
市立小・中学校書初作品展
　市立小・中学校の児童・生徒が書いた
書き初めの代表作品を展示します。
市立小・中学校教育研究会、市教育

委員会
1月26日㈫～2月5日㈮午前8時30分

～午後5時（土・日曜日を除く）
教育センター
期間中会場へ
指導課☎内線3242
親子の絆づくりプログラム赤ちゃん
がきた！
「思春期につながる0歳児期の育児」
1月26日～2月16日毎週火曜日午後1

時30分～3時30分（全4回）
全回参加できる平成27年8月26日～

11月27日生まれで第1子のお子さんと
母親16組
社会教育会館
ベビープログラムファシリテーター

の林いずみさん
1月18日㈪午前9時30分～22日㈮

午後5時に直接または電話で同館☎49-
2521へ（先着制）
小学校図画工作展
　市立小学校の児童が制作した代表作品
を展示します。
市立小・中学校教育研究会、市教育

委員会
1月27日㈬～30日㈯午前9時30分～

午後4時30分（30日は3時まで）
芸術文化センター
期間中会場へ
指導課☎内線3242

※自家用車での来場はご遠慮ください。
西児童館の催し
◆乳幼児のあそびひろば
①乳幼児の日＝開館日の午前9時～午

後1時、②サークルタイム＝月～土曜日
午前11時30分～正午、③1月生まれのお
誕生会＝1月28日㈭午前11時30分から
当日会場へ

◆第24回ドッジボール大会
2月20日㈯①午前10時から、②午後

1時30分から

市内の小学生（①1～3年生、②4～6
年生）、1チーム7～10人
二中体育館
タオル、室内履き、飲み物
1月18日㈪～2月12日㈮に申込用紙

（東・西児童館、市立小学校、コミュニ
ティセンターで入手可）を直接またはフ
ァクスで西児童館 31-6261へ
西児童館☎31-6039
市内中学生による薬物乱用防止
ポスター・標語展
市、東京都薬物乱用防止推進三鷹地

区協議会
2月1日㈪～5日㈮午前8時30分～午

後5時（5日は4時まで）
市役所1階市民ホール
期間中会場へ
児童青少年課☎内線2711
すくすくひろばの催し
◆節分制作と集会
2月2日㈫・3日㈬①午前10時～11時

15分、②午後1時30分～2時45分
※集会は3日のみ。
あればカメラ
当日会場へ

◆年齢別あそびましょ
①うさぎぐみ「からだを動かしてあそぼ

う」＝2月4日㈭午前10時15分～11時15分、
11時30分～午後0時30分、②ひよこぐみ
Bコース「こころと発達と食事」＝2月16日、
「こころと発達とからだ」＝3月22日、いず
れも火曜日午前10時15分～11時45分、③
ぞうぐみ「絵の具をつかってみよう」＝2月
18日㈭午前10時15分～11時30分
①平成25年12月1日 ～26年4月1日

生まれのお子さんと保護者、②26年12
月1日～27年4月1日生まれのお子さん
と保護者、③24年4月2日～25年4月1
日生まれのお子さんと保護者各10組
※③は7・9月に参加した方の申し込み
不可。
①1月21日㈭から、②2月2日から、

③2月4日から直接または電話で同ひろ
ば☎45-7710へ（先着制）
◆あそびとおしゃべりの会

牟礼コミュニティセンター＝2月
10日、井の頭コミュニティセンター＝
10・24日、井口コミュニティセンター・
大沢コミュニティセンター・新川中原
コミュニティセンター＝17・24日、い
ずれも水曜日午前10時30分～正午
0歳～年少のお子さんと保護者
当日会場へ

◆ベビーマッサージ
2月19日㈮①午前10時30分～正午、

②午後1時30分～3時
初めて受講する市内在住の①5～8カ

月のお子さんと保護者、②4カ月までの
お子さんと保護者各25組
2月5日㈮から直接または電話で同ひ

ろば☎45-7710へ（先着制）
同ひろば☎45-7710
中学校美術展
　市立中学校の生徒が制作した代表作品
を展示します。
市立小・中学校教育研究会、市教育

委員会
2月5日㈮～7日㈰午前10時～午後4

時（5日は午後2時から、7日は3時まで）
芸術文化センター
期間中会場へ
指導課☎内線3242

※自家用車での来場はご遠慮ください。
小学生向けCAPワークショップ
 
　いじめ、誘拐、性被害などの暴力に
対して、子どもが自分自身を守る力を
育てます。
2月6日㈯①おとなワークショップ、

②こどもワークショップ、いずれも午前
10時30分～午後0時30分
※②に参加するお子さんの保護者は、
必ず①を受講してください。
①保護者、大人、②小学生各30人。

保育あり（1歳～未就学児）6人
西社会教育会館
NPO法人青い空―子ども・人権・非

暴力
企画経営課☎内線2115・ 45-

1271へ（保育は2月1日㈪正午まで。い

ずれも申込多数の場合は抽選）
バレンタインのお菓子を作ろう！
　「みたかとしょかん図書部！」とアジア・
アフリカ語学院留学生による文化交流
イベント。バレンタインにお薦めの本
も紹介します。
2月7日㈰午後1時30分～4時
市内の中・高校生10人
新川中原コミュニティセンター
エプロン、三角巾、マスク、タオル
直接または電話で南部図書館みん

