
  CONTACT
 お申込・お問合わせは

  Ninomiya House Office
（Fukao, Nishikawa）
  1-6-2 Ninomiya TSUKUBA
  Tel. 029-858-7006
  ホームページよりお申し込み下さい
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JST Foreign Researcher’s Residence
“Ninomiya House” presents an evening 
forum as a monthly event.
We hope you participate and share this
special evening with us.

外国人研究者宿舎二の宮ハウスでは

毎月1回イヴニングフォーラムとして

講演会および懇親会を開催いたします。

皆さまお誘い合わせの上お越しください。

Coming Soon（次回の予定）: 
Friday, June 18th: Introduction of My Country (Title and the lecturer to be decided)
6月18日（金）：お国自慢 （タイトル・講師未定）

You can also find information about the forum in our Homepage.
ホームページにもフォーラムの情報を掲載しています。

http://www.jsthouse.com/news/evening_forum.html

Kazumi-style 
Kimono
— Wearing Kimono is Exploring Yourself —
Friday, May 21st, 2010
Ninomiya House 9F Salon

These days wearing a kimono is very rare. Modern Japanese people wear it on special occasions such as New 
Year, celebrations for the ages of 3, 5, 7, and 20, weddings, etc. On the other hand, the market of used kimonos 
has been expanding recently because young people are interested in wearing them. 

Kimono Lifestyle Consultant Kazumi Tsuda wears a kimono casually 365 days a year. Her approach on 
Kimono is to be informal enough to be able to walk her dog, to bike or to drive a car. Kazumi found her passion 
in kimono after being introduced to the Edo-style colors and patterns which are chic and elegant by her mentor. 
She is well recognized for her practical and easy method of wearing kimono which you can see at the forum. 
When she chooses a kimono and coordinates accessories for men and women, her sensibility allows each 
individual’s beauty and uniqueness to be uncovered.

Lecturer Ms. Kazumi TSUDA (Kimono Lifestyle Consultant)
Time  18:30-19:30  Lecture and Q&A
  19:30-20:00  Exchange of personal views
Charge  700yen per person (Drinks and light meal will be served)
Language English
Chairman Dr. Shigeyuki KIMURA (Chairman of the Board of Directors of SNTT)

*Please apply by Wednesday, May 19th. Please be aware that the number of seats is limited so that applications will have to 
be declined once the capacity is reached. Please be sure to inform the office if you wish to bring children aged 12 or under. 
We will provide a babysitter. There is limited space for parking, so we would appreciate it if you come with friends and 
please be sure to park in the visitor’s parking area. If you need to drive after the forum, please refrain from drinking alcohol.

Kazumi流“きもの”の
魅力・魔力・威力
─きものを

ま と

纏うことは自分発見─
2010年5月21日（金曜日）
二の宮ハウス  9F 交流サロン
昨今ではきものを着る人は少なくなっています。現代の日本人はお正月や七

五三、成人式、結婚式などで着る程度です。その一方できものの古着市場
は年々拡大していますが、これは若者がきものへ興味を示しているからです。
Kimonoライフスタイル・コンサルタントの津田和壽澄は365日Kimonoを

ま と

纏っています。犬の散歩、自転車、車も運転するなど日常生活をきもので活
動的に過ごしているのです。それというのもシックでエレガントな江戸好みの色
合わせを師匠との出会いにより習得し、それを合理的で楽に着る方法を編み
出したからといえます。フォーラムでは実際に着付ける姿をご披露いたします。
また、Kazumi流コーディネイトは男女を問わず、その人自身もまだ気づい
ていない美しさや個性を引き出す点にもあります。そんなKimonoのもつ魅力
を知っていただきたいと思います。

講演者 津田　和壽澄氏（きものライフスタイル・コンサルタント）
時　間 18：30-19：30　講演及び質疑応答
 19：30-20：00　懇親会
参加費 1人700円（ドリンク、軽食付き）
言　語 英語
司　会 木村　茂行博士  （社団法人 未踏科学技術協会理事長）
*事前登録が必要です。お申込みは5月19日（水）までに二の宮ハウス管理事務室までお願い致します。定員になり次第、締め
切ります。小学生以下のお子様はご入場いただけません。お連れになる方はベビーシッターをご用意いたしますので併せてお申し
出下さい。なお、駐車スペースには限りがございますのでお乗り合わせの上、必ずビジター用スペースをご利用下さい。また、
フォーラム後に運転をされる方は飲酒をお控え下さい。
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