
7月3日発行号
原稿締切日 	 6月10日（金）
7月17日発行号
原稿締切日 	 6月24日（金）

いずれも午後5時まで

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
※タイトル後に★のあるものは社会教育会館の講師派遣事業。
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。

催し
堀尾貞治展―あたりまえのこと

ぎゃらりー由芽 6月19日㈰
までの正午～午後7時（19日は4時
まで） 同画廊、ぎゃらりー由芽
のつづき 期間中会場へ 同画
廊☎47-5241（木曜日休み）

第39回住宅デー
東京土建一般労働組合三鷹武

蔵野支部 6月5日㈰午前10時
～午後3時（2時まで受付） 市内
6カ所 当日会場へ 同組合（中
宿）☎47-9101

田中藍子 藍の服展
しろがねGallery 6月5日㈰

～10日㈮午前11時～午後5時（10
日は3時まで） 同画廊 期間中
会場へ 同画廊☎43-3777

NPO法人子ども生活・ゆめこう
ばの催し

①つぎあてポッケワークショッ
プ！ピアノに合わせてリズム遊び
＝6月6・27日の月曜日午前11時
～正午、②子どもも大人もあそび
がいっぱい「子どもまつり」だよ！
＝12日㈰午前10時30分～午後2
時30分 ①フリースペースつぎ
あてポッケ（大沢1-16-26）、②農
業公園自由広場 ①大人300円、
子ども200円、②300円（保険料、
とん汁代を含む） 当日会場へ

同法人☎34-0040

笑って免疫力UP！ラフターヨガ
（笑いヨガ）

三鷹台ラフタークラブ 6月
7・21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

おしゃべり広場「鶴を折りながら
平和のおしゃべり」

三鷹市の福祉をすすめる女性
の会 6月8日㈬午前10時～正
午 福祉会館 100円 当日
会場へ ふるたに☎090-4713-
5210

元気ひろば おれんじの催し
①ラフターヨガ＝6月8日㈬午

前10時30分～正午、②プリザー
ブドフラワー講習会＝8日午後1
時～2時30分、③ペーパークイ
リング教室＝10・24日の金曜日
午 前10時30分 ～11時30分、 ④
行政書士セミナー「成年後見人」
＝15日㈬午後1時～2時15分、⑤
気軽な生け花＝16日㈭午前10時
30分～正午、⑥iPadで楽しく遊
ぼう＝16日午後1時～2時30分、
⑦子どもアートセラピー＝17日
㈮午前10時 ～11時30分、⑧大
人アートセラピー＝17日午後1
時 ～2時30分 同 会（中 原3-1-
65） ①600円、②2,000円、③
300円（1回）、⑤2,200円、⑥700
円、⑦⑧1,000円 ②作品持ち 
帰り用袋（20㎝程度）、⑤あれば花
ばさみ 石橋☎76-5940・
26-9419

みたかふれあいサロンの催し
①PC道場（PC・デジカメ・タブ

レットなどを自分のペースで）＝毎
週水曜日午後1時15分～3時15分、
毎月第4土曜日午後6時15分～8時
15分、②教養シリーズ：科学者の
モラル―人生の生き方＝毎週木曜
日午後6時～7時30分 三鷹産業
プラザ ①2,000円（1回）、②500
円（1回） 当日会場へ NPO法人
シニアSOHO普及サロン・三鷹☎
40-2663・ 40-2664

気楽に手作りの会（粘土花・羊毛・
トールペイント・つる＆籐・押し花）

6月9日、7月14日の木曜日午
後1時～3時30分 三鷹駅前コミ
ュニティセンター 1,200円（1回）

野間☎090-5301-6818

AA連雀グループ第12回オープン
スピーカーズミーティング（アル
コール依存症からの回復）

AA東多摩地区連雀グループ
6月12日㈰午前10時～午後4

時 市民協働センター 当日会
場へ AA関東甲信越セントラル
オフィス☎03-5957-3506

ひとり親子定例会
アリスみたか「三鷹市母子寡

婦福祉会」 6月12日㈰正午～
午後3時 福祉会館 小学生以
上200円（会員は100円） ふ
る た に ☎090-4713-5210・
41-8258・ paamandayo@
yahoo.co.jp

