
まちづくりに「新しい風」を
太宰が没後、禅林寺に埋葬される契機となっ

た作品「花吹雪」。朗読は、元NHKアナウンサーで
大河ドラマのナレーションなども務めた山田誠
浩さん（写真）。桜桃忌の時期に必聴の同作品を
ご堪能ください。

6月17日㈮午後6時〜6時50分
25人 同サロン
6月7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「〒181-0013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）

6月5日発行号
原稿締切日 5月13日（金）
6月19日発行号
原稿締切日 5月27日（金）

いずれも午後5時まで

催し
第15回カラオケ生涯学習成果発
表会

NPO法人西演歌教室 5月4日
㈷午前10時30分〜午後5時 芸術
文化センター星のホール 当日会
場へ 西☎︎47-8371

みたかふれあいサロンの催し
①iPad＆タブレット講座・個

別指導＝毎週火・金曜日午後1時
15分〜2時45分、②ICT（スマホも
パソコンも）あれ？・それ！相談
会＝5月6日㈮午後6時15分〜8時
30分 ①10人、②1〜3人、 三
鷹産業プラザ ①2,000円（1回。
iPad貸し出しあり）、②500円（30
分。別途材料代、教材代が掛かり
ます） NPO法人シニアSOHO
普 及 サ ロ ン・ 三 鷹 ☎︎40-2663・

40-2664（先着制、①は当日参
加も可）

春に始まる中国語入門―初級
中国語広場 5月7日〜28日

の毎週土曜日午後1時30分〜3時
連雀コミュニティセンター

2,500円（1回。資料代を含む）
開催日前の木曜日までにおう☎︎

090-8001-9720

第43回総会と学習会「借地問題
に関して」・無料法律相談

三鷹市借地人連絡会 5月8日
㈰①総会＝午後1時から、②学習
会＝午後2時から、③無料法律相
談＝学習会終了後 三鷹台地区
公会堂 当日会場へ 津☎︎47-
9687

子育てコンビニカフェの催し
NPO法人子育てコンビ二 ①

羊毛フェルトでビオラのコサー
ジュ＝5月9日㈪、②色のボトルを
使ったTCカラーセラピー＝5月17
日㈫、いずれも午前10時〜11時
30分 元気ひろば おれんじ（中原
3-1-65） ①2,000円、 ②1,500
円 同法人 info2@kosodate.
or.jp 同法人☎︎41-7021

古い縮緬（ちりめん）で作りまし
た愛らしい作品発表会

一和会ちりめん教室 5月10
日㈫〜16日㈪午前10時〜午後4
時 一和工房（下連雀1-5-2亀井
方） 期間中会場へ 亀井☎︎44-
5094

私たちの町の防災
下連雀6丁目8丁目地区連絡会
5月10日㈫午後7時〜9時 社

会教育会館 当日会場へ 岡島
☎︎44-2986

おしゃべり広場「ミニモップ作り」
三鷹市の福祉をすすめる女性の

会 5月11日㈬午前10時〜正午

福祉会館 100円 ふるた
に☎︎090-4713-5210

職場体験説明会―進路・就職に
悩む若者またはご家族の皆さん
へ

NPO法人文化学習協同ネット
ワーク 5月11日㈬午前11時〜正
午 同法人（下連雀1-14-3）
同法人（丸山）☎︎70-5067

元気ひろば おれんじの催し
①ラフターヨガ（笑いヨガ）＝5

月11日㈬午前10時30分〜正午、
②ペーパークイリング教室＝5月
13・27日の金曜日午前10時〜11
時30分 同会（中原3-1-65） ①
600円、②300円（1回） 石橋
☎︎76-5940・ 26-9419

消費者向け「木造住宅これだけは
知っておいて欲しい・建築知識
の講習会」

北多摩建設産業労働組合 5月
11日〜6月1日の毎週水曜日午後
7時〜9時（全4回） 在勤を含む市
民（建築業者の受講不可） 三鷹駅
前地区公会堂 12,000円（資料
代） 同組合☎︎70-0771・
70-0772

「謡曲・仕舞おさらい会」をみん
なで楽しむ（宝生流）

三鷹宝生会 5月15日㈰午前
10時〜午後3時 寺田舞台（井の
頭3丁目） 池内☎︎090-4839-
4106

家庭の「節電・省エネ」、「電力
自由化」の状況―わかりやすい
説明会

地域サステイナビリティ・コラ
ボ 5月15日㈰午後2時〜3時50
分 15人 市民協働センター
300円 当日会場へ（先着制）
灰塚☎︎080-5413-3253

