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むらさき子どもひろばの催し
（4月）

◆乳幼児のあそびひろば
① 大 型 遊 具で遊ぼう・ボールプール
＝ 月 曜 日 午 前9時～正 午、②げんきっ
子ランド＝火～金曜日午前9時～10時
50分
（5日㈫・21日㈭・27日㈬を除く）
、
③みんなであそぼ！＝ 火～金 曜 日 午 前
11時～11時30分
（19日 ㈫・20日 ㈬・
21・27日を除く）
就学前までのお子さん

当日会場へ
◆乳幼児対象のスペシャルイベント
① 変身！スペシャルバースデー＝13
日㈬・14日㈭午前11時～11時30分、②
手形スタンプ＝19・20日 午 前11時～
11時30分、 ③mamaカ フ ェ ＝21日 午

午後3時30分～4時30分
（雨天中止）
、⑤
入学・進級おめでとう会＝23日午後1
時30分～2時30分、⑥卓球大会＝25日
午後3時30分～4時45分

⑤15人
①③④⑥飲み物、タオル
（③④⑥運動
靴、④あれば一輪車）
当日会場へ
（⑤は直接または電話で同
ひろば☎49-5500へ
〈先着制〉
）
同ひろば☎49-5500

すくすくひろばの催し
◆ベビーヨガ

4月20日 ㈬ ① 午 前10時30分 ～11時
30分、②午後1時30分～2時30分
初めて受 講する①6～9カ月のお子さ
んと母 親、②3～5カ月のお子さんと母
親、各15組
バスタオル

4月6日㈬から直接または電話で同ひ
ろば☎45-7710へ
（先着制）
◆フリーマーケット出店者募集
出店物は就学前の子育てに関する物

（食品、生き物、ゲームは不可）
。
5月29日㈰午前10時～午後0時30分
就 学 前のお子さんを持つ市 民3人 以
上のグループ8店舗
（1区画1.2×1.8m）
4月26日㈫
（必着）までに往復はがき
で全員の必要事項
（11面参照）
・お子さん
の年齢・販売予定品目を「〒181-0013
下連雀4-19-6すくすくひろば」へ
（申込
多数の場合は抽選）
※5月12日㈭午後1時30分～3時の事前
ミーティングに、グループから1人出席
してください。
同ひろば☎45-7710

前10時30分～11時30分、④ 入 園・進
級おめでとう会＝23日㈯午後2時30分
～3時30分、⑤リズム遊び＝28日 ㈭ 午
前11時～11時30分
①②就学前までのお子さん、③1歳6
カ月までのお子さんと母 親15組、④3
歳～就 学 前のお子さんと保 護 者15組、
⑤1歳6カ月～就学前のお子さん
②③タオル

当日会場へ
（③④は直接または電話で
同ひろば☎49-5500へ
〈先着制〉
）
◆小学生対象のスペシャルイベント
①卓球の日＝月・金曜日午後3時30
分～5時
（25日㈪を除く）
、②みんなであ
そぼうデー＝火曜日午後3時30分～4時
30分、③スポーツの日＝14・28日午後
3時30分～5時、④一輪車教室＝22日㈮

●市役所電話（代表） ☎45-1151
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お買い物を楽しめる定期市

特別障害者手当などの手当額が
変わりました

国の法 改 正により、4月から以 下の
とおり手当額
（月額）
が変更となり、5月
10日㈫支給予定分から振込金額が変わ
ります。
◆特別障害者手当 26,830円
◆障害児福祉手当 14,600円
◆経過的福祉手当 14,600円
障がい者支援課☎内線2619

障がい者自主グループに
講師を派遣します
高齢者保養宿泊助成制度は
平成27年度をもって廃止しました

70歳 以 上の方を対 象に、25年 度の
三鷹市市民保養所「箱根みたか荘」の廃
止に伴う経過措置として同助成事業を
行ってきましたが、3月31日をもって
廃止しました。
高齢者支援課☎内線2627

徘徊
（はいかい）
高齢者等位置情報
確認システムのご案内

24時間対応で徘徊時の位置情報が分
かる端末機を貸し出します。

徘徊行動のある認知症高齢者を在宅
で介 護している家 族、または近 隣の援
助者
月額216円
（生活保護受給世帯は無料）
高齢者支援課☎内線2627へ

高齢者の生活相談会

4月15日㈮午後1時～3時

1人暮らしで生活に不安のある方、介
護や認知症について聞いてみたい方など
連雀コミュニティセンター
当日会場へ
連雀地域包括支援センター☎40-2635

こもれび ほっと・サークル
「楽しいフラダンス」

4～11月の毎月第3金曜日午後2時～
4時
（全8回）
おおむね65歳以上の市民10人
福祉会館
ダンス講師の今村トシミさん

1回500円
4月8日 ㈮
（消 印 有 効）ま で に 往 復 は
がきで必 要 事 項
（11面 参 照）
を「〒1810012上連雀7-6-24-5NPO法人こもれ
び事務局」へ
（申込多数の場合は抽選）
同事務局☎42-4471

