森駅下車、東へ徒歩５分
http://www.catholic-fushimi-kyot
o.jp/access.html

参加無料、どなたでも
カレンダー・カードなど物販
あり
終了後茶話会あり（無料）

12 月 11 日（日）

18：30～ 呉竹文化センター
20：00

京阪本線丹波橋駅西口前
近鉄京都線丹波橋駅西口前

参加費 1,000 円
カレンダー・カードなど物販

http://www.kyoto-ongeibun.jp/ku
retake/map.php

あり

参加無料

12 月 12 日（月）

京都聖母学院小学校

12 月 14 日（水）

11：00～ 神奈川県立磯子高校
12：00

12 月 17 日（土）

13：00～ 国際文化フォーラム in 逗子

市民交流センター

14：30

京浜急行新逗子駅より徒歩 2 分
カレンダー・カードなど物販
JR 逗子駅より徒歩 5 分
あり
https://www.city.zushi.kanagawa.j
p
/kouryu/koutu.html

12：00～ カトリック吉祥寺教会

JR 中央線・京王井の頭線吉祥寺駅南口 参加無料、どなたでも

13：30

駅ビルアトレ出口より徒歩 5 分
http://www.svdtokyo.jp/map.html

12 月 18 日（日）

12 月 21 日（水）

11：30～ ステップ学習塾

12 月 22 日（木）

13：10～ 新潟医療福祉大学
14：40

1 月 10 日（火）

啓明学園中学高等学校

会議室

カレンダー・カードなど物販
あり

1 月 12 日（木）

19：00～ ギャラリー環
21：00

小倉北区紺屋町 11-11 イシダ薬局 2
階
https://www.google.co.jp/maps/pl
ace/%E3%82%A4%E3%82%B7
%E3%83%80%E8%96%AC%E5
%B1%80/@33.879787,130.880
1746,16z/data=!4m5!3m4!1s0x

入場の際ワンドリンク（５０
０円）を注文のこと
トークの後「山人」ジェンベ
演奏があります
カレンダー・カードなど物販
あり

3543bf51bbe96c2f:0x45bdb01
dc6cdb6d1!8m2!3d33.879787!
4d130.884552
1 月 13 日（金）

14：40～ 熊本総合医療リハビリテーシ
16：10
ョン学院

1 月 14 日（土）

19：00～ 熊本市国際交流会館

1 月 15 日（日）

11：00～ カトリック大名町教会
12：30

ＪＲ熊本駅より熊本市営電車で約１０

参加無料、どなたでも

分、花畑町下車、徒歩約３分
http://www.kumamoto-if.or.jp/kci
c/access/access.asp

カレンダー・カードなど物販
あり

西鉄福岡（天神）駅、地下鉄天神駅か
ら徒歩 5 分
西鉄バス「西鉄グランドホテル前」下

参加無料、どなたでも
カレンダー・カードなど物販
あり

車
http://www.daimyomachi-c.or.jp/
1 月 16 日（月）

13：10～ 藤沢市立鵠沼中学校

1 月 17 日（火）

16：20～ 西武学園医療技術専門学校
17：50

1 月 20 日（金）

消費者生活センター大田区

JR 蒲田駅東口から徒歩 5 分（大田区役
所前から川崎方向に約 300 メートル）

1 月 29 日（日）

10：30～ カトリック厚木教会

1 月 30 日（月）

8：40～
9：30

聖徳学園高等学校

小田急線本厚木駅南口 徒歩５分
参加無料、どなたでも
http://catholic-atsugi.sakuraweb. カレンダー・カードなど物販
com/Atsugikyoukai/Access/akuse あり
sumappu.html

