
◆定例行事
トランポリンの日＝7・21日の火曜日

午後3時30分～4時45分、水曜文庫によ
るおはなし会「おおきく おおきく おお
きくなあれ」＝8日㈬午後3時30分～4時
※そのほかの定例行事は、同館で配布
の『じどうかんだより』や市ホームペー
ジをご覧ください。
◆おもちゃの病院

8日午後2時～4時
特殊部品などの交換は実費
いずれも当日会場へ

◆親子で人形劇「うつぼ猿」
19日㈰午前11時～11時40分
小学2年生までのお子さんと保護者

80組（未就学児は保護者同伴）
当日会場へ（先着制）
同館☎44-2150
星と森と絵本の家の催し（2月）

①わらべうたであそぼ＝11日㈷午後
2時から、②絵本リレー＝15日㈬午後3
時30分から、③おやじの読み聞かせ＝
18日㈯午前10時15分から、④街頭紙芝
居＝18日午前11時30分から、午後1時
から、⑤ICU留学生のおはなし会＝26
日㈰午後1時30分から、2時30分から

当日会場へ
同施設☎39-3401
西児童館の催し（2月）
◆乳幼児のあそびひろば

乳幼児タイム＝開館日の午前9時～
午後1時、サークルタイム＝月～土曜日
午前11時30分～正午

当日会場へ
◆子ども料理教室「カスタードアップル
パイ」

15日㈬午後2時30分から、3時30分から
小学1・2年生
150円
エプロン、三角巾、タオル、皿、フォー

ク、飲み物
13日㈪午後5時までに直接または電

話、ファクスで同館☎31-6039・ 31-
6261へ

同館☎31-6039
一日プレイパーク

2月19日㈰午前10時～午後2時（雨天
中止）

農業公園
当日会場へ
緑と公園課☎内線2835

すくすくひろばの催し（2月）
◆キッズヨガ

22日㈬午後2時～3時
同講座に初めて参加する市内の2歳6

カ月～3歳のお子さんと保護者12組
8日㈬午前10時から直接または電話

で同ひろば☎45-7710へ（先着制）
◆年齢別あそびましょ　ひよこぐみ「こ
ころと発達と食事」

28日㈫午前10時15分～11時45分
初めて参加する平成27年12月1日～28

年4月1日生まれのお子さんと保護者12組
14日㈫午前10時から直接または電

話で同ひろば☎45-7710へ（先着制）
同ひろば☎45-7710
母と子のちいさなお話し会

連雀地区住民協議会
2月27日㈪午前10時30分から
3歳までのお子さんと保護者
連雀コミュニティセンター
当日会場へ
同センター☎45-5100
おやこでよってチョコっとあっぷ
るーむ（3月）

NPO法人みたか市民協働ネットワーク
①ママ護身術エクササイズ（キック

編）＝2日㈭、②つるし端午（たんご）を
羊毛フェルトで作りましょう＝6日㈪、
③色で子育てを楽しく！＝9日㈭、④産
前・産後の骨盤ケア＝13日㈪、⑤ベビー
サインで楽しい子育て＝16日㈭、⑥パ
パの子育て講座「ベビーマッサージ」＝
20日㈷、⑦みんな一緒にベビーマッサー
ジ＝23日㈭、⑧スリングなど抱っこひ
もの安全な使い方・選び方＝25日㈯、
⑨ヨガママで骨盤調整（ハイハイ前）＝
27日㈪、いずれも午前10時30分～正午

特に記載のないものはおおむね3歳
までのお子さんと親、妊婦、①首据わ
り～1歳6カ月のお子さんと母親6組、
②8組、③妊婦、1歳6カ月までのお子
さんと母親6組、④6組、⑤4カ月～1歳
6カ月のお子さんと保護者8組、⑥9カ
月前のお子さんと保護者6組、⑦9カ月
までのお子さんと保護者8組、⑧妊婦、
5カ月までのお子さんと保護者4組、⑨
ハイハイ前のお子さんと母親8組

市民協働センター
①⑤⑨1,500円、②⑥⑦1,800円、③

④2,000円、⑧1,500円（夫婦2,000円）

むらさき子どもひろばの催し（2月）
◆乳幼児のあそびひろば

大型遊具で遊ぼう・ボールプール＝
月曜日午前10時 ～ 正午（27日㈪ を 除
く）、げんきっ子ランド＝火～金曜日午
前9時～10時50分（9日㈭・21日㈫を除
く）、みんなであそぼ！＝火～金曜日午
前11時 ～11時30分（7日㈫ ～9日・15
日㈬・21日を除く）

