
いずれも当日会場へ
同施設☎39-3401
西児童館の催し
◆乳幼児のあそびひろば

乳幼児タイム＝開館日の午前9時～
午後1時、サークルタイム＝月～土曜日
午前11時30分～正午、乳幼児タイムス
ペシャル「アスレチック」＝5月11日㈬
午前10時から

当日会場へ
◆子ども料理教室「入学、進級おめでと
う！チョコバナナクッキー」

5月11日午後2時30分から、3時30分
から

小学1・2年生
150円
エプロン、三角巾、タオル、皿、飲

み物
5月9日㈪午後5時までに直接または

電話、ファクスで同館☎31-6039・
31-6261へ
◆親子ふれあいあそび

5月18日～6月1日の毎週水曜日午前
10時15分～11時（全3回）

1歳のお子さんと保護者20組
タオル、飲み物
5月2日㈪午後2時から直接または電

話で同館☎31-6039へ（先着制）
同館☎31-6039
あそびとおしゃべりの会（5月）

牟礼コミュニティセンター＝11
日、井口コミュニティセンター・井の
頭コミュニティセンター＝11・25日、
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＝18・25日、い
ずれも水曜日午前10時30分～正午

年少までのお子さんと保護者
当日会場へ
すくすくひろば☎45-7710
おもちゃの病院

三鷹市消費者活動センター運営協議会
リサイクル市民工房＝5月14・28

日の土曜日、消費者活動センター＝5月
18日・6月1日の水曜日、いずれも午後
1時～午後3時

特殊部品などの交換は実費
当日会場へ
同センター☎43-7874
すくすくひろばの催し
◆ベビーマッサージ

5月17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の①5～8カ月の
お子さんと母親、②4カ月までのお子さ
んと母親、各25組

5月6日㈮から直接または電話で同ひ
ろば☎45-7710へ（先着制）
◆年齢別あそびましょ ぞうぐみ「小麦
粉粘土」

5月19日㈭午前10時15分～11時15
分、11時30分～午後0時30分

平成25年4月2日～26年4月1日生ま
れのお子さんと保護者各10組

5月6日から直接または電話で同ひろ
ば☎45-7710へ（先着制）
◆育児講座「パパと親子体操」

5月21日㈯午前10時30分～11時45分
市内の2・3歳のお子さんと父親15組
5月9日㈪から直接または電話で同ひ

ろば☎45-7710へ（先着制）
◆年齢別あそびましょ ひよこぐみ「こ
ころと発達と食事」

5月27日㈮午後1時30分～3時
初めて参加する27年4月2日～7月31

日生まれのお子さんと保護者12組
5月13日㈮から直接または電話で同

ひろば☎45-7710へ（先着制）
◆ワークショップ「3menパパの子育て
法」	

6月4日㈯午前10時30分～正午
1歳6カ月～3歳のお子さんを持つ父

親で初めて受講する市民15人
5月23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
むらさき子どもひろばの催し（5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

特別支援学校などの就学に向けた説明
を行います。

5月10日㈫午前10時～正午
29年度に就学するお子さんの保護者
教育センター
当日会場へ
学務課☎内線3291
受験生チャレンジ支援貸付（無利子）

学習塾受講費（200,000円まで）、受
験料（高校27,400円、大学80,000円ま 
で）を貸し付けます（返済免除制度あり）。

中学3年生、高校3年生などのお子さ
んを養育し、一定要件（収入限度など）
を満たす方

三鷹市社会福祉協議会☎46-1108へ
マタニティー・ヨガ教室	

毎月第1・3月曜日午前10時～11時
30分（祝日を除く）

妊娠15週以降の方
福祉会館
1,500円（社協会員は1,200円）
三鷹市助産師会ホームページ

http://mitaka-jyosanshi.net/へ（保育
は2週間前まで）

三鷹市社会福祉協議会☎46-1108
東児童館の催し（5月）
◆乳幼児親子ひろば

①わくわくランド＝2日㈪・6日㈮・
9日㈪・10日㈫・12日㈭・13日㈮午前
10時～午後2時（木曜日は別内容）、②
ひよこランド＝11日㈬午前10時～午後
1時、③お父さんもいっしょわくわくラ
ンド＝14日㈯午前10時～11時30分

①③就学前のお子さん、②1歳まで
のお子さん
◆おもちゃの病院

11日午後2時～4時
特殊部品などの交換は実費

◆定例行事
科学あそびの日＝14日午後3時～4

時50分、トランポリンの日=17・24日
の火曜日午後3時30分～4時45分
※そのほかの定例行事は、同館で配布
の「じどうかんだより」や市ホームペー
ジをご覧ください。

