●市役所代表電話
☎0422-45-1151

J：COMチャンネル武蔵野・三鷹
（地デジ11チャンネル）
「みる·みる·三鷹」

第473回（4月3日〜4月16日）
ようこそ三鷹へ！
「みたか散策マップ」
で巡る市内のお薦めスポット／
市ホームページ特設サイト
「みたかデジタル平和資料館」
開設
放送時間／月〜日曜日 9：00 12：30 20：00 23：30

代表電話ダイヤル後、交換手に各課の内線
番号をお伝えください。

●困りごとの相談は

市民相談専用電話

●あなたのご意見を

市民の声専用FAX

むさしのFM 78.2MHz
放送時間／月〜金曜日 10：20〜10：25
「おはよう! 三鷹市です」
放送時間／木曜日 9：45〜9：55
「三鷹くちこみテレフォン」

☎0422-44-6600

広報

0422-48-2810

●子どもを見守る

No.1568│平成28年│2016.4.3

maam@req.jp

    あてに空メールを送信してください

開催館

4月23日は
「子ども読書の日」

みたか子ども読書
フェア開催
①1・2歳のお子さんと保護者15組、②

0歳 の お 子 さ ん と 保 護 者15組、 ③ ④3～
5歳のお子さん20人、⑤幼児と保護者10

組、⑥〜⑧⑩〜⑬⑮3歳〜小学生20人、⑨

本館

下連雀

いずれも当日会場へ(先着制)

小学生以下のお子さん

4月13日㈬〜27日㈬に各 館へ（無くな

三鷹駅前

書館☎43-9159、東部図書館☎49-3851、
西部図書館☎33-1311、三鷹駅前図書館☎

）
内は前月との増減

男：89,629人
（10人増 ）
／女：93,321人
（44人増 ）

みんなでこいのぼりをつくろう

⑤おはなし会 絵本「はらぺこあおむし」 ほか
⑥わくわくはるのおはなし会 おはなし
「スヌークスさん一家」 ほか
（協力：地域ボランティア）
⑦わくわくはるのおはなし会 大型絵本
「三びきのやぎのがらがらどん」 ほか
（協力：地域ボランティア）
⑧「クイズがいっぱい！」
のおはなし会 （協力：わたげの会）
⑨0～2歳向け あかちゃんスペシャルデー 絵本の紹介とわらべうた
※午前9時30分～正午は会場で遊べます。
⑩「はる！」のおはなし会 （協力：わたげの会）
⑪おはなし会 エプロンシアター
「おおきなかぶ」 ほか
（協力：わたげの会・あずきの会）
⑫春のおたのしみ工作とおはなし会

午前10時30分～11時
午後3時30分～4時

13日㈬ 午後3時～3時30分
27日㈬ 午後3時～3時30分
13日㈬ 午後3時30分～4時

⑬おはなし会

午前10時30分～正午、
南部
17日㈰
午後1時30分～3時30分
みんなみ

大型絵本「おべんとくん」 ほか （協力：おはなしポッポ）

⑭「おりがみであそぼう！」
こいのぼりもつくるよ！
（協力：みんなみサポーター）
⑮ブラックパネルシアター
「花のき村と盗人たち」
とストーリーテリング ほか
（協力：かたりてみんなみ）

27日㈬ 午後3時30分～4時

71-0035、南部図書館みんなみ☎76-5571

住民登録者数：182,950人
（54人増 ）
世帯：90,690世帯
（20世帯減 ）

④工作とおはなし会

21日㈭ 午後3時～3時30分

27日㈬

り次第終了）

三鷹図書館
（本館）
☎︎43-9151、下連雀図

27日㈬ 午後3時～3時20分

13日㈬ 午後3時30分～4時

プレゼント

平成28年3月1日現在 （

内容
①1・2歳向け あかちゃんとわらべうたであそぼう
午前10時30分～10時50分
（協力：わらべうたの会ひぃふぅみ）
②0歳向け あかちゃんとわらべうたであそぼう
13日㈬
午前11時10分～11時30分
（協力：わらべうたの会ひぃふぅみ）
午後3時～3時20分
③おはなしどんどこ おはなし会

