
リサイクル市民工房の催し
①折り紙のおひなさま作り＝2月22

日、②おひなさま刺しゅう作り＝3月1
日、いずれも水曜日午後1時～3時30分

各12人
はさみ、筆記用具、①折り紙・千代

紙・包装紙など、びょうぶ用厚紙B5
程度、接着剤、②刺しゅう糸10色程度、
刺しゅう針、裁縫道具、あれば額縁（18
×13㎝程度）

①2月14日㈫、②21日㈫（いずれも
必着）までに往復はがきで必要事項（11
面参照）を「〒181-8555ごみ対策課」へ

（申込多数の場合は抽選）
同課☎内線2533
講演会「相続と遺言」

連雀地区住民協議会
2月25日㈯午後1時30分～2時30分
30人
連雀コミュニティセンター
行政書士の星川和男さん

直接または電話で同センター☎
45-5100へ（先着制）
①災害救助講話・②防災講座

連雀地区住民協議会
2月28日㈫午後7時～8時
市民50人
連雀コミュニティセンター
①三鷹消防署下連雀出張所長の三

好慎悟さん、②市防災課職員
直接または電話で同センター☎

45-5100へ（先着制）
シンポジウム「私たちがもっとまち
にかかわりたくなる方法」	

NPO法人みたか市民協働ネットワーク
3月4日㈯午後2時～5時
60人、保育（1歳～未就学児）6人
市民協働センター
編集家でプロジェクトエディター

の紫牟田伸子さん、まちづくりファシ
リテーターの山口覚さん

保育希望者はおむつ、着替え、おや
つ、飲み物など

当日会場へ。保育希望者は2月22 
日㈬までに同センター☎46-0048・  
46-0148・ kyoudou@collabo- 
mitaka.jpへ（いずれも先着制）
認知症を知ろう！	
認知症サポーター養成講座

3月4日㈯午後2時～3時30分

50人
市民協働センター
西部地域包括支援センター職員

高齢者支援課☎内線2622へ（先
着制）
市民ふくし講座	
「成年後見制度と成年後見人の仕事」

3月4日㈯午後2時30分～5時（2時か
ら受付）

60人
三鷹駅前コミュニティセンター

権利擁護センターみたか☎46-
1203へ（先着制）
市民防災講座

三鷹市社会福祉協議会、ボランティ
ア活動推進協議会、三鷹青年会議所

3月12日㈰午後1時～5時
在学・在勤を含む市民25人
みたかボランティアセンター

必要事項（11面参照）を同セン
ター☎76-1271・ 76-1273・
chiiki@mitakashakyo.or.jpへ（先着
制）
マジック入門

連雀地区住民協議会
3月17～31日の毎週金曜日午前10

時30分～午後0時30分（全3回）
20人
連雀コミュニティセンター
プロマジシャンのミスターTさん
1,200円
2月6日㈪から参加費を同センター

へ（先着制）
同センター☎45-5100

市民住宅入居者	
（中堅所得者のファミリー向け住宅）
◆申込資格　以下の条件を満たす方
①自ら居住する住宅が必要、②入居者
と同等またはそれ以上の所得のある連
帯保証人（国内に居住）を立てられる、
③同居親族がいる、④世帯の所得金額
が基準額の範囲内、⑤申込者・同居親
族が暴力団員でない
◇ドゥマンクレール三鷹（新川3-12-3）
募集＝3戸（①102・②103・③105号室、

3LDK、①②69.88㎡、③69.90㎡）、家
賃月額＝119,000円、共益費＝7,000円
◇下連雀市民住宅（下連雀3-30-12中央
通りタウンプラザ5～7階）
募集＝1戸（605号室、3LDK、68.35㎡）、
家賃月額＝147,000円、共益費＝8,000
円
※いずれも敷金・礼金・更新時手数料
はありません（退去時に修繕費などの負
担金が発生する場合があります）。
※ドゥマンクレール三鷹は、平成30年
3月末で市民住宅としての借り上げ期間
満了のため、以降は敷金・礼金・更新
時手数料が掛かる場合があります。
◆申込書・募集案内　2月6日㈪～15日
㈬に㈱まちづくり三鷹、都市計画課（市
役所5階52番窓口）、市政窓口で配布

2月15日までにはがき1枚を同封し
た入居申込書を直接または2月16日㈭

（消印有効）までに郵送で「〒181-8525
㈱まちづくり三鷹」へ（申込多数の場合
は抽選。抽選後の空室は先着制）

同社☎40-9669、同課☎内線2813
東京都下水道局の下水道モニター
◆期間　4月1日から1年間

4月1日現在20歳以上の都民で、ホー
ムページの閲覧と電子メールの送受信が
できる方1,000人程度（公務員・同モニ
ター経験者・島しょ在住者を除く）

2月28日㈫までに同局ホームページ
http://www.gesui.metro.tokyo.