子育てコンビニカフェの催し
NPO法人子育てコンビニ ①

羊毛フェルトで鳥モビールをつく
ろう＝6月13日㈪、②似合う色診
断＝16日㈭、③ベビーマッサージ
で親子のふれあい＝21日㈫、い
ずれも午前10時～11時30分
①③元気ひろば おれんじ（中原
3-1-65）、②星と風のカフェ（下連
雀3-8-13） ①2,000円（材料代
を含む）、②1,500円（お茶代、同
店で使える金券付き）、③2,000
円（オイル、防水シート代を含む）

同法人 info2@kosodate.
or.jp 同法人☎41-7021

第32回JRP武三支部写真展
日本リアリズム写真集団武蔵

野三鷹支部 6月14日㈫～19日
㈰午前10時～午後7時（14日は午
後1時から、19日は5時まで。18
日㈯2時～5時に写真合評あり）

美術ギャラリー 期間中会場
へ 中村☎48-0161

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 6月17日㈮午前11時～
正午 同法人（下連雀1-14-3）

丸山☎70-5067

歴史講座「古文書から読み解く井口
新田・深大寺村・野崎村の成り立ち」

三 鷹の歴 史 研究 会 6月18
日㈯午後1時30分～4時 25人

井口コミュニティセンター
300円（資料代を含む） 太田
☎・ 48-5952（先着制）

職人の感謝デー（包丁研ぎ）
北多摩建設産業労組 6月19

日㈰午前10時～午後2時30分
JA東京むさし牟礼支店 包丁（1
人3本まで） 当日会場へ 同組
合☎70-0771（平日）

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
6月21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.Friends 
123@gmail.com

親子でリトミック！
ぷりもリトミック 6月23日

㈭ 午前9時30分 ～10時30分
首の据わった乳児～1歳 芸術文
化センター 500円 佐藤☎
080-1227-3048（平日午後1時～4
時）・ p.rythmique@gmail.com

第10回リャールデキルト作品展
リャールデパッチワーク 6

月23日㈭～27日㈪午前11時～午
後5時（27日は4時まで） ぎゃら
りー由芽のつづき 期間中会場
へ 高橋☎090-4024-7107

ペーパーグライダー指導者養成
講座

ハッピーグランパ倶楽部 6
月23日㈭ 午 後1時 ～3時 10人

牟礼コミュニティセンター
500円 はさみ、カッター
石井☎090-3437-0420（先着制）

大人のためのシュタイナー園一
日体験

ヴァルドルフの森キンダーガ
ルテンなのはな園 6月25日㈯午
前9時30分～11時30分 同園
2,000円（会員は1,500円） 同
園 http://www.nanohana-en.
com/をご覧のうえ、同園 79-
4598・ sanka@nanohana-
en.com

大人のための①英会話、②韓国語
入門講座

国際文化交流協会三鷹支部
6月25日から毎週土曜日①午後1
時30分～2時30分、②午後3時～4
時 市民協働センター 5,000
円（8回分、別途テキスト代2,000
円が掛かります） 同協会（前
田）☎090-6489-2803

高橋源一郎講演会
出版NPO「本をたのしもう会」
6月25日㈯午後1時30分～4時
500人 三鷹市公会堂光の

ホール 1,000円 当日会場へ
（先着制） 同法人☎090-2662-
5218

お箏を弾こう ワークショップVol.8
三鷹音楽連盟 6月25日㈯午

後2時～4時 芸術文化センター
1,500円 沢田☎46-9129

第152回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 6

月26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

みたか・みんなの広場の催し
①市民リレートーク（一社）The 

Egg Tree House是枝嗣人さん「悲
しみに寄り添うグリーフサポー
ト」＝6月27日㈪午後1時30分～3
時、②インドナグプール インドラ
寺住職 佐々井秀嶺上人来日特別
講演会「インドに残るカースト制
度と仏教改宗運動」＝7月2日㈯午
後2時～4時 ①10人、②100人

