留学生のみなさん、B.S.P.メンバーのみなさん、そして留学生と交流しているみなさんへ
To the international students, B.S.P. members & related people
あいりすレター：IRIS Letter No.33(2019.1.10)
＊ 今回の IRIS レター ＊
１．抹茶体験（IRIS）
２．新年パーティー（ホストファミリーグループアミーゴ＆IRIS）
３．バス運休のお知らせ（1 月 18 日）
４．2019 年カレンダーの配布
＊Contents of this IRIS-letter＊
1. Tea Ceremony Party (IRIS)
2. New Year Party (Host family group Amigos & IRIS)
3. Inter-campus bus will be out of service on January 18th
4. Distribution of 2019 calendar
:::::::１. 抹茶体験（IRIS）
日時：1 月 15 日（火）12 時～13 時 30 分
場所：IRIS（吹田キャンパス IC ホール ２階）
参加費：200 円（和菓子つき）
対象者：阪大生のみ 先着 10 名
申込方法：IRIS <iris@ciee.osaka-u.ac.jp>宛にメールで申込み。
メールの件名は「抹茶体験」とし、①名前、②学部/研究科、③国籍を記入してください。
:::::::1. Tea Ceremony Party (IRIS)
Date & Time: January 15 (Tue.) 12:00～13:30
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus)
Fee: 200 yen (with a Japanese traditional sweet)
Target: Osaka University students only *Only first 10 students
Application: please email to IRIS <iris@ciee.osaka-u.ac.jp>.
The title should be “Tea Ceremony” and write down your ①name, ②faculty and ③nationality in
the text.
::::::２. 新年パーティー（ホストファミリーグループアミーゴ＆IRIS）
日時：1 月 17 日（木）17：00～19：00
場所：吹田キャンパス IC ホール 2 階 講義室 5&6
参加費：500 円（当日支払い）

申込：IRIS または国際教育交流センター豊中分室、箕面分室、
またはメールで：iris@ciee.osaka-u.ac.jp
メールの場合は 1）名前 2）国籍 3）所属学部を明記。(申込締切：1 月 11 日（金）明日！)
::::::2. New Year Party（Host Family Group Amigos & IRIS）
Date: January 17 (Thu.) 17:00～19:00
Place: Room 5 & 6, 2F, IC Hall, Suita campus
Fee: 500 yen (Pay at the party)
Application: Register at IRIS, Toyonaka Branch or Minoh Branch,
or mail iris@ciee.osaka-u.ac.jp with your 1) name, 2) nationality, 3) faculty.
(Deadline: January 11th (Fri.) Tomorrow!)
:::::::３. バス運休のお知らせ

(1 月 18 日)

大学入試センター試験がある関係で、1 月 18 日（金）はキャンパスバスは運休になります。
:::::::3. Inter-campus bus will be out of service on January 18th
Because National Center Test for University Admissions will take place,
there will be no inter-campus bus service on January 18th(Fri.).
:::::４. 2019 年カレンダーの配布
箕面市役所や吹田市役所の有志の方々やその他の方々から、2019 年のカレンダーを頂きました。
以下の 3 箇所に置いてありますので欲しい人は取りに来て下さい。
吹田キャンパス：IRIS(IC ホール 2F) 8：30‐18：00
豊中キャンパス：国際教育交流センター豊中分室(学生会館２F )10：30－17：00
箕面キャンパス：国際教育交流センター箕面分室(B 棟 1F) 10：30－17：00
:::::4. Distribution of 2019 calendar
Various kinds of calendars of 2019 have been donated by those at Minoh and Suita city hall and
others.
If you would like, you can take one at the following three places.
*Suita campus / IRIS (IC Hall 2F) : 8:30-18:00
*Toyonaka campus / CIEE Toyonaka Branch (Student Union 2F) : 10:30-17:00
*Minoh campus / CIEE Minoh Branch (Building B. 1F) : 10:30-17:00
(このメールが不要な方は、氏名・入学年月を明記のうえ、返信してください。)
（If you do not want to receive this letter via e-mail, please reply us written in your name and
entrance year and month.）
* * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * ** * * ***********
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