
リハーサル見学会
3月12日㈯午後2時～3時
�500円（本公演のチケット持参の方は無料）
同財団☎47-5122へ

三鷹市水泳連盟
4月5日～平成29年3月28日の毎週火

曜日午後4時30分～6時30分（全41回）
市内の新小学2～6年生60人（保護者

による送迎が可能な方）
第二体育館屋内プール
月額3,200円（月4回の場合。1回当た

り800円）、保険料など年額2,000円
水着、ゴーグル（必要な方）、タオル、

ロッカー代10円（返還式）
2月29日㈪（必着）までに往復はがき

で必要事項（11面参照）・学校名・保護
者名を「〒181-8970三鷹郵便局留三鷹
市水泳連盟」へ（1人1通。申込多数の場
合は抽選）
同連盟（田中）☎43-2462（夜間のみ）・�

同連盟ジュニア部ホームページ http:�
//www.geocities.jp/junior_bu1/

ミタカフェセミナー「個人事業主の
青色申告のポイント」
2月24日㈬午後3時～5時
青色申告初心者・未経験者15人
三鷹産業プラザ
税理士法人アイム税理士の鎌田憲明

さん
500円
必要事項（11面参照）をミタカフェ �

mitacafe@mitaka.ne.jpへ（先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669�

防災講演会 
「巨大地震の傾向と対策―その日の 
ために今できること」
駅前地区自主防災連合会
2月27日㈯午後1時30分～3時30分
120人
三鷹駅前コミュニティセンター
首都大学東京都市環境学部教授の山

崎晴雄さん

中学高校生交流 
フットサル大会
東児童館、東部地区住民協議会
3月13日㈰①フリー練習＝午前10時

30分～正午、②大会＝午後1時～5時（②
のみの参加も可）
市内の中・高校生で1チーム5～10人、

6チーム
牟礼コミュニティセンター
室内履き、すねあて、練習用ボール
3月9日㈬午後5時までに申込書を直

接またはファクスで同館 46-7070へ
（先着制）
同館☎44-2150

三鷹市ソフトテニス市民講習会
三鷹市ソフトテニス連盟
3月13・20日の日曜日午前11時40

分～午後4時（小雨決行）
在学・在勤を含む小学生以上の市民
大沢総合グラウンドテニスコート
300円、中学生以下200円（1回、保

険料を含む）
ラケット（貸与あり）、テニスシュー

ズ、飲み物
当日会場へ
同連盟（鈴木）☎79-0809

春休み子ども水泳講習会
三鷹市水泳連盟
3月26日㈯～30日㈬午前9時～11時

（28日㈪を除く全4回）
市内の小学2～6年生85人
第二体育館室内プール
3,200円（保険料を含む）
水着、水泳帽、ゴーグル（必要な方）、タオ�

ル、ロッカー代10円（返還式）
3月3日㈭（必着）までに往復はがき

で必要事項（11面参照）・保護者名を
「〒181-8799三鷹郵便局留三鷹市水泳
連盟」へ（先着制）
同連盟（宮崎）☎090-9149-9129

ジュニア長期水泳講習会 
（水慣れから個人メドレーまで）
合宿・遠足・運動会もあります。

直接または電話で同センター☎
71-0025へ（先着制）
講演会 

「イタリア料理とオリーブオイル」
三鷹市消費者活動センター運営協議会
2月29日㈪午前10時～正午
40人
消費者活動センター
イタリア料理店オーナーの渡辺大樹

さん・シモーネさん夫妻
筆記用具
2月22日㈪午前8時30分～正午に�

同協議会☎41-0510、22日午後1時～�
26日㈮午後5時に同センター☎43-78�
74へ（先着制）
ファブスペースセミナー 

「レーザーカッターでオリジナル 
スタンプをつくろう」
3月1日㈫午後1時～4時
6人
三鷹産業プラザ
㈱ウッドボックスの浅古綾香さん
700円
必要事項（11面参照）をミタカフェ
mitacafe@mitaka.ne.jpへ（先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