◆ 派 遣 期 間 5月1日㈰～平成29年3月
31日㈮
次の要 件を満たす自 主グループ
（1グ
ループ15人 以 上）
。① 構 成 人 員の半 数
以上が障がい者で市内で活動している、
②教養や趣味などの学習活動を行って

いる、③活動実績がおおむね1年以上
4月4日㈪～8日㈮に社会教育会館
（本
館・東・西）
へ。申込用紙は各館で配布
※4月12日㈫午後1時30分～3時の調整
会議に、代表者は必ず参加してください。
同館
（本館）
☎49-2521

第41回障がい児水泳教室

6月～平成29年3月の日曜日午前9時
～11時
（全10回）
市内在住の障がいのある小学生～19
歳の方と保護者60組程度
※ 水 着を着 用しプールに入ることがで
きる保護者の同伴が必要です。

第二体育館屋内プール
4月4日㈪～15日㈮
（必着）
にはがきで
必要事項
（11面参照）
・生年月日・保護
者名を「〒181-8555障がい者支援課」へ
（申込多数の場合は抽選。定員に満たな

い場合は20歳以上の方も応募可）
※5月8日㈰に保護者説明会を行います。
同課☎内線2652

主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

認知症の方を支える家族の会

4月13日㈬午後1時30分～3時30分
家族の介護をしている方

連雀コミュニティセンター
当日会場へ
連雀地域包括支援センター☎40-26
35

第21回三鷹まちづくりフォトコン
テスト入賞作品展

市、㈱まちづくり三鷹
4月15日㈮までの改札営業時間内
（15
日は午後2時まで）

三鷹駅改札内コンコース
期間中会場へ
※駅構内へは入場券
（大人140円、子ど
も70円）
が必要です。
同社☎40-9669

春のフリーマーケット

リサイクル自転車の抽選販売など。

4月16日㈯午前10時～午後1時
（雨天
時は翌日に順延）
リサイクル市民工房
当日会場へ
ごみ対策課☎内線2533
※出店者の募集は終了しました。

※自家用車での来場はご遠慮ください。

①4月21日 ㈭ 午 後2時～4時、②4月
22日㈮午後1時～3時
介護者、介護経験者

生活用品活用市

三鷹市消費者活動センター運営協議会
4月5～26日の火 曜 日 午 前10時～午
後2時
消費者活動センター
当日会場へ
同センター☎43-7874

① 高 齢 者センターけやき苑
（深 大 寺
2-29-13）
、②みんなの家6丁目
（下連雀
6-13-10、篠原病院敷地内）
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

東京都シルバーパス新規取得のお知らせ
（一社）東京バス協会（シルバーパス専用）☎03-5308-6950

総合保健センター☎46-3254

の勤務する事業所を対象に、助成金を交付します。
◆助成内容
骨髄などの提供のための通院または入院について、7日を上限として、1日に
つきドナーには20,000円、勤務事業所などには10,000円を交付します。
①骨髄などの提供を行った日に市内に住所があり、同財団が実施する骨髄
バンク事業において骨髄などの提供を完了し、それを証明する書類の交付を
受けた方、②①に該当する方が従事している勤務事業所など
骨髄などの提供が完了した日から90日以内に、申請書と必要書類を同セン
ターへ

4月16日 ㈯
（時 間は各 店 舗の営 業 時
間）
元気ひろばおれんじ☎76-5940

介護者ひろば

骨髄移植ドナー支援制度が始まりました
市では、4月から（公財）日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、
骨髄または末梢
（まっしょう）
血幹細胞の提供者
（ドナー）
となった市民と、ドナー

当日会場へ
買物支援本部事務局☎40-9669
◆連じゃく朝市
数量限定の海鮮朝市丼や軽食、和洋
菓子、三鷹産新鮮野菜などを販売。
連雀通り商店会
4月9日㈯午前9時～正午
「魚鶴」前
（下連雀6-6-71）
魚鶴☎48-3131
◆消研だいいち
参加店での特別なサービス・メニュー
などを提供。
消研大通り商店会
（中原3-11周辺、
のぼりが目印）

満70歳以上の都民（寝たきりの方を除く）に、都内民営バスや都営交
通を利用できる「東京都シルバーパス」を発行します。満70歳の誕生月
の初日から申し込めます（有効期限は9月30日㈮まで）。
①市民税が非課税の方・②市民税が課税であるが、年間の合計所
得金額が125万円以下の方＝1,000円、③市民税が課税で②以外の方
＝10,255円
本人確認書類（保険証または運転免許証など）、①②は直近の年間合
計所得金額を確認できる書類（介護保険料納入〈決定〉通知書、市民税非
課税証明書または課税証明書、生活保護受給証明書のいずれか一つ）
必要書類と代金を最寄りの小田急バス・関東バスなどの営業所へ

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話・要約筆記あり