ブルース・ワルツの初心者講習
会（全3回）

ダンスサークル・ヴィヴァ
5月17〜31日の毎週火曜日午前
9時30分〜11時30分 芸術文化
センター 当日会場へ 奥山☎︎
47-7035

笑って元気！ラフターヨガ（笑い
ヨガ）

三鷹台ラフタークラブ 5月
17・31日の火曜日午前10時30分〜
正午 牟礼地区公会堂 500円（1
回） 櫻井☎︎090-4212-3307・

43-6137・ mitaka.ahaha@
gmail.com

縁（えにし）のキルト展
平 5月19日㈭〜22日㈰午前

10時〜午後5時（22日は4時まで）
芸術文化センター 期間中会

場へ 平☎︎32-2735

スローフォックストロットの講
習会

ダンスサークルファルコン 5
月19日、6月2・16日、7月7日の木
曜日午後7時30分〜8時30分（全4
回） 三鷹駅前コミュニティセン
ター 1,000円（1回） 当日会場
へ 原田☎︎042-309-3820

てとてと─手しごとを楽しむつ
どい ─ 野外編

ヴァルドルフの森キンダーガ
ルテンなのはな園 5月20日㈮
午前10時〜11時30分 井の頭公
園三角広場（夕やけ橋付近） 200
円（別 途 材 料 代1,100円 〜1,400
円が掛かります） 当日会場へ
同園 79-4598・ tetoteto@
nanohana-en.com・ http://
www.nanohana-en.com/

心理カウンセリング入門講座
NPO法人日本人間関係心理士

協会 ①5月20日〜6月3日の毎
週金曜日、②5月22日〜6月5日の
毎週日曜日、いずれも午後1時30
分〜3時（①②振替可） 各15人
三鷹産業プラザほか 1,000円（1
回） 山本☎︎・ 57-6547・

jahrp-micenter@jcom.zaq.
ne.jp

第133回井の頭かんさつ会「春の
野鳥観察」

井の頭かんさつ会 5月21日
㈯午前9時〜11時30分 井の頭
公園 300円 同会 http://
kansatsukai.net/ 同 会（高 野）

inokashira.joe@gmail.com

ツリークライミング体験会
ライオンズクラブ国際協会330 

-A地区 5月21日㈯①午前10時
〜11時30分、②午後0時30分〜
2時、③午後2時〜3時30分 小
学生以上の方各15人 野川公園

必要事項（11面参照）・性別・
保護者名・希望時間を峰村
03-5678-0779（先着制） 峰村☎︎
090-3088-1933

第151回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 5

月22日㈰午前9時50分集合（雨天
決行）三鷹駅南口デッキ上、市民
ガイドが持つのぼりが目印。コー
スは約2時間40分。希望者は朗読
を聞きながら昼食も 当日集合
場所へ こやの☎︎44-0981

