
催し
みたかふれあいサロンの催し

①Windows10まるごと基礎講
座・基礎から応用まで＝毎週月曜
日午後1時15分～3時、②楽しい
俳句＝10月27日、11月24日、12
月22日の木曜日午前10時～正午

各10人 三鷹産業プラザ ①
1,500円、②500円（いずれも1回）

NPO法人シニアSOHO普及
サロン・三鷹☎40-2663・ 40-
2664（先着制）

放課後の子どもの居場所
地域福祉ファシリテーター6期

生 毎週月～金曜日午後5時～8
時 野宮宅（牟礼） 野宮☎・

45-1882

玉川上水歴史探訪―拝島～復活
の水源（旧小平監視所）

三鷹の歴史研究会 10月19
日㈬午前10時青梅線拝島駅改札口
集合～午後3時（小雨決行） 400
円（保険料、資料代） 太田☎・

48-5952

並木富士子さんの高齢者向け健
康体操

笑ってげんき会 駅前 10月20
日㈭午前10時20分～正午 30人

三鷹駅前コミュニティセンター
600円 近藤☎090-7173-

6425（先着制）

元気ひろば おれんじの催し
①アトリエコスモス大人のアト

リエ＝10月21日㈮午後1時～2時
30分、②アトリエひらめっち「野
菜を描こう」＝25日㈫午後1時～
2時30分、③小原流生け花教室＝
27日㈭午前10時30分～正午、④
動物ぽんぽん作り＝28日㈮午後3
時～4時30分 同会（中原3-1-65）

①②1,000円、③2,000円、④
1,700円 同 会 ☎76-5940・

26-9419（③は24日㈪まで）

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
10月22日㈯午前10時～午後1

時 市役所議場棟下 500円（1
区画分） 同協議会☎76-1271

（申し込みは2区画まで）

社交ダンスの練習会
SD（ソシアルダンス）入門クラブ

10月22日、11月12・26日の土
曜日午前10時30分～正午 7・8
人 三鷹駅前コミュニティセンタ
ー 1,000円（1回） 動ける軽装

当日会場へ 横内☎49-3497

手芸とおしゃべりの会（ミシン有
り）0～100歳全員集合！

北野の地域に根ざした活動プロ
ジェクト 10月22日㈯、11月8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

藤井孝次朗展―生成
ぎゃらりー由芽 10月22日㈯

～11月6日㈰正午～午後7時（6日
は5時まで） 同画廊 期間中会
場へ 同画廊☎47-5241

「借地問題」学習会・法律相談
三鷹市借地人連絡会 10月23

日㈰午後1時～3時 三鷹駅前コ
ミュニティセンター 当日会場へ

津☎47-9687

ラテンダンスの基礎★
ペガサス 10月23日㈰午後1

時30分～3時 三鷹駅前コミュニ
ティセンター 現役A級選手（スタ
ンダード、ラテン）の木下聡明さん

当日会場へ 大内☎31-8656

NPO法人子育てコンビニの催し
①羊毛フェルト小物を作ろう

＝10月24日、②ベビーマッサー
ジで親子のふれあい＝10月31日、
③キッズマフラーを作ろう＝11
月7日、いずれも月曜日午前10時
～11時30分 各回親子8組 元
気ひろば おれんじ（中原3-1-65）

①③1,800円、②2,000円 ①
③タオル2枚 同法人 info2@
kosodate.or.jp（いずれも先着制）

同法人☎41-7021

「平家物語」敦盛―笛の悲話★
沙羅の会 10月24日㈪午後2

時～4時 三中地域交流棟 立正
大学名誉教授の山下正治さん

渡邉☎・ 46-7636

「サロンきっかけ」おしゃべり会
活躍きっかけ隊 10月27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

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

NPO法人子ども生活・ゆめこ
うば 10月27日㈭午前11時～正
午 フリースペースつぎあてポッ
ケ（大 沢1-16-26） 大 人300円、
子ども200円 当日会場へ 同
法人☎34-0040

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 10月27
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
会場へ 新坂☎090-6189-4817

