
2月5日発行号
原稿締切日 	 1月13日（金）
2月19日発行号
原稿締切日 	 1月27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。

星と森と絵本の家で 
お正月行事を楽しもう！

催し
みたかふれあいサロンの催し
①PC道場（PC・デジカメ・タブ

レットなどを自分のペースで）＝毎
週水曜日午後1時15分～3時15分
（1月4日㈬を除く）、1月28日㈯午後
6時15分～8時15分、②ケータイ・
スマホなんでも相談会＝1月18日、
2月15日の水曜日午後3時45分～
5時 ①10人、②5人 三鷹産
業プラザ ①2,000円、②1,500
円（いずれも1回） ①当日会場

へ、②NPO法人シニアSOHO普及
サロン・三鷹☎40-2663・ 40-
2664（いずれも先着制）

百人一首講座
三葉会 1月12日㈭午前10時

～11時30分 市民協働センター
500円 当日会場へ 井出☎

42-9769

「謡曲・仕舞おさらい会」をみん
なで楽しむ（宝生流）
三鷹宝生会 1月15日㈰午前

10時～午後3時 寺田舞台（井の
頭3丁目） 池内☎090-4839-
4106

講談・落語寄席のお誘い★
ジョイ・ラック・クラブ 1月

20日㈮午後2時～3時30分 社会
教育会館 講談師の佐々木羅々梅
さん 当日会場へ 小髙☎080-
3472-7272

みたか・みんなの広場の催し
①市民リレートーク：武蔵野市

高齢者支援課の横山美子さん「テン
ミリオンハウスからいきいきサロ
ンへの発展」＝1月30日㈪午前10時
～正午、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、②500円 な
りきよ☎080-1362-5359（先着制、
②は当日参加も可）

月刊わがまちジャーナル
1月号地上11chで放送中

新春特別番組
雅楽にふれて―笙 新春漫才

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。

お正月のスペシャルイベント
◇新年鏡開き
鏡開きと、獅子舞・お囃子（はやし）で
新年をお祝いします。出演は三鷹囃子保
存会のみなさん。
1月5日㈭午後0時30分～1時30分

◇宇宙のかるたで遊ぼう！新春あすと
ろかるた大会
1月9日㈷午後2時～4時
1月の催し
◇むかしあそびの日「おはなしばぁばの
お正月遊びスペシャル」
7日㈯午後2時から

◇おやじの読み聞かせ
15日㈰午前10時30分から

幼児クラブ冬の森のたんけん隊
1月19日～3月16日の隔週木曜

日午前10時30分～11時30分（全5
回）
2歳6カ月以上のお子さんと保

護者（下の子の同伴可）15組
1月11日㈬午前10時30分から

参加者全員の必要事項（7面参照）・
お子さんの生年月日・弟妹の有無
（いる場合は年齢も）・過去のたん
けん隊参加の有無（ありの場合は
回数も）を直接またはファクスで
同施設 39-3402へ（市民・初
めての方を優先して先着制）

特に記載のないものは当日会場へ 同施設☎39-3401（1月4日㈬まで休館）

成人を祝福するつどい（成人式）

		☎	0267-97-3206
	 	0267-97-3207
http://www.sizennomura.jp/

［体育館・グラウンドなどを完備］

JRをご利用の方は、最寄
駅（信濃川上駅）まで車で
送迎します。宿泊申込の
際にご予約ください。

	〒384-1406	長野県南佐久郡川上村大字原591番地362

三鷹市役所発着のバスツアー参加者を募集しています。
◆川上郷自然の村スキー・スノーボードツアー
①1月21日㈯～22日㈰、②2月4日㈯～5日㈰（1泊2日）
各40人（最少催行人数35人）
大人19,800円から、小学生17,800円から、幼児5,000円から（交通費、宿泊費、

リフト代、食事代〈3回分〉を含む。幼児の寝具代、リフト代、昼食代は含みません）
※料金は、申し込み人数や部屋のタイプにより異なります。
①1月7日㈯、②21日㈯までに川上郷自然の村☎0267-97-3206へ（先着制）