なみ☎76-5571へ（先着制）
子育てサロンボランティア養成講座
講座＝2月22日、3月14・28日の月

曜日午前10時～11時30分（全3回）、子
育てサロン＝2月中旬～3月下旬
在勤を含む市民20人
福祉会館
2月15日㈪までに三鷹市社会福祉

協議会☎46-1108・  71-2053 ・
chiiki@mitakashakyo.or.jpへ（申込多
数の場合は抽選）

介護予防出前講座
「簡単筋力トレーニング」
　健康運動指導士が出向き、転倒・骨
折を予防するための簡単な筋力トレー
ニングやストレッチなどを紹介します。
平日午前10時～午後3時の間で1.5時

間～2時間程度
おおむね65歳以上の市民10人以上で

構成される団体
代表者の必要事項（15面参照）・希

望日時・会場・参加予定人数を総合保
健センター☎46-3254・ 46-4827へ
※会場は各団体で確保してください。
運動実技「フレイル」講座
　年齢に伴って筋力や心身の活力が低
下する状態（フレイル）を予防する、運
動や食事を紹介します。
大沢住民協議会

※学生券をお求めの方は、公演当日学生証をお持ちください。
※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。
友の会『マークル』会員募集中！　年会費／2,000円　会員特典／チケットの優先予約・割引（1公演2枚まで）・ポイントサービス、情報誌の送付、チケットの無料送付（口座会員のみ）、芸術文化センター・三鷹市公会堂レストランでの飲食代金10％オフなど。

MITAKA ARTS NEWS on TV 放映中！
財団主催の公演・展覧会情報を紹介する番組を放映
しています！地デジ11チャンネル（J:COMチャンネル
武蔵野・三鷹）で毎日放映中！（第1・3火曜日更新）
20：15～20：25／23：45～23：55

● 窓口販売 10:00～19:00  
月曜日休館（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日
が休館）

芸術文化センター／三鷹市公会堂さんさん館／美術ギャラリー

●電話予約　
芸術文化センター  
☎47-5122
 10:00～19:00

●インターネット予約（要事前登録）
パソコン http://mitaka-art.jp/ticket
携帯電話 http://mitaka-art.jp/ticket-m 

（座席自動採番）
料金500円、対象は1歳～未就学児、定員10人（原則として公演の2週間

前までに申し込む）
※特に記載のない場合は、公演事業は未就学児の入場をお断りしています。

チケット
お求め方法

（公財）三鷹市芸術文化振興財団☎47-5122
http://mitaka.jpn.org/チケットインフォメーション

財団主催の公演チケットまたはチケット半券で、三鷹駅周辺の「公演チケットパートナーショップ」協力店でさまざまなサービスが受けられます（サービス有効期間は公演日から7日間）。

発売初日は電
話とインター
ネットで受け
付けし、窓口
販売は翌日か
らです。

シェイクスピア没後400年記念
「テンペスト―inspired by THE TEMPEST」
芸術文化センター　風のホール　全席指定
1月30日㈯ 午後5時
31日㈰ 午後3時 開演　
チケット発売中
各日　会員＝4,500円　一般＝
5,000円　23歳以下＝2,500円
［出演］佐藤俊介（バイオリン）、
鈴木優人（チェンバロ、ピアノ）、
加賀谷香（コンテンポラリーダン
ス）、吉田誠（クラリネット）、懸
田貴嗣（チェロ）
［曲目］ベートーベン：ピアノ・ソナタ第17番 ニ短
調『テンペスト』より第3楽章、パーセル：『テンペ
スト、または魔法の島』より「そなたを二度と傷つ
ける星はなく」ほか
　魔法や妖精が登場するシェイクスピアの「テンペ
スト」から発想される音楽を選び、ダンスとともに
演奏します。 加賀谷香

©Hiroyasu Daido

佐藤俊介
©Sakai Koki

鈴木優人
©Marco Borggreve

東西狂言の会
三鷹市公会堂　光のホール　全席指定
4月9日㈯　午後2時開演　
チケット発売日
会員＝1月30日㈯　一般＝2月3日㈬
会員＝3,600円　一般＝4,000円　
高校生以下＝2,000円
［番組］「膏薬煉（こうやくねり）」茂山あきら、「吹取」
野村萬斎、「六地蔵」野村万作、（解説）高野和憲
　関東の野村家、関西の茂山家の共演で、狂言の醍
醐味（だいごみ）を、心行くまでご堪能ください。
※ 財団ホームページに、野村万作さんのインタビュ
ーを掲載して
います。

野村万作 野村萬斎
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 二人会
芸術文化センター　星のホール　全席指定
4月23日㈯　午後2時開演　
チケット発売日
会員＝1月30日㈯　一般＝2月3日㈬
会員＝2,700円　一般＝3,000円　
学生＝2,000円　高校生以下＝1,000円
［出演］桃月庵白酒、三遊亭兼好、三遊亭け
ん玉、（おはやし）恩田えり社中
　落語界の今後を担う、まさに脂の乗りきっ
た実力派の二人が競演します。

桃月庵白酒 三遊亭兼好

●市役所電話（代表）　☎45-115113 広報みたか　No.1563　2016.1.17
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