国際ケッコンのパパ・ママ・こ
どもの交流・友達・仲間づくり
の会

インターナショナルフレンズ
5月24日㈫午前11時30分〜午

後1時30分 井の頭東部地区公
会堂 当日会場へ 楠☎︎090-
6405-5120・ Intl.Friends123@
gmail.com

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

5月24日㈫ 午 後0時30分 〜2時
当日会場へ◆物品提供は夏

物衣類と新品の食器やタオルの
み。セール当日を除く平日午前9
時〜午後5時 同センター☎︎48-
0648

会員募集
フール・レーヴェ（女声合唱）

毎週木曜日午前10時〜午後1時 
井の頭コミュニティセンター
月額5,000円 植松☎︎47-

4604

ダンスサークルみどり会（初級者
向け社交ダンス）

毎週水曜日午後4時〜6時 三
鷹駅前コミュニティセンター 入
会金1,000円、月額2,500円
村上☎︎090-8511-0706

高山剣道スポーツ少年団
毎週木・土曜日午後6時30分〜

8時30分 高山小 入会金1,000
円、月額1,000円（一世帯） 若
林☎︎090-4056-3817

初級英会話シニアサロン・イマ
ジン

毎週木曜日午後1時30分〜3時
三鷹駅前コミュニティセンター
月額5,000円（見学可） 横尾

☎︎090-6120-3986

クリヤーズ（女性バドミントン）
毎週金曜日午前9時〜正午 第

一体育館 入会金1,000円、月額
1,500円 西☎︎43-5803・
nse-nishi@tbz.t-com.ne.jp

グローバル（英語談話室）
毎週土曜日午前10時〜正午
社会教育会館 谷島☎︎44-

3066

女声合唱「にじ」
毎週火曜日午前10時〜午後0時

50分 井の頭コミュニティセン
ターほか 入会金1,000円、月額
4,000円 小埜寺☎︎・ 41-
3676

楽しい詩吟・むつみ会（初心者
歓迎）

毎週火曜日午後2時〜4時（月4
回） 牟礼南地区公会堂 月額
600円 中山☎︎・ 43-1268

（当日参加も可）

韓国語勉強会
毎週木・土曜日午前10時30分

〜正午（希望の曜日を選択、月4回）
連雀コミュニティセンター

月額5,000円 李☎︎080-4401-
9179・ 050-1182-0255

三鷹絵画の会
毎月2回日曜日午前9時〜正午
福祉会館 月額400円 ナ

カト☎︎090-3525-3097

チェリーズ（女性のための健康
体操）

毎週月曜日午前10時30分〜11
時45分 牟礼コミュニティセン
ター 入会金1,000円、月額2,000
円 梶原☎︎44-8545

みゆきクラブ（中高年の体操）
毎週水曜日午後3時〜4時30分
第二体育館 入会金1,000円、

月額2,000円 日原☎︎32-2586

ヨガサークル「フレッシュヨガ」
毎週水曜日午前10時30分〜正午
新川中原コミュニティセンター
月額4,000円（月4回開催時）  
同会 fresh_yoga_mitaka@

yahoo.co.jp・ http://sports.
geocities.jp/fresh_yoga_mitaka/

パォォーン（親子のためのリト
ミック）

毎月3回水曜日午前10時30分〜
11時15分 連雀コミュニティセ
ンター 月額1,500円 藤本

m-fujimoto.gs@ezweb.ne.jp

書さつき会
毎月第2・3土曜日午後2時〜3

時 社会教育会館 1回500円、
親子800円 石井☎︎45-5578

伝言板
大成高等学校合唱部 第13回「春
の演奏会」そのものの響きをもと
めて

5月7日㈯午後6時から 芸術
文化センター風のホール 当日会
場へ 同校（米田）☎︎43-3196

公開講演会＆ワークショップ「セ
イクレッド・ハープを歌ってみ
よう」

ICU宗教音楽センター 5月20
日㈮午後6時〜8時 同大学礼拝
堂 当日会場へ 同センター☎︎
33-3330

催し………	主催者が市民・市内の団体／市内で開催／参加費（材料・教材代など）が１回3,000円以内
会員募集…	主な会員が市民／市内で活動／入会金・会費（月額）の合計が5,000円以内／新規または前回	

の掲載から6カ月経過した団体を優先（紙面の都合で6カ月以上お待たせすることもあります）
伝言板……	市内の医療・教育機関、公共機関などの催しやお知らせ
上記以外は紙面に余裕があれば掲載します。政治・宗教・営利目的のものは掲載不可。

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/または 76-2490へ 秘書広報課☎内線2129

※掲載依頼をされた方に編集業務委託事業者（㈱文化工房）が内容確認の電話（またはファクス）をさせていただきます。

月刊わがまちジャーナル
5月号地上11chで放送中

三鷹の町工場から世界の町工
場へ（仮題） ほか

NPO法人むさしのみたか
市民テレビ局
☎・ 79-1434
mmctv@jcom.zaq.ne.jp

※ご意見、情報をお寄せください。

第74回太宰治
作品朗読会

太宰治文学サロン☎26-9150
井の頭キャンパス開設を機に、杏林大学と地域との多様な連携によってまちを活性化し

ていくための事業を行います。
今回は、学生と大学の教員が市内で行ってきた地域活動の報告と、市民、事業者、行政、

大学によるワークショップを開催し、すべての人が生き生きと暮らせる協働のまちづくり
について考えます。

杏林大学
5月21日㈯①まちの活性化や大切な命に関する活動の発表＝午後1時〜2時50分、②健

康、生きがい、防災について考えるワークショップ＝3時〜4時30分
地域で活動を行っている、活動をしたいと思っている市民80人
同大学井の頭キャンパス（下連雀5-4-1）

5月13日㈮までに必要事項（11面参照）を同大学地域交流課☎︎47-8052・ 47-
8054・ area@ks.kyorin-u.ac.jpへ（先着制）
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