
9月4日発行号
原稿締切日 	 8月12日（金）
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原稿締切日 	 8月26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
水とどろんこあそびの子どもサ
マーフェスタ「どろんこ・ぴっちゃ」
に行こう！

NPO法人子ども生活・ゆめこ
うば 8月7日㈰午前10時～正午

農業公園自由広場 300円（保
険料、材料代を含む） 当日会場
へ 同法人☎34-0040

暮らしの保健室みたかの催し
健康・生活・介護なんでも相談

=①毎週月曜日午後1時～4時、②8
月24日㈬午後1時～3時、③おしゃ
べり会「聞いてきいて」=毎週木曜日
午後1時～4時 ①③三鷹中央ビル
1階（下連雀3-28-20）、②元気ひろ
ば おれんじ（中原3-1-65） ②③
100円 当日会場へ 浜☎080-
6250-1017

ふらっとヨーガ（アーサナ・プラ
ナヤーマ・メディテーション）

8月9・23日の火曜日午前10時
～11時30分 アトリエコスモス

（井 口2-5-5） 1,500円（1回）
日比野☎70-1233

みたかふれあいサロンの催し
①iPad＆タブレット（Android、 

Windows）使い方個別相談会＝8
月9日からの毎週火・金曜日午後1
時15分～2時45分（8月12・16日
を除く）、②ICT（スマホもパソコ
ンも）あれ？それ！相談会＝8月12
日 ㈮ 午 後3時45分 ～5時45分
②1～3人 三鷹産業プラザ ①
2,000円（1回）、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（①当日参加も可、②
先着制）

元気ひろば おれんじの催し
①ラフターヨガ＝8月10日㈬

午前10時30分～正午、②行政書
士の相続セミナー＝10日午後1時

～4時、③歌謡曲新曲講座＝12日
㈮午後1時～2時30分、④ふまねっ 
と運動教室＝17日㈬午後1時～2
時30分、⑤夏休み楽しい体験ひろ
ば＝19日㈮午前10時～午後4時
同会（中原3-1-65） ①600円、③
2,000円、④500円、⑤1,000円 

石橋☎76-5940・ 26-94 
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手芸とおしゃべりの会
北野の地域に根ざした活動プ

ロジェクト 8月13日㈯・23日
㈫午前10時30分～午後1時 天
理教東島分教会（北野4-14-43）
当日会場へ 野原☎090-9838-
1488

平和集会「平和の祈りの集い」
三鷹市の福祉をすすめる女性

の会 8月15日㈪午前9時～9時
30分 仙川公園 当日会場へ

ふるたに☎090-4713-5210

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 8月
16・30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

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 8月17日㈬午前11時～
正午 同法人（下連雀1-14-3）

丸山☎70-5067

外国人ママ・国際結婚ママおしゃ
べり交流会 

Mama Tomo Cafe（ピナット）
8月18日㈭午前10時～11時30

分 外国籍・国際結婚の母親
西児童館 当日会場へ 同会事
務局☎34-5498

大学教授の山田博夫さんによる
講演会

シニアライフ哲学の会 毎月
第3金曜日午後1時～3時30分
10人 社会教育会館 800円（1 
回） 山本☎・ 57-6547・

Jahrp-micenter@jcom.zaq.
ne.jp（先着制）

三鷹雑学大学第15回講義「介護の
認定はいかに行われるか？」

8月21日㈰午前10時～正午  
社会教育会館 当日会場へ 近
藤☎48-1490・ http://mzatsu 
gaku.wpblog.jp/

子育てコンビニ夏休みスペシャ
ル「羊毛フェルトアート」

NPO法人子育てコンビニ 8
月22日㈪午前10時～11時30分
元気ひろば おれんじ（中原3-1-65）

2,000円（材料代を含む） タオ
ル2枚、持ち帰り用袋 同法人
info2@kosodate.or.jp 同 法 人
☎41-7021

紙バンドと風船かずらの種で「く
なんさる」を作ろう

（社福）おおぞら会 工房 時 8
月22日㈪午前11時～午後2時30
分 おもむく食堂（野崎2-6-41）

500円 当日会場へ 同法人
（庄子）☎30-5571

公開デッサン会「裸婦を描く」
月曜会 8月22日㈪午後1時

30分～4時 社会教育会 館
1,000円 当日会場へ 高須☎
34-5247

羊毛で作る水フェルトのふわふ
わ文具トレー

ペレの会 8月23日 ㈫ ① 午
前10時～11時、②午後1時～2時

小学3年生以上の方30人程度
社会教育会館 500円 エプ

ロン、不用のフェイスタオル
迫田☎090-5999-6298・

pelle@tokyo.zaq.jp（先着制）

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

8月23日㈫午後0時30分～2時
当日会場へ◆物品提供は秋物衣

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

太極拳初心者入門講座★
燦友会 8月27日、9月3日の土

曜日午後1時30分～3時（全2回）
三鷹駅前コミュニティセンター
太極拳連盟A級指導員の大沢久子
さん 当日会場へ 大内☎31-
8656

第154回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 8

月28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

第7回坂爪いちおカンツォーネ教
室発表会

カンツォーネ サークルいっち  
8月28日 ㈰ 午 後1時 ～4時15分
芸術文化センター風のホール 当
日会場へ 坂爪☎090-8435-86 
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不登校 親の会
フリースペース コスモ 親の会
8月28日㈰午後2時～5時 NPO

