
平成29年1月15日発行号
原稿締切日 	12月15日（木）
2月5日発行号
原稿締切日 	 1月13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。

第22回 三鷹まちづくりフォトコンテスト作品募集中

　「三鷹の魅力、再発見！！」をテーマに、市内の四季折々の自然、人々の触れ合い、まち
の表情などの写真作品を募集しています。入賞者には表彰状や賞品などを贈呈します。
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（1人5点まで）／部門：一般部門、U18（18歳未満）部門

12月26日まで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（平日午後1時～4時）へ

㈱まちづくり三鷹☎40-966912月26日㈪締め切り！

　朗読は、舞台や洋画作品の吹き替えなどで活躍する杉村理加さん（写真）。
平成29年1月20日㈮午後6時～6時50分　 25人
太宰治文学サロン
29年1月6日㈮（必着）までに往復はがきで必要事項（11面参

照）・参加者氏名（2人まで）を「〒181-0013下連雀3-16-14グラン
ジャルダン三鷹1階 太宰治文学サロン」へ（1人1通。申込多数の場
合は抽選）

同サロン☎26-9150

催し
近藤えみ×田鶴濱洋一郎

ぎゃらりー由芽 12月18日㈰
までの正午～午後7時（18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）

やかまし村のクリスマス―楽しい
歌とお話、人形、パネルシアター

ルーテル三鷹教会（やかまし村）
12月4日㈰午後2時～3時 ルー

テル学院大学チャペル 当日会場
へ 同教会☎33-1122

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、②
毎週水曜日午前10時～午後2時、
③おしゃべり会「聞いてきいて」＝
毎週金曜日午後1時～4時 ①③み
たかスペースあい、②オタリ南浦
ビル2階（下連雀7-1-27） 当日会
場へ 浜☎050-3708-2749

NPO法人子育てコンビニの催し
①ベビーマッサージで親子のふ

れあい＝12月6日㈫、②羊毛フェ
ルト講座「干支（えと）飾り」＝12日
㈪、③マネーセミナー「パートの働
き方―得する人、損する人」＝15日
㈭、④親子で楽しむ色育講座―クリ
スマス編＝20日㈫、⑤羊毛フェルト
講座「小物作り（ティッシュケースま
たはキーケース）」＝21日㈬、いずれ
も午前10時～11時30分 ①～④
元気ひろば おれんじ（中原3-1-65）、
⑤みたかボランティアセンター（上
連雀8-3-10） ①②⑤2,000円、③
1,000円、④1,500円 同法人
info2@kosodate.or.jp 同法人☎
41-7021

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 12月6日㈫午後2時～3時

同法人（下連雀1-14-3） 丸
山☎70-5067

元気ひろば おれんじの催し
①おれんじサロン＝12月7日㈬

午前10時～午後4時、②おきゅう
で簡単セルフケア＝8日㈭午前10
時～11時30分、③ポピュラーボー
カル講座＝9日㈮午前11時～午後0
時30分、④ラフターヨガ＝14日㈬
午前10時30分～正午、⑤iPadで楽
しく遊ぼう！＝15日㈭午後1時～

2時30分、⑥アトリエコスモス大
人のアトリエ＝16日㈮午後1時～2
時30分 同会（中原3-1-65） ②
1,500円（資料代などを含む）、③
2,000円、④600円、⑤700円、⑥
1,000円 ①当日会場へ、②～
⑥同会☎76-5940・ 26-9419

おくりもの Yukari Fujii陶展
しろがねGallery 12月9日㈮

～17日㈯午前11時～午後7時（15
日㈭を除く、17日は5時まで） 同
画廊 期間中会場へ 同画廊☎
43-3777

みたかふれあいサロンの催し
①ICT（スマホ タブレット PC）

あれ・それ相談会＝12月9日㈮午
後3時45分から、②ケータイ・ス
マホなんでも相談会＝12月21日、
平成29年1月18日の水曜日午後3
時45分～5時 ①1～2人、②5人

三鷹産業プラザ ①500円（30
分、別途材料代・教材代が掛かり
ます）、②1,500円（1回） NPO
法人シニアSOHO普及サロン・三
鷹☎40-2663・ 40-2664（先着
制、①は当日参加も可）

12月おはなしの森―昔話や文学
小品を語りで「マッチ売りの少
女」ほか

わたげの会 12月10日㈯午後
2時30分～3時30分 中学生以上
の方 西部図書館 当日会場へ

米屋☎33-9011

横浜「除染残土埋めちゃう問題」
★

mitakaごみにケーション 12
月11日㈰午後1時30分～4時30分

市民協働センター 学校・保
育園の放射能対策横浜の会の樋口
敦子さん 500円（資料代） 当
日会場へ 小笠原☎090-1214-
8044

不登校 親の会
フリースペース コスモ 親の会
12月11日㈰午後3時30分～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

ART SCHOOL三鷹の森 作品展
12月13日㈫～18日㈰午前10時

～午後8時（13日は午後3時から、18
日は5時まで） 美術ギャラリー
期間中会場へ 相原☎45-1659 

おしゃべり広場「冬の小物他持ち
寄り作成」

三鷹市の福祉を進める女性の会
12月14日㈬午前10時～正午

福祉会館 100円 ふるたに
☎090-4713-5210

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）
12月15日㈭午前10時～11時30

分 外国籍、国際結婚の母親
ICU心理相談室 当日会場へ 同
会 ☎34-5498・ hachinoko@
ba2.so-net.ne.jp

講演「大人も楽しめる子どもの絵
本」★

みんなのみたか 12月17日㈯
午後2時～4時30分 20人 社会
教育会館 元愛知淑徳大学教授の
窪田守弘さん 当日会場へ（先着
制） 倉林☎090-2741-1208