27日㈬ 午後3時30分～4時

西部

◇手作りの図書館利用カード入れを

人口と世帯

日時（4月）

13日㈬ 午後3時30分～4時

東部

2歳までのお子さんと保護者20組、⑭3歳
〜小学生30人

安全安心メールの登録

各回40人

田中泰子さん
（写真）
。

※入館券（300円）が必要です。

5月20日㈮午後6時～6時50分

4月28日㈭
（必着）までに往復はがきで必要

同サロン

事項
（11面参照）
・希望日・参加者氏名
（2人ま

5月10日㈫
（必着）
までに往復はがき

で必要事項
（11面参照）
・参加者氏名
（2人まで）
を
「〒1810013下連雀3-16-14グランジャルダン三鷹1階 太宰治文
学サロン」
へ
（1人1通。申込多数の場合は抽選）

JAXA調布航空宇宙センター
一般公開
同センター☎︎050-3362-8036

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

4月24日㈰午前10時～午後4時（入場は3時30分まで）
当日会場へ

で）
・何を見て応募したかを
「〒181-0013下連
雀2-12-27山本有三記念館」
へ
（1人1通。申込多
数の場合は抽選）

中村千鶴

海上技術安全研究所
電子航法研究所
交通安全環境研究所
の一般公開
海上技術安全研究所☎41-3005

◆主な公開施設

4月24日㈰午前10時～午後4時
（入場は

第1会場（調布市深大寺東町7-44-1）

三鷹の森ジブリ美術館
長期休館のお知らせ

司会・ナレーションなどで活躍する

15
野田香苗

コミュニティ文化課☎内線２５１５

5月13日㈮・14日㈯午後6時～7時（全2回）

日㈮

青」
。朗読は、太宰などの作品朗読や、

15

年を迎えるに当たり、施設の快適性

月

7

んのバイオリンでお楽しみください。

開館から

山本有三の随筆「『銀河』のはじめに」
「道しる

や安全性の向上などを目的とした改修工事を行う

同館☎42-6233
べ」などを、野田香苗さんの朗読と中村千鶴さ

うさいしい）
」をもとに創作された
「竹

25人

9

日㈪～

中国清代の小説集
「聊斎志異
（りょ

5

月

太宰治作品朗読会
「竹青」 太宰治文学サロン☎26-9150

ため休館します。ご理解とご協力をお願いします。

第73回

消防関係施設の
一般公開
4月22日㈮午前10時～午後4時
いずれも当日会場へ

（中原3-14-1）
◆(一財)消防防災科学センター

放火対策GIS
（地理情報システム）
の紹介、スマー

トフォンを使用した災害応急活動支援システム
「多

1m×1m超音速風洞、スペースデブリ
（宇宙ごみ）
の研究など。

3時30分まで）

助」
の紹介など。

惑星への大気突入と着陸技術の研究、飛行シミュレータなど。

※自家用車での来場はご遠慮ください

◆日本消防検定協会
（調布市深大寺東町4-35-16）

第2会場（大沢6-13-1）

同センター☎︎49-1113

いずれも当日会場へ

◆イベント

◆海上技術安全研究所（新川6-38-1）

②工作コーナー「飛翔ペーパークラフト」
（第1会場）

介など。

波のダンスショー、水中ロボットの紹

①面白体験コーナー（第1・2会場）
4歳〜小学生を対象に先着500人

午前11時～11時45分、午後1時～1時45分、3時～3時45分

電波無響室の公開、紙飛行機大会など。

◆交通安全環境研究所

自動運転自動車の展示、鉄道用台車試

※自家用車での来場はご遠慮ください。

※当日は第1・2会場間に連絡バス（無料）を運行します。

験設備の体験など。

日時・期間  

対象・定員  

場所・会場  

講師  

費用  

天ぷら油火災の消火実演の様子

◆消防大学校・消防研究センター
（調布市深大寺東町4-35-3）

消防車両の展示など。

当日は上記4施設で合同スタンプラリーを行います。スタンプを集めて、記念品をもらいましょう。

主催者  

同協会

石油タンク火災の泡消火実験、津波被害現場用

4研究所合同スタンプラリー

市外局番「0422」は省略。

など。

☎44-7471

（調布市深大寺東町7-42-27）

（全3回）

消火器を使っ
災の消火実演

（調布市深大寺東町7-42-23）

「理科系職員が語る私の仕事―研究の夢と現実」
（第1会場）

作体験、簡易
た天ぷら油火

◆電子航法研究所

③トークイベント

消火器の操

持ち物  

同センター☎︎44-8331

申込方法  

問い合わせ  

保育あり  

手話・要約筆記あり