法人文化学習協同ネットワーク（下
連雀1-14-3） 同法人（平岩）☎
47-8706

みたか・みんなの広場の催し
①市民リレートーク三鷹アー

トコミュニケーションズの越川さ
くらさん「おしゃべり美術鑑賞会」
＝8月29日㈪午後1時30分～3時、
②お茶と雑談：市民の居場所「み
たか・みんなの広場」＝毎週木・
金・土曜日午後 各10人 同会

（下連雀4-5-19みたかの家内）

①200円、②500円 なりきよ
☎080-1362-5359（先着制。当日
参加も可）

ダンス講習会（チャチャチャ）★
ダンスサークル・ヴィヴァ 8

月30日㈫午前10時～正午 社会
教育会館 全日本ダンス連盟認
定教師の想田徳彦さん 当日会
場へ 奥山☎47-7035

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
8月30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

「friendship force 三鷹・武蔵野」
活動説明会

9月3日㈯午前10時～正午 市
民協働センター 金元☎・
43-6706・ noriko@friendshi 
pforce.org

みたかパドルテニス大会①一般 
男子A・B、②一般女子A・B、③ 
ジュニア

三鷹市パドルテニス協会 9月
10日㈯午前9時～午後6時 在 
学・在勤を含む市民 第一体育館

①②500円、③250円 同会
（矢島）☎090-2160-3195

月刊わがまちジャーナル
7月号地上11chで放送中
みたカルタ（仮題）
音楽の調べ　つばさは10歳に
なりました　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。

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
10月2日㈰午前10時～午後5時（入場は4時30分まで）
同機構調布航空宇宙センター（調布市深大寺東町7-44-1）
同機構☎050-3362-8036、市企画経営課☎内線2109

◆親子工作教室　飛行機が飛ぶ仕組みの話を聞いた後、飛行機を作り、飛ばしてみます。
①午前10時15分～11時45分、②午後0時45分～2時15分、③2時45分～4時15分
4歳～小学生のお子さんと保護者各42組（2人1組）
9月8日㈭（必着）までに往復はがきで保護者の必要事項（11面参照）、希望回、お子さん

の氏名（ふりがな）・年齢を「〒182-8522JAXA調布航空宇宙センター」へ（家族・グルー
プは1通にまとめて記載。申込多数の場合は抽選）
◆展示室・YS-11コックピット公開　 当日会場へ
◆折り紙ヒコーキコーナー　 当日会場へ

9月17日㈯午後7時キックオフ　 市内在住の小学生と保護者100組200人
味の素スタジアム　 8月31日㈬午後5時までに fctokyo5@am.mdに空メールを

送信し、自動返信されるメールのURLをクリックして必要事項を入力（1組1通）。当選者に
は9月2日㈮にチケット引換の認証番号を連絡。ローソンまたはミニストップで発券して
ください（手数料1枚216円が掛かります。引き換えは試合当日まで）

FC東京☎03-3635-8960（平日午前9時30分～午後5時）

JAXA調布航空宇宙センター  空の日・宇宙の日関連イベント

“AJINOMOTO Day”FC東京の試合に親子ペアでご招待！
　J1リーグセカンドステージ第12節「FC東京対浦和レッズ」に小学生親子ペアを招待し
ます（座席はホーム自由席）。

作	品	募	集
第22回三鷹まちづくりフォトコンテスト

　市内の四季折々の自然、人々のふれあい、まちの表情などの写真
を募集します。入賞者には表彰状や賞品などが贈呈されます。

市、㈱まちづくり三鷹
◆応募作品　1月1日～12月25日㈰に市内で撮影した、未発表で
ほかに発表の予定のない作品（各部門1人5点まで）
◆部門　一般部門、U18（18歳未満）部門
◆賞　各部門＝金賞1点、銀賞2点、銅賞3点、全部門＝入賞数点、三
鷹フィルムコミッション賞1点

9月1日㈭～12月26日㈪にパソコンやスマートフォンなどで同
社ホームページ http://www.mitaka.ne.jp/から専用サイトにア
クセスし、作品画像をアップロード。応募方法が分からない場合は、
ヘルプデスク☎090-1609-4428（9月1日から開設）へ

同社☎40-9669

▼昨年度入賞作品▼

自然部門金賞　
「桜に向かって」鈴木浩之さん

イベント部門金賞
「さぁ手を上げて！」本田誠さん

まちの営み部門
「夏の日に」大谷正志さん

テーマは「三鷹の魅力、再発見！！」
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