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三鷹ネットワーク大学 夏学期受講者募集中！

三鷹ネットワーク大学
★基礎講座

★★応用講座

★★★専門講座

NPO 法人三鷹ネットワーク大学推進機構
〒 181-0013 下連雀 3-24-3 三鷹駅前協同ビル 3 階 ☎ 40-0313・
40-0314
http://www.mitaka-univ.org/
開館時間：火〜日曜日、午前9時30分〜午後9時30分
（入館は9時まで／日曜日は5時まで）
休館日：月曜日・祝日

三鷹ネットワーク大学企画サロン
みたか星空散歩―７月の星空解説
6月30日㈭午後７時～８時30分

50人

★

当日同大学へ(先着制)

国際基督教大学寄付講座
数学の夕べ「関係性の数学―カテゴリー
（圏）
論入門」 ★★

７月22日㈮午後７時～８時３０分
30人
国際基督教大学教授の清水勇二さん
500円
６月21日㈫午前９時30分から申込書を直接または郵送、
ファクス、ホームペー
ジで三鷹ネットワーク大学へ
（先着制）
いずれも同大学
※受 講の申し込みには受講者登録が必要です。講座の詳細や受講者登録に
ついては、ホームページまたは同大学へお問い合わせください。

杏林大学・三鷹ネットワーク大学共催
日本文体論学会第109回大会 公開「研究フォーラム」
「災害と文体―災害社会学・言語学の観点から防災・減災・復
興を考える」

平成28

年度竣工予定

三鷹中央防災公園・
元気創造プラザ
整

備

事

新施設は複合施設であることから、事業内容が多岐
にわたり、開館時間も異なります。今号では施設利用
をサポートする機能について紹介します。
都市再生推進本部事務局、三鷹中央防災公園・
元気創造プラザ開設準備室☎内線2054

業

N
事業概要 市民のみなさんの安全安心と市
民サービスの向上を図るため、市役所東側
市民センター
S
クリーンプラザ
の東京多摩青果㈱三鷹市場跡地（新川6丁
西広場
総合スポーツセンター
ふじみ
（点線下部）
目）を中心とした約2.0haに、防災公園（災
元気創造プラザ
害時には一時避難場所として機能）とその下
三鷹中央防災公園・
部には総合スポーツセンターを、そして老
中央広場
元気創造プラザ
朽化し耐震性に課題のある公共施設を集約
東広場
し、防災センター機能を加えた施設である
施設配置図
むらさき橋
元気創造プラザを一体的に整備します。ま
東八道路
通り
（イメージ模型）
た、防災機能の向上のため、敷地北側の市
道を拡幅し、周辺道路の無電柱化を実施し ※総合スポーツセンターの範囲を示す点線はおおよそのものです。
ます。竣工（しゅんこう）は平成28年度末を予定しています。
なお、独立行政法人都市再生機構（U R 都市機構）の防災公園街区整備事業として国庫補助金を活
用するなど、財政負担の軽減を図りながら事業を推進していきます。

新施設では、利用者の視点に立ち、各施設の事業内容や部屋の配置、利用状況などを適切
に表示しつつ、案内・誘導をしていきます。そのために、1階のエントランス付近に総合案内
を配置し、施設の案内・誘導・情報提供のほか、諸室の貸し出し受付なども行う予定です。ま
た、総合案内前と各フロアのエレベーター付近にデジタルサイネージ
（※）
を設置し、各施設
の業務内容や自主活動、イベントなどの利用状況に関する情報を一元的に提供する予定です。

※デジタルサイネージ…ICT（情報通信技術）を利用した広告や案内を表示する電子掲示板。

６月26日㈰午後0時45分～３時
100人
杏林大学井の頭キャンパス
（下連雀5-4-1）
※駐車場・駐輪場はありません。
杏林大学の八木橋宏勇さん、専修大学の大矢根淳さん、北陸先端科学
技術大学院大学の本田弘之さん、聖心女子大学の岩田一成さん
当日会場へ
（先着制） 日本文体論学会事務局
（杏林大学内）
☎47-8000

東広場より

エントランスから見た
デジタルサイネージと総合案内
軽体操室

７月23日㈯午後１時30分～３時
（１時開場）
240人
杏林大学三鷹キャンパス
（新川6-20-2）
杏林大学医学部付属病院栄養部科長の塚田芳枝さん
当日会場へ
（先着制） 杏林大学広報・企画調査室☎44-0611

プール

子ども発達支援
センターエリア

「地（知）の拠点整備事業」無料講演会
「食事を見直し、いきいき生活―メタボリックシンドロームと食生活」

地上1階屋内平面図

西広場より

メインアリーナ上部

総合案内
デジタルサイネージ

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

7月17日発行号

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

原稿締切日

※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。

原稿締切日

8月7日発行号

場へ

体も頭も気持ちもスッキリ日曜
日！駅前ラジオ体操＆軽いウオー
キングとごみ拾い＆朝カフェ！
つながりのはじめまして 毎週
日曜日午前6時25分から
（雨天中止）
三鷹駅南口緑の小ひろば
（ジブリ
美術館行きバス停東側） 当日会場
へ
（雨天時は同会 http://enchantede-connect.wix.com/enchanteで
確認） 同会☎080-3356-5617
みたかふれあいサロンの催し
①Windows10の基礎からメー
ル・ワード・エクセルなど＝毎週
月曜日午後1時15分～2時45分、
②iPad＆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 三鷹産業プラザ ①1,600
円
（1回）
、②2,000円
（1回。iPad貸し
NPO法人 シ ニ ア
出 し あ り）
SOHO普及サロン・三鷹☎40-2663
（②当日参加も可）
・ 40-2664