jp/へ（申込多数の場合は選考）
同局☎03-5320-6693
リサイクルショップ出店者

東部地区住民協議会
3月12日㈰午前11時～午後2時
20区画
牟礼コミュニティセンター
500円

3月5日㈰までに同センター☎49-
3441へ（先着制）
「ミタカフェ」マイデスク	
（貸しデスク）利用者
◆利用期間　4月4日㈫～平成30年3月
31日㈯午前9時～午後10時（1月1日㈷
を除く）
◆環境・設備　LAN回線、メールボッ
クス、ロッカー、机、椅子、袖机

今後ビジネスを始めようとしている
方、創業間もない方13人

三鷹産業プラザ
月額9,750円（三鷹iクラブ会費を含む）
2月28日㈫午後5時（必着）までに必

要書類を「〒181-8525㈱まちづくり三
鷹」・ mitacafe@mitaka.ne.jpへ（書類
選考後に面談）
※くわしくは同社ホームページ http: 
//www.mitaka.ne.jp/へ。

同社☎40-9669
※利用者は三鷹iクラブに入会していた
だきます。
ファブスペースみたか	
レンタルボックス出展者
　作品の展示・販売などに使えるボック
ス（縦33.5㎝×横33.5㎝×奥行き38.5㎝）。

5人
三鷹産業プラザ
月額2,160円
必要書類を「〒181-8525㈱まちづく

り三鷹」・ fabspace@mitaka.ne.jp
へ（面談のうえ、選考）
※くわしくはファブスペースみたかホー
ムページ http://fabmitaka.co/へ。

同社☎40-9669

しごとの相談窓口
2月8日㈬午前9時30分～正午（11時

30分まで受付）
内職相談は市民
三鷹産業プラザ
雇用保険受給者は雇用保険受給資格

者証、内職相談者は身分証明書
当日会場へ
生活経済課☎内線2543
若者・中小企業交流会

2月22日㈬セミナー＝午後0時30分
～1時30分（正午から受付）、交流会＝
午後1時40分～4時30分（3時30分まで
受付）

学生または求職活動中で29歳以下の
方50人

三鷹産業プラザ 
筆記用具

東京しごとセンター多摩☎042- 
329-4510・ https://www.tokyo 
shigoto.jp/tama/へ（先着制）

パフォーマンスキッズ・トーキョー　
ダンス公演　ザ・スダッティングタイムス
三鷹市公会堂　光のホール
全席自由（未就学児入場可）　入場無料（先着制）
2月26日㈰　午後2時開演（1時30分開場）

NPO法人芸術家と子どもたち
ホームページ http://www.
children-art.net/pkt-mitaka 
2016-kanran/へ

同法人☎03-5961-5737
［出演］小学3～6年生
［構成・振付］平原慎太郎（振付家・ダンサー）
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亭文菊　二人会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
5月14日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝2月5日㈰
一般＝2月9日㈭
会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円
　華の若手実力派の二
人の高座を存分にお楽
しみください。
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　二人会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
6月11日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝2月5日㈰
一般＝2月9日㈭
会員＝2,250円
一般＝2,500円
学生＝1,500円
高校生以下＝1,000円
　落語と講談、それ
ぞれの持ち味全開で
火花を散らす、若手有望株の競演です。

チケットインフォメーション

©仙道美穂子
古今亭文菊 神田松之丞（講談）春風亭一之輔

©キッチンミノル
桂宮治（落語）

友の会『マークル』会員募集中！　年会費／2,000円　会員特典／チケットの優先予約・割引（1公演2枚まで）・ポイントサービス、情報誌の送付、チケットの無料送付（口座会員のみ）、芸術文化センター・三鷹市公会堂レストランでの飲食代金10％オフなど。

●窓口販売 10:00～19:00 月曜日休館
（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）
芸術文化センター／三鷹市公会堂さんさん館／美術ギャラリー
※学生券をお求めの方は、公演当日身分証明書をお持ちください。
※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。

料金500円、対象は1歳～未就学児、
定員10人（公演の2週間前までに申し込む） 
※特に記載のない場合は、公演事業は未就

学児の入場をお断りしています。

●インターネット予約（要事前登録）
パソコン  http://mitaka-art.jp/ticket
携帯電話  http://mitaka-art.jp/ticket-m 
 （座席自動採番）

●電話予約　
芸術文化センター  
☎47-5122	
	10:00～19:00

財団主催の公演チケットまたはチケット半券で、三鷹駅周辺の「チケットパートナーショップ」協力店でさまざまなサービスが受けられます（サービス有効期間は公演日から7日間）。

チケット
お求め方法

発売初日は電話 
とインターネット 
で受け付けし、
窓口販売は翌日
からです。

同財団　☎47-5122
http://mitaka.jpn.org/
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