点字講習会
3月4～18日の毎週金曜日午前10時

～正午（全3回）

20人
福祉会館
厚生労働省認定点字技能士で日本点

字図書館点訳奉仕員の館佳子さん
2,800円（社協会員は2,600円。教材

代を含む）
3月1日㈫までに申込書（みたかボラ�

ンティアセンターホームページ http:�
//www.mitakavc.net/から入手可）を同�
センター☎76-1271・ 76-1273・ �
info@mitakavc.netへ（在学・在勤・在
活動を含む市民を優先して先着制）
よくわかる・役立つ！ 
パソコン教室
三鷹市シルバー人材センター
①楽しいエクセル初級「あこがれのエ

クセルが、わかる、できる。ちょっと自
慢の楽しい講座」＝3月4～25日の毎週
金曜日午後3時30分～5時30分（全4回）、�
②触ってみようパソコン「パソコンがあ
ると・こんなこともあんなこともできま
す。とても楽しい、パソコンの世界を
のぞいてみませんか？」＝3月7・14日
または3月21・28日の月曜日午前10時�
～正午（全2回）、③ワード入門「初めて
のワード。親切・丁寧な指導でとても
分かりやすいと評判の講座です」＝3月�
7～28日の毎週月曜日午後1時～3時（全4
回）、④インターネット＆メール「探しも

チケット
お求め方法

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）
20：15～20：25／23：50～24：00

●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

料金500円、対象は1歳～未就学児、定員10人（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。

●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）

（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

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

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）。

※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。

トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ
第72回定期演奏会
芸術文化センター 風のホール 全席指定
3月13日㈰午後3時開演
チケット発売中
会員＝3,600円 一般＝4,000円 23歳以下＝2,000円
市内の小学生〜高校生＝1,000円（※）
※一般（会員）券購入者と同伴で電話予約に限る。
［出演］	鈴木秀美（指揮）、トウキョウ・モーツァルト
プレーヤーズ（管弦楽）
［曲目］	モーツァルト：
歌劇『フィガロの結婚』
より序曲K.492、交響
曲第41番ハ長調K.551
『ジュピター』、ベー
トーベン：交響曲第2
番ニ長調op.36 鈴木秀美 ⓒK.Miura

CINEMA SPECIAL 
『男はつらいよ』 第9～18作、連続上映
【原作・監督：山田洋次】
芸術文化センター 星のホール 全席指定
3月19日㈯ 各回2本立て／昼夜入替制
昼の部 午前11時／夜の部 午後4時上映開始
チケット発売中
会員＝900円 一般＝1,000円 学生＝800円
第13作『男はつらいよ 寅次郎恋やつれ』（1974年／104分／	
カラー／松竹）
出演：渥美清、吉永小百合
（マドンナ）、高田敏江、宮口	
精二
第14作『男はつらいよ 寅次 
郎子守唄』（1974年／104分／	
カラー／松竹）
出演：渥美清、十朱幸代（マ	
ドンナ）、月亭八方、上條恒彦
今なお愛され続ける「男はつらいよ」を、大きなスクリー

ンでお楽しみください。
※このシリーズは5月まで続きます。

みたかジュニア・オーケストラ
第16回演奏会
芸術文化センター 風のホール
全席指定
3月20日㈷午後2時開演
チケット発売中
会員＝720円
一般＝800円
未就学児（4歳以上）

＝500円
［出演］内藤佳有（指	
揮）、澤村康恵（クラ	
リネット独奏）、みた	
かジュニア・オーケ	
ストラ（管弦楽）
［曲目］チャールズ・	
アイブズ：『Unan-	
swered	Question
（答えのない質問）』、カール・マリア・フォン・
ウェーバー：クラリネット協奏曲第2番変ホ長調
op.74、フランツ・シューベルト：交響曲第4番
ハ短調D417

『男はつらいよ�寅次郎恋やつれ』
ⓒ1974�松竹株式会社 MJO

 「異常気象と地球温暖化」環 境 講 座
参加者にはゴーヤの種などをプレゼント。
市、みたか環境活動推進会議
3月19日㈯午後2時～4時 80人
三鷹駅前コミュニティセンター
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」で活躍中の

気象予報士の二村千津子さん（写真）
3月7日㈪（必着）までに必要事項（11面参照）・参加

者全員の氏名を「〒181-8555環境政策課」・ 45-
5291・ kankyo@city.mitaka.tokyo.jpへ（先着制。
残席がある場合は当日も受付）
同課☎内線2523
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