◆リフト券付き「わくわくスキープラン」受付中
宿泊と近隣の小海リエックス・スキーバレーまたはシャトレーゼスキーリゾート

八ヶ岳の1日リフト券がセットのお得なプランです。予約時にスキープラン利用とお
伝えください（先着制。2月宿泊分まで利用可）。
1泊2日2食：1日リフト券1枚付き5,800円から（2,300円で1枚追加購入可）
2泊3日4食：1日リフト券1枚付き9,300円から（1枚2,300円で2枚まで追加購入可）

◆宿泊のお申し込みは簡単です！
〔宿泊受付〕	宿泊希望日の3日前までに電話（午前8時30分～午後7時30分）・ファク
	 ス・ホームページで
〔宿泊料金〕	大人3,500円から、小学生2,400円から（1泊2食付き）
◆4月分の優先申込（団体分）
団体（15人以上）受付は、1月15日㈰午前8時30分から。ホームページから申込用
紙を印刷し、必要事項を記入のうえファクスまたは電話で仮予約の後、郵送。

三鷹ネットワーク大学
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

★	 基礎講座
★★		 応用講座	
★★★	専門講座

講座名 日時・定員・講師・費用など
アジア・アフリカ語学院
寄付講座

「日本語教師になるため
の基礎講座」 ★

1月28日㈯午前10時～午後3時
20人
アジア・アフリカ語学院日本語科講師の洲

脇泰さん、山本斉さん 500円

亜細亜大学寄付講座・
西武信用金庫後援
激動するアジアの中での
日本企業の道を探る

（10回シリーズ） ★★
第8回「日中ビジネスの
現状と課題」

2月1日㈬午後6時30分～8時
20人
デロイトトーマツ中国サービスグループディ

レクターで中国律師の鄭林根（てい・りんこん）
さん

国立天文台企画サロン 
アストロノミー・パブ
2月・第125回

「絶賛運用中！
はやぶさ2！！（...の裏）」
★★

ゲストは宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙
科学研究所助教で「はやぶさ2」プロジェクトエ
ンジニアの佐伯孝尚さん、ホストは国立天文
台RISE月惑星探査検討室教授の竝木則行さん。

2月18日㈯午後6時30分～8時30分
25人 3,000円（飲食代を含む）
1月4日㈬午前9時30分～31日㈫午後5時に

申込書を直接または郵送、ファクス、ホーム
ページで同大学へ（申込多数の場合は抽選）

三鷹ネットワーク大学
冬学期受講者募集中！

特に記載のないものは1月4日㈬午前9時30分から申込書を直接または郵送、
ファクス、ホームページで同大学へ（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。
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児童青少年課☎内線2713

新成人のみなさんを中心とした成人式実行委員会が、
楽しいプログラムを企画しています。対象者には12月上
旬に案内状をお送りしました。20歳の記念に、ぜひご参
加ください。
1月9日㈷午後1時～3時30分（0時30分から受付）
平成8（1996）年4月2日～9（1997）年4月1日生まれの方
三鷹市公会堂光のホール・さんさん館
案内状を持参し、当日会場へ（式典のメーン会場〈光の

ホール〉への入場は先着制。定員を超えた場合は中継会場
〈さんさん館〉へご案内）

※自家用車での来場はご遠慮ください（送迎のみ可）。
※現在は市外在住で、三鷹市の成人式に参加希望の方はご連絡ください。

◇式典の部：午後1時～2時30分
パフォーマンス、祝辞、抽選会、先生からのメッセージほか
◇ふれあいの部：午後1時～3時30分
成人式実行委員会企画コーナー、青少年委員企画コーナー「ありが
とうを伝えよう―移動ゆうびん局」、20歳の情報コーナーほか

プ
ロ
グ
ラ
ム

●市役所電話（代表） ☎45-11513 広報みたか No.1586 2017.1.1

主催者		 日時・期間		 対象・定員		 場所・会場		 講師		 費用（記載のないものは無料）		 持ち物		 申込方法		 問い合わせ		 保育あり		 手話（要約筆記）あり

	
	