①同会（下連雀4-5-19みたかの
家内）、②市民協働センター ①
200円、②1,000円 なりきよ
☎080-1362-5359（先着制。当
日参加も可）

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

6月28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

ワルツの講習会★
ダンス・コパン 6月30日㈭午

後7時～9時 芸術文化センター
ケヅカテツオダンスアカデミー

教師の石塚真理子さん 当日会場
へ 堀江☎48-7451

三鷹市民混声合唱団フォーゲル
第7回コンサート

7月3日㈰午後2時～4時 芸
術文化センター風のホール 当
日会場へ 菊池☎47-3391

会員募集
ウタノホシ「かなた」（小学生の合
唱、ミニミュージカル）

毎週火曜日午後4時30分～6時
連雀コミュニティセンター

入会金1,000円、月額3,500円
松本☎090-8478-6623・

44-0433

クール・パピヨン（合唱）
毎月3回水曜日午前10時～正

午 芸術文化センター 入会金
1,000円、月額2,500円 田中
☎・ 43-4934

楽水会（水泳）
毎週木曜日午前9時～11時

第二体育館屋内プール 入会金
1,000円、3カ月4,500円 木
村☎44-4608（夜間のみ）

みたか朗読の会
毎月第1土曜日午前10時～午

後0時30分 三鷹駅前コミュニ
ティセンター 月額2,000円

山口☎49-0307

カラオケゆたか会
毎週土・日曜日午前10時～正

午 60歳以上の市民 福祉会館
入会金1,000円、月額1,000円

金子☎03-3307-1937・☎
090-4246-7192

ダンスサークルファルコン
毎週木曜日午後7時30分～9時
三鷹駅前コミュニティセンター
入会金2,000円、月額3,000円

原田☎・ 042-309-3820

カラオケ・歌謡練習会
毎月第1・3土曜日午後1時30

分～3時30分 市役所近隣カラオ 
ケ店 入会金1,000円、月額3,500
円 藤井☎・ 44-9285

三鷹キッズアートフォーラム（絵
画・工作）

毎月第2・4日曜日午後2時～
3時30分 小学生 三鷹駅前コ
ミュニティセンター 月額3,000
円（材料代を含む） 檀上☎44-
5979

ステップ＆ステップ（社交ダンス）
毎週水曜日午後1時～3時

新川公団集会所 入会金1,000
円、1回500円 羽根田☎・
44-1099

伝言板
講習会「前立腺がんのお話」

武蔵野赤十字病院 6月10日
㈮午後2時～4時 同病院 当日
会場へ 同病院がん相談支援セ
ンター☎32-3111

がん経験者の生きる言葉―マギー
ズセンターの取り組みに触れる

たまケアLIVE（杏林大学地〈知〉
の拠点整備事業） 6月11日㈯午
後6時 ～9時 389三 鷹（下 連 雀
3-37-31） 必要事項（11面参照）・
職種を同大学 44-0637・
tamacarelive@gmail.com 同
大学（柴崎）☎44-0629

肌に優しくてエコな布ぞうりを作
ろう

西武・武蔵野パートナーズ、野
川公園緑の愛護ボランティアの
会 6月15日㈬午前10時～午後
3時 15人 同園自然観察セン
ター 300円 昼食、飲み物、は
さみ、物差し、古布（裂ける布）、
ズボン着用 6月6日㈪から同
園サービスセンター☎31-6457

（先着制）

学生とランチを一緒に！食と絆
第5期地域福祉ファシリテーター

修了生・ルーテル学院大学学生有
志 6月15日㈬午前11時～午後
1時 同大学学生食堂 昼食代
実費 当日会場へ 同大学コミ
ュニティ人材養成センター☎31-
7920

月刊わがまちジャーナル
6月号地上11chで放送中

ちびっこ剣道大会（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。

ファブスペースみたかリニューアル記念講演会
「DMM.make AKIBAの中の人が語るモノづくりの未来—モノづくりをなりわいにするということ」  

同スペースは、3Dプリンターやレーザーカッターなど
を配備したものづくりの場です（運営は㈱まちづくり三
鷹）。三鷹産業プラザ3階から1階に移設し、機器も充実
して5月26日にリニューアルオープンしました。
※同スペースの利用方法などは同社ホームページ

http://www.fabmitaka.co/をご覧ください。

6月11日㈯午後2時～3時30分 100人 三鷹産業プラザ
DMM.make AKIBAエヴァンジェリストの岡島康憲

さん（写真）
必要事項（11面参照）・参加人数を同社 fabspace@

mitaka.ne.jpへ（先着制）
◆見学会も同時開催 午後1時～5時 当日会場へ

㈱まちづくり三鷹☎40-9669
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