いずれも当日会場へ
◆ママヨガ講座

24日午後1時30分～2時30分
1歳未満のお子さんと母親20組
ヨガインストラクターの平手紘子さん
タオル
17日から直接または電話で同館☎

44-2150へ（先着制）
同館☎44-2150
星と森と絵本の家の催し（5月）
◆絵本のおはなし「どうぶつとくらす」

4日㈷午後2時から
当日会場へ

◆絵本ビブリオバトル
5日㈷午後2時～3時
絵本の紹介者として参加する場合は、

紹介したい絵本
絵本の紹介者は必要事項（11面参照）・

紹介したい絵本のタイトルを同施設☎
39-3401・ 39-3402・ komyuni 
tei@city.mitaka.tokyo.jpへ
◆おやじの読み聞かせ

7日㈯午前10時30分から
◆むかしあそびの日「紙人形遊び」

7日午後2時から
◆絵本リレー

参加者が好きな絵本をリレーで読み
ます。

18日㈬午後3時30分から

分（20・27日の金曜日を除く）、③みん
なであそぼ！＝火～金曜日午前11時～
11時30分（5日㈷・12日㈭・13日㈮・
18日㈬・20・27日を除く）

就学前のお子さん
当日会場へ

◆乳幼児対象のスペシャルイベント
①手形スタンプ＝12日・13日午前

11時～11時30分、②変身スペシャル
バースデー＝17日㈫・19日㈭午前11時
～11時30分、③にこにこキッズ＝18
日午前10時45分～正午（10時30分から
受付）、④mamaカフェ＝20日午前10時
30分～11時30分、⑤春の親子クッキ
ング「イチゴどら焼き」＝21日㈯午前
10時30分～正午、⑥リズム遊び＝27
日午前11時～11時30分

①～③就学前のお子さん、④1歳6カ
月までのお子さんと母親15組、⑤3歳
～就学前のお子さんと保護者10組、⑥
1歳6カ月～就学前のお子さん

③のみ牟礼コミュニティセンター
⑤1人100円
①④タオル、⑤エプロン、三角巾、

マスク、飲み物
当日会場へ（④⑤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（30日㈪を除く）、②みんなで
あそぼうデー＝火曜日・11日㈬午後3
時30分～4時30分、③スポーツの日＝
木曜日午後3時30分～5時、④クッキン
グ「ピザ作り」＝21日午後1時30分～3
時30分、⑤一輪車教室＝23日㈪午後3
時30分～4時30分（雨天中止）、⑥卓球
大会＝30日午後3時30分～4時30分

④15人
④100円
①③⑤⑥飲み物、タオル（③⑤運動靴、

⑤あれば一輪車）、④エプロン、三角巾、
マスク、飲み物

当日会場へ（④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

●一般寄附
千代乃湯	 15,897円
三和会	 15,662円
NPO法人アンリミテッド	
知的障害者支援の会	 10,000円
の崎H・Y	 9,694円
清水 孝祐	 5,000円
ゆたか会	 5,000円
根道 一男	 2,000円
廣田 一男	 1,000円
渡部 洋子	 1,000円
匿名（6件）	 70,221円

●一円硬貨募金
エスコート交通㈱	 49,187円
新川中原コミュニティセンター	
募金箱	 13,206円
㈱コモディイイダ三鷹店	
募金箱	 11,253円
下連雀寿会 	 9,325円
㈱ Jマート三鷹店募金箱 	 8,808円
牟礼 明 	 7,726円

牟礼寿会	 6,226円
大沢松寿会	 5,871円
鐵鈑割烹りゅう	お客様一同	 4,685円
朝日湯募金箱	 4,325円
大沢コミュニティセンター	
募金箱	 3,948円
三鷹東部市政窓口募金箱	 3,625円
野崎長寿会	 3,216円
四ツ葉ときわクラブ	 3,202円
㈱花のサンライズ募金箱	 2,966円
三鷹西部市政窓口募金箱	 2,423円
新川はづき会	 1,596円
下連雀羽衣会	 1,414円
くぬぎ会	 1,379円
三鷹駅前市政窓口募金箱	 1,358円
レストヴィラ武蔵境募金箱	 1,240円
㈱ AZUMA募金箱	 1,172円
朋友会 川村・桜井・山本	 1,048円
福寿会 会長		小野 園子	 1,007円
㈱矢野	 915円
嘉寿廣募金箱	 883円

三鷹市特別養護老人ホーム	
どんぐり山募金箱	 882円
南浦整骨院募金箱	 845円
グループリビング	
みたかの家募金箱	 698円
三鷹市赤十字奉仕団	 328円
牟礼笑楽会	 250円
上二親交クラブ	 137円
みんなの家6丁目募金箱	 39円

●福祉基金
宗教法人 三鷹不動尊 井口院
	 800,000円

●ボランティア基金
みたかボランティアセンター	
寄付物品売上	 38,800円
三鷹駅前コーナー	 10,000円
渡辺 英祐	 7,000円
みたかボランティアセンター	
募金箱 	 1,796円
匿名	 5,000円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（3月分）

（敬称略）
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