●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478回（6月19日〜7月2日）
ふるさとの魅力に触れる市内
「ふれあいの里」
巡り／
津島家寄託 太宰治資料展Ⅱ— 師、友  そして
「饗応夫人」
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.1573│平成28年│2016.6.19

安全安心メールの登録

maam@req.jp

    あてに空メールを送信してください

人口と世帯

男女共同参画週間パネル展

星と森と絵本の家 開館記念の催し

「男女平等参画と女性活躍
―働く女性のあゆみを通して」

同施設☎39-3401

開館記念日の7月7日㈭は、特別なイベントで開館日をお祝いします。
◆
 ミニワークショップ・七夕笹飾り作り 午前10時～午後5時

先着100人に笹
（ささ）
をプレゼント。
◆特別おはなし会 午前11時15分～11時55分
国立天文台台長の林正彦さんによる
「天文と暦のおはなし」
と、
清原市長による絵本の読み聞かせ。

◆
 むかしあそびの日スペシャル
「おはなしばぁば」
の手遊び歌とおはなし

見る・知る・感じる絵本展「暦―かぞえるくらし」
特別おはなし会後に、国立天文台天文情報センター
普及室長の縣秀彦さんによる展示紹介を行います。
絵本原画公募展示
「のぼれぼしさま」
（國井倫明作）
同施設で公募した絵本原画を展示します。

企画経営課☎内線2115

6月23～29日の
「男女共同参画週間」
に合わせて、女性と仕事に関するパ
ネル展示や映像上映などを行います。
6月27日㈪～7月1日㈮午前8時30分～午後5時15分
市役所１階市民ホール
期間中会場へ
男女平等参画に関する情報を提供しています

正午～午後0時30分

展示が新しくなります

）
内は前月との増減

住民登録者数：184,789人
（114人増 ） 男：90,529人
（37人増 ）
／女：94,260人
（77人増 ）
世帯：91,933世帯
（47世帯増 ）

7 月 7 日 で 7 周 年

いずれも当日会場へ

平成28年6月1日現在 （

市の事業・講座のほか、他自治体や都、国の情報も入手できます。
女性交流室
（下連雀3-30-12中央通りタウンプラザ）
、同課
（第二庁舎1階）
※同課では、各種相談窓口の紹介も行っています。

★ 定例行事 ★ ★
★ 「星のおはなし」
6月25日㈯午後2時から
当日会場へ

※展 示替えのため、7月1日㈮
～6日㈬は臨時休館します。

ファブスペースみたか をご利用ください
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

星と風のカフェ

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。

８周年アニバーサリーフェア開催
同店☎44-2255

「星風おやつ便」
好評実施中

障がい者施設の自主製品を販売する、
おいしいお菓子と雑貨のお店
「星と風の
カフェ」
は、7月7日㈭で8周年を迎えま
す。日ごろの感謝をこめて、300円以
上購入で1回引ける
「星風ロトくじ」で、
すてきな景品をプレゼントします。

3事業所が月替わりで、おいしい焼き菓子を
指定の場所へお届けします。来客へのおもてな
しや、職場の置き菓子にご利用ください。
◆配送日 毎月第2水曜日
（変更は要相談）
◆内容 1,500円コース、 2,500円コース
（市
外は別途送料が掛かります）
希望月の前月15日までに同店
44-2255・
hoshi-cafe@hanano-kai.jpへ

7月5日㈫～7日㈭午前11時30分～
午後7時
期間中同店
（下連雀3-8-13）
へ

受講者
募集！

いのけんフィールドワーク

解説を聞きながら、井の頭公園周辺を歩きます。12月に実施する第5回井の頭公園検定
（通称
「いのけん」
）
に向けて、同園への理解を深めてみませんか。

環境政策課☎内線2523

夏至ライトダウン

6月21日午後8時〜10時

クールアース・デー ライトダウン

7月 7 日午後8時〜10時

節水に
ご協力を！
市外局番「0422」は省略。

赤松羊子
根岸操
三矢惠啓
飯田六斗
田山光起
喜瀬さち子
山田みちを
土川ツヤ子
新井一枝
根岸敏三
種市与作
今田和生
小林美代子

環境省が呼び掛ける、身近な明かりを消して
（ライトダウン）
地球温暖化について考えるキャ
ンペーンです。6月21日
（夏至の日）
と7月7日
（クールアース・デー）
には特 別実 施日として、全
国のライトアップ施設や家庭の照明の一斉消灯を呼び掛けます。必要のない照明は消して、み
んなできれいな星空を眺めましょう。