第13回にじの会まつり
（社福）にじの会 10月29日㈯午

前11時～午後4時 大沢にじの里
（大沢1-6-3） 当日会場へ 同法
人（諏訪）☎39-2411

尺八・大正琴でつづる想い出歌
謡、演歌 演奏会

塚本尺八研究会 10月29日㈯
午後1時30分～4時30分 社会教
育会館 当日会場へ 小池☎43-
6460

ユーモア川柳を楽しもう★
みたかユーモア川柳の会 10

月31日㈪午前10時～正午 社会
教育会館 全日本川柳協会会員の
藤井敬三さん 当日会場へ 山
崎☎43-9740

圓乗声楽教室15周年記念コンサ
ート

11月5日㈯午後7時から 芸術
文化センター星のホール 当日会
場へ 亀井☎090-4003-7349

笑って！江戸小噺笑い広げ鯛 第
3回発表会

11月6日㈰午後1時30分～5時
福祉会館 当日会場へ 高野

☎080-5502-4621

社交ダンス講習会（タンゴ、ルンバ、 
スロー、チャチャ）★

ダンスサークルパラダイス
11月6・13日の日曜日午後1時30
分～4時（全2回） 社会教育会館

ダンス教室M・佐々木主宰の
佐々木雅和さん 当日会場へ
田中☎48-0874

「徒然草」を読む
おおむらさきの会 11月8・

15日の火曜日午後1時30分～3時
30分 東社会教育会館 500円

（資料代） 当日会場へ 小見☎
49-8480

茶道を楽しむ会お茶会★
11月9日㈬午後1時30分から、2

時30分から みたか井心亭 石
州流師範の青木宗春さん 500円

（茶菓代） 当日会場へ 大町☎
48-6006

朗読の楽しさを学ぼう！★
やよい会 11月9日㈬午後1時

30分～3時30分 三鷹駅前コミ
ュニティセンター 音声表現学苑
講師の田中洋子さん 当日会場へ

前田☎44-5870

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）

11月10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 荒牧☎080-
6531-7766

講習会「パステルで年賀状を描こ
う」★

アトリエパステル三鷹 11月
13日㈰午後1時～3時 中学生以
上10人 社会教育会館 イラス
トレーターのえんどうえみこさん

1,500円（画材レンタル料を含
む） 10月30日㈰までに佐々木 

pastel@studiobeans.com（先
着制）

タッピングタッチ基礎講座A
タッピングタッチを楽しむ会 
11月13日 ㈰ 午 後2時 ～4時  

市民協働センター 1,000円
ササキ☎090-4728-6927・ 76- 
8031

会員募集
ノルディック・ウォーク三鷹

毎月第2・4土曜日午前9時45分 
井の頭公園西園ジブリの森裏ベン
チ集合～正午 井の頭公園ほか  
1回500円（保険料） 岡☎090-
1600-8843

アイデア工作クラブ
毎月第3日曜日午後1時30分～

4時 市民協働センター 星☎
72-9861・ 72-9862

ラベンダーローズ（60歳からのや
さしい旅行英会話）

月2回水曜日午前10時～11時
30分 三鷹市公会堂さんさん館

入会金1,000円、月額4,000円
下平☎080-5863-4783

伝言板
第32回（公財）井之頭病院文化祭

11月5日㈯午前10時～午後3時
同病院 当日会場へ 同病院

（野口）☎44-5331

ルーテル学院大学臨床心理相談
センターオープンハウス

11月5日㈯・6日㈰午前10時～
午後3時 同センター 当日会場
へ 同センター☎32-0316※子
育て相談、カウンセリング体験あ
り（予約制）

ルーテル学院大学 愛祭
同実行委員会 11月5日㈯・6

日㈰午前10時から 同大学 当
日会場へ 同実行委員会（野崎）☎
31-4611

糖尿病教室
武蔵野赤十字病院 11月5日

㈯午後1時～3時 同病院 500
円 当日会場へ 同病院（鶴田）
☎32-3111

ICUオルガン演奏会
ICU宗教音楽センター 11月

12日㈯午後3時から 同大学礼拝
堂 2,000円 当日会場へ 同
センター☎33-3330（未就学児は
入場不可）

ICU生涯学習講座
①日本の文明開化の光と影＝11

月17日 ㈭ ～19日 ㈯、 ②ICUキ ャ
ンパス自然観察教室＝19日、いず
れも午前10時～正午 ①各回30
人、②20人 同大学 2,000円

（1回） ①11月4日㈮、②11日 
㈮までに同大学総務グループ社
会サービス担当☎33-3013・
s-service@icu.ac.jp・ http://
www.icu.ac.jp/（いずれも先着制）
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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。

緑のまち三鷹創造協会」へ
※書類選考合格者は11月8日㈫に面接。

同協会☎46-2081

男女平等参画相談をご利用ください
　セクシュアル・ハラスメント、マタニ
ティー・ハラスメント、ドメスティック・バ 
イオレンスなどの男女平等参画に関わる
人権侵害の相談に応じます。相談員は弁
護士の松原拓郎さんと向畑留美子さん。

在学・在勤・在活動を含む市民
相談・情報センター（市役所2階）

直接または電話で同センター☎
44-6600へ
女性のためのこころの相談
　専門の相談員が相談に応じます。電
話相談も受け付けます。

毎週木・土曜日午後1時～5時（祝日、
年末年始を除く。1回1時間まで）

女性交流室（下連雀3-30-12中央通り
タウンプラザ（公財）三鷹国際交流協会内）

事前に相談・情報センター☎44-
6600、相談員直通☎71-0030（土曜日
午後1時～5時）へ
10月17日㈪～23日㈰は 
秋の行政相談週間
　相談内容は年金、保険、福祉など。
◆市特設「行政相談所」

10月18日㈫午後1時～4時（3時まで
受付）

市役所1階市民ホール
当日会場へ
相談・情報課☎内線2215

行政書士による無料相談会
　行政手続き、相続、遺言、成年後見
制度に関する相談に応じます。

東京都行政書士会武鷹支部
10月19日㈬午前9時30分～午後1時
市役所1階市民ホール
当日会場へ
同会☎30-5899、市相談・情報課☎

内線2215

※「市からのお知らせ」は15面からご覧ください。

住宅リフォームなど無料相談会
　三鷹市住宅リフォームセンター（市内
の建築士や工務店など住まいの専門家
の団体）の相談員が住宅の増改築や修繕
に関する相談に応じます。

11月1日㈫午前10時～午後3時（正午
～午後1時を除く）

市役所1階市民ホール
あれば自宅の図面や写真など
当日会場へ
都市計画課☎内線2813

第48回ふじみ衛生組合地元協議会
の傍聴

10月25日㈫午後6時30分から

10人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制）
同組合☎042-490-5374 

第2回三鷹市総合教育会議の傍聴
11月4日㈮午後1時15分から
20人
市議会協議会室（市役所3階）

企画経営課☎内線2113・ 48-
1419・ kikaku@city.mitaka.tokyo.
jpへ（先着制）
三鷹市環境保全審議会の傍聴

11月11日㈮午前10時～正午
10人
市議会協議会室（市役所3階）
当日会場へ（先着制）
環境政策課☎内線2523
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市外局番「0422」は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ「各課ご案内」から確認いただけます。

※はがき、ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