第140回井の頭かんさつ会「土に
暮らす生きもの」

井の頭かんさつ会 12月18日
㈰午前10時～正午 井の頭公園

300円 同 会 http://kan 
satsukai.net/ 同会（村上） ken 
tax.high@gmail.com

第54回三鷹 自分の死を考える
集い―「死に話」ばかりでごめん
なさい

12月18日㈰午後2時～4時 市
民協働センター 1,000円 当日
会場へ 醤野☎47-9384（午後8
時以降）

みたか・みんなの広場の催し
①市民リレートーク：㈱嗚呼の

中井雄平さん「絵手紙とインター
ネットコミュニティ」＝12月19日
㈪午後3時～4時30分、②お茶と
雑談：市民の集いの場「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、②
500円 なりきよ☎080-1362-
5359（先着制。当日参加も可）

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
12月20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

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

12月20日㈫午後0時30分～2時
当日会場へ◆物品提供は冬物衣

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

三鷹雑学大学第19回講義「国際
結婚3話―クーデンホフ光子・
ベルツ花・モルガンお雪」

12月25日㈰午前10時～正午
消費者活動センター 当日会場へ

岩永☎090-4220-1227・
http://mzatsugaku.wpblog.jp/

クリスマスダンスパーティー
みたか・ダンス交流会 12月

25日㈰午前10時～正午 社会教
育会館 500円 当日会場へ
羽根田☎44-1099

会員募集
さわやかヨガの会

毎月3回水曜日午前10時～11時
30分 福祉会館 入会金2,000
円、月額3,000円 井上☎31-
5993

いきいき俳句会
毎月第2土曜日午後1時～4時

福祉会館 月額1,000円 中
村☎32-9526

ラテン研究会（ラテンダンス）
毎週火曜日午後7時～9時 三

鷹駅前コミュニティセンター 入
会金1,000円、月額2,500円
大内☎・ 31-8656

美どり会（詩吟、歌謡吟詠）
毎週土曜日午前10時～正午

福祉会館 入会金1,000円、月額
500円 芦沢☎47-6405

ヨガサークル「フレッシュヨガ」
毎 週 水曜日午前10時30分～

正午 新川中原コミュニティセ
ン タ ー 月 額4,000円（月4回 開
催時） 同会 fresh_yoga_
mitaka@yahoo.co.jp

MCC三 鷹コミュニティクラブ
（クラス別コーチ付きスイミング）

毎週日曜日午前9時～11時

第二体育館屋内プール 入会金
1,000円、月額1,500円 坂田
☎090-8740-4693

下連雀トリム体操（ストレッチ健
康体操）

毎週水曜日午前10時15分～正午
三鷹駅前コミュニティセンター
入会金1,000円、月額2,500円

堀井☎41-5377

三鷹カラオケゆたか会
毎週土・日曜日午前10時～正午
福祉会館 月額1,000円

金子☎03-3307-1937

みたか心理学学習会
毎月第2・4火曜日午前10時～

正午 三鷹駅前コミュニティセン
ター 月額1,000円 本田☎・

76-6362

伝言板
ルーテル学院聖歌隊・ハンドベ
ルのクリスマスコンサート

ルーテル学院大学 12月17日
㈯午後1時～2時 同大学チャペル

当日会場へ 同大学企画広報
センター☎32-2949

学生とランチを一緒に！食DE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 12月21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

正月飾りを作ろう
野川公園緑の愛護ボランティ

ア・手細工グループ 12月23日
㈷午前10時～午後3時 15人
同園自然観察センター 700円

（材料代、保険料） 12月5日㈪
から直接または電話で同園サービ
スセンター☎31-6457（先着制）

月刊わがまちジャーナル
12月号地上11chで放送中
唄とともにある人々の暮らし
餅つき唄（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。

太宰治作品朗読会『黄村先生言行録』

●一般寄付
小川　ユキヱ	 10,000円
清水　孝祐	 5,000円
根道　一男	 2,000円
廣田　一男	 1,000円
匿名（3件）	 11,491円

●一円硬貨募金
けやき苑地域サービスデー	
チャリティー飴細工海宝和養	 	
	 7,079円
牟礼寿会	 5,052円
三鷹M-Marche募金箱	 4,767円
吉野　敏雄	 3,631円
SOMPOケアラヴィーレ
武蔵境募金箱	 2,100円

上二親交クラブ	 1,860円
堀合友の会	 1,739円
四ツ葉ときわクラブ	 1,737円
ゆうゆう会	 1,461円
くぬぎ会	 1,381円
介護タクシー大地	 1,350円
榊原　勇	 502円
三鷹市赤十字奉仕団	 365円
㈱エコスTAIRAYA
三鷹新川店募金箱	 277円
匿名	 2,302円

●ボランティア基金
みたかボランティアセンター
募金箱　	 36,518円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（10月分）

（敬称略）

第81回 

写真提供：株式会社テアトルエコー
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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11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