新坂☎090-6189-4817

おしゃべり会
“聞いてきいて”
暮らしの保健室みたか 毎週
木曜日午後1時～4時 三鷹セン
ター第1ビル
（下連雀3-28-23）
100円
（茶菓代） 当日会場へ 浜
☎080-6250-1017
あなたと昭和と歌謡曲
（昭和57～
64年の巻）
歌謡曲を楽しむ会 6月23日㈭
午後1時40分～4時20分 芸術文
化センター 当日会場へ 宮本☎
042-473-8416
古布 アトリエのりこ展（帯地のバッ
グ）
しろが ねGallery 6月24日㈮
～29日㈬午前11時～午後7時 同
画廊 期間中会場へ 同画廊☎
43-3777

「サロンきっかけ」
おしゃべり会
活 躍きっかけ隊 6月23日 ㈭
午前10時～正午 三鷹市公会堂
さんさん館 100円 当 日 会 場
へ 加藤☎080-5496-9758

0・1・2さいのぐるぐるてんてん
展覧会
あきやま保育室、あきやまケア
ルーム 6月25日㈯・26日㈰午前
10時～午後6時
（26日は4時まで）
芸術文化センター 当日会場へ
同保育室
（溝江）
☎55-5141

楽しくきれいにウォーキング
いつまでも元気に歩きたい女性
のためのウォーキング 6月23日
㈭午後1時～2時 三鷹駅前コミュ
ニティセンター 500円 当日会

堀本俊樹展
「凸と凹」
ぎゃらりー由芽 6月25日㈯～
7月10日㈰正午～午後7時
（10日は
5時まで） 同画廊 期間中会場へ
同画廊☎47-5241
（木曜日休み）

主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
6月25日㈯午前10時～午後1時
市役所議場棟下 500円
（1区
同協議会☎76-1271
（申
画分）
し込みは2区画まで）
木育カフェ 子どもの環境と木育
を語り合う
森と暮らしをつなぐ無垢の木研
究所 6月25日㈯午後2時～4時
み た か3337
（下連雀3-33-7） 1,500
必要事項
（7面参照）
・参加
円
人数を小田原☎070-6514-5688・
24-9534・ moritokurashi@
yahoo.co.jp
鉛筆デッサン講習会
「お菓子を描
く」
★
三鷹デッサン会 6月26日㈰午
前10時～午後0時40分 三鷹駅前
コミュニティセンター 創形美術
井戸
学校講師の髙橋輝夫さん
原☎080-1055-9109
中国語速成入門～初級
中国語広場 ①入門と中国文化
の紹介＝6月26日～7月24日の毎
週日曜日午後1時30分～3時、②
初級と中日文化交流＝6月28日～
7月26日の毎週火曜日午後6時30
分～8時 ①三鷹駅前コミュニティ
センター、②連雀コミュニティセン
（1回）
開催日前
ター 2,500円
日までにおう☎090-8001-9720

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

くるみ幼児園親の会バザー
6月28日 ㈫・29日 ㈬ 午 前10時
～午後1時 北野ハピネスセンター
当日会場へ 同会☎48-6331
子育てコンビニカフェの催し
NPO法人子育てコンビニ ①
親子で楽しむ色育講座＝6月28日
㈫、②はじめての0歳 ～3歳向け
アットホーム親子英語＝7月4日
㈪、いずれも午前10時～11時30
（中原
分 元気ひろば おれんじ
3-1-65） ①1,500円、 ②2,200
円 同法人 info2@kosodate.
or.jp 同法人☎41-7021
初夏のダンスパーティ
ダンスサークルファルコン
6月30日㈭ 午後7時 ～9時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
500円 当日会場へ 原田☎
042-309-3820
西谷修と考える混迷する日本―市
民が打開、日本政治の
“緊急事態”
読み解きレッスン 7月1日㈮午
後1時30分から 30人 社会教育
（先着
会館 200円 当日会場へ
制） 石黒☎080-6250-1496
講演会 三鷹市における在宅医療
は？
三鷹市医療と福祉をすすめる会
7月2日㈯午前10時～正午 三
鷹駅前コミュニティセンター 当
日会場へ 駒林☎44-4962

申込方法

問い合わせ

7月14日（木）

いずれも午後5時まで

※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

6月24日（金）

やさしい社交ダンス入門講座4回コー
ス
（ジルバ・ワルツ・ルンバ・タンゴ）
ダンスサークル・ペガサス 7
月2・9日の土曜日午後4時～5時
30分、7月17・24日の日曜日午後
1時～2時30分 三鷹駅前コミュ
（1回。高
ニティセンター 500円
校生以下は無料） 当日会場へ
大内☎31-8656
小羊お楽しみ会
（参観、講演会、
親子製作ほか）
第二小羊チャイルドセンター
7月3日㈰午前9時30分～午後2時
（北野3-1030分 同センター本園
14） 当日会場へ 同センター☎
43-9754
サマーダンスパーティー
（ミキシ
ング・トライアル有り）
ダンスコパン、
ダンスサークル・
ヴィヴァ 7月9日㈯午後1時30分
～4時 三鷹市公会堂さんさん館
700円 当日会場へ 奥山☎
47-7035

伝言板
がんと共にすこやかに生きる講演会
「親が子どもに自分の病気を伝える」
杏林大学病院がんセンター、杏
林大学がんプロフェッショナル養
成基盤推進プラン 7月9日㈯午後
1時30分～2時30分 243人 同
（先
大学大学院講堂 当日会場へ
（岡田）
☎47-5511
着制） 同大学

保育あり

手話・要約筆記あり