五月の秀歌

6月21日㈫〜7月7日㈭

アクリルや木材を切断・彫刻し、オリジナルのキーホルダーを制作
します。キーホルダーにしてみたいイラストやロゴなどがあればお持
ちください。
6月23日㈭午後1時30分～４時
8人
1,500円
必要事項
（7面参照）
を同社
fabspace@mitaka.ne.jpへ
（先着制）
定年後富山へ帰ると言いし友好きな京都に旅をするとう
遠藤昌子
つまずきて思ひもかけず転倒す動けぬ足にリハビリ頑張る
大平牧子
あした
音のなき部屋は淋しと朝よりラジオの音量上げて聞きをり
横井朝子
夜桜に集まる人らの飲み食いの宴会にぎわう名残り惜しみて 小原和夫
公園で花見をするに友だちが鳩の真似して大笑いす
酒井登志子
ツルバラの新芽を虫が食ひあらす葉を返しつつその虫さがす
八島靖夫
病院の待合室のアナウンスで母の名呼ばれとまどい立ち行く
田代菖子
うかが
風の来て髙波寄する茅ヶ崎に若きサーファーが波を窺ふ
松村美恵子
伊勢志摩のサミット要人送迎と大事な会合成功祈る
大貫久和

CO2 削減 ライトダウンキャンペーン

レーザーカッターでオリジナルキーホルダーをつくろう

五月の秀句（国立天文台吟行句会）

①
「井の頭公園 まるごとガイドブック」
著
者の安田知代さん、②井の頭自然文化園動
物解説員の馬島洋さん、③井の頭かんさつ
会代表の田中利秋さん
各500円
7月1日㈮〜20日㈬午前9時〜午後6時
に参加者全員の必要事項
（7面参照）をNPO
法 人 みたか 都 市 観 光 協 会 ☎40-5525・
40-5526へ
（先着制、火曜日を除く）

http://fabmitaka.co/

ワークショップ

竹皮を脱ぐや研究棟ひそと
空襲に欠けしレンズや夏木立
役終へし観測設備花は葉に
ガリレオの望遠鏡や風青し
縮尺の土星すぐそこ青葉道
蝌蚪生まる絵本の家のポンプ井戸
観測塔ふところ嗅ぎに揚羽くる
脱ぎ捨つる獣めきたる竹の皮
ひめぢよをん子午線標の影の濃さ
実梅落つ天文台の裏小径
若竹の空に溺れて打ち合へり
はけ
夏あざみ遺跡埋もれし涯の里
夏来たる空へすっくと太陽塔

井の頭公園検定実行委員会
①井の頭恩賜公園の歴史と文化編＝8
月7日㈰、② 井 の 頭自然 文 化園 編＝8月
13日㈯、③井の頭恩賜公園の自然と環境
編＝8月21日㈰、いずれも午前9時30〜
11時30分
（9時から受付）
小学生以上の方、各20人
（小学生は保
護者同伴）
①③井の頭公園、②井の頭自然文化園

水～日曜日の午前11時～
午後7時
三鷹産業プラザ
入会金=1,000円、1日=
1,000円
（別途機器使用料
が掛かります）
※利用方法などくわしくは同社ホームページ
をご覧ください。

東京都の水道水源の約 8 割を占める利根川水系ダムの貯水量が急激に減少しています。ご家庭などでのより一層の節水にご協力ください。
◆水源状況をお知らせします
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/
水源情報ダイヤル☎ 03-3528-3900、東京都水道局ホームページ
東京都水道局お客さまセンター☎ 03-5326-1101、多摩お客さまセンター☎ 0570-091-101( ナビダイヤル )・042-548-5110
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