就学前のお子さん
当日会場へ

◆乳幼児対象のスペシャルイベント
①手形スタンプ＝7日・8日㈬午前11

時～11時30分、②リズム遊び＝9日午
前11時～11時30分、③にこにこキッ
ズ（あそびとおしゃべりの会）＝15日午
前10時45分～正午（10時30分から受
付）、④ステンドグラス工作=18日㈯
午前10時30分～11時30分、⑤mama
カフェ＝21日午前10時30分～11時30
分、⑥変身スペシャルバースデー＝27
日・28日㈫午前11時～11時30分

①③⑥就学前のお子さん、②1歳6カ
月～就学前のお子さん、④3歳～就学前
のお子さんと保護者10組、⑤1歳6カ月
までのお子さんと母親10組

③のみ牟礼コミュニティセンター
①⑤タオル、④持ち帰り用袋
当日会場へ（④⑤は直接または電話で

同ひろば☎49-5500へ〈先着制〉）
◆小学生対象のスペシャルイベント

①卓球の日＝月・金曜日午後3時30分
～4時45分、②みんなであそぼうデー＝
火曜日午後3時30分～4時30分、③スポー
ツの日＝木曜日午後3時30分～4時30分、
④ステンドグラスサンキャッチャーを作
ろう！＝18日午後1時30分～3時、⑤卓
球大会＝27日午後3時30分～4時45分

④10人
①③⑤飲み物、タオル（③運動靴）、

④持ち帰り用袋
当日会場へ（④は直接または電話で同

ひろば☎49-5500へ〈先着制〉）
同ひろば☎49-5500
東児童館の催し（2月）
◆乳幼児親子ひろば

①わくわくランド＝月・火・金曜日午
前10時～午後2時（28日㈫を除く）、②ひ
よこランド＝水曜日午前10時～午後1時

①就学前のお子さん、②1歳までの
お子さん

※①防犯ホイッスル付き、②材料代を
含む、③色育絵本付き、④さらし付き、
⑥⑦オイル・シート代を含む。

①抱っこひも、飲み物、タオル、⑥
⑦バスタオル、授乳ケープ

2月15日㈬午前9時から必要事項
（11面参照）・お子さんの名前（ふりが
な）・年齢を同センター☎46-0048・

46-0148・ kyoudou@collabo-
mitaka.jpへ（先着制）
ふたごの親の交流会　	

3月9日㈭午前10時～11時30分（9時
45分から受付）

市内の就学前の双子・三つ子の保護
者、妊婦16人、保育（未就学児）18人

総合保健センター
直接または電話、ファクスで同セン

ター☎46-3254・ 46-4827へ（先着制）

介護給付費通知書を送付します
　平成28年4～9月に介護保険のサービ
スを利用した方を対象に、2月10日㈮
に介護給付費通知書を発送します。
※このお知らせによる手続きなどは必
要ありません。

高齢者支援課☎内線2684
介護予防事業　出前講座	
「お口と栄養のお話」
　口の渇きや低栄養を予防する方法、
高齢者の水分補給のポイントなど。

平日午前10時～午後3時の間で30分
～1時間程度

65歳以上の市民10人以上で構成さ
れる団体

希望日時（第3希望まで）・希望会
場・団体名・代表者の必要事項（11面参
照）・参加予定人数を総合保健センター
☎46-3254・ 46-4827へ
※会場は各団体で確保してください。
高齢者の生活相談会

2月17日㈮午後1時～3時
1人暮らしで生活に不安のある方、介

護や認知症について聞いてみたい方など
連雀コミュニティセンター
当日会場へ
連雀地域包括支援センター☎40-2635

●一般寄付
星野　和子	 200,000円
陶芸利用団体連絡会	 44,500円
三鷹三田会	 28,000円
大野　力弥	 10,191円
濱村　實	 10,000円
なでしこ会	 10,000円
根子　裕	 10,000円
島田　猛	 8,000円
ふじみまつり実行委員会	 7,096円
清水　孝祐	 5,000円
社会教育会館利用者連絡会
	 5,000円
JAM横河電機労働組合	 5,000円
根道　一男	 2,000円
永山　敬子	 1,939円
廣田　一男	 1,000円
キッズクラブ	 650円
匿名（4件）	 90,100円

●一円硬貨募金
㈱ Jマート三鷹店募金箱	 23,935円
新川中原コミュニティセンター
募金箱	 8,747円
東明会	 4,659円
石田　晁生　	 3,216円
四ツ葉ときわクラブ	 2,611円
新中長寿会	 1,764円
くぬぎ会	 1,574円
下連雀羽衣会	 724円
金子　哲夫	 518円
三鷹市赤十字奉仕団　	 499円
牟礼笑楽会	 367円
上二親交クラブ	 332円
いきいき俳句会	 329円
矢野　哲雄　	 313円
匿名（2件）　	 3,236円
●ボランティア基金
三鷹トリム体操クラブ　	 7,199円
渡辺　英祐　	 3,500円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（12月分）

（敬称略）

　市内10カ所の施術所で開催している、少人数制の転倒予防教室です（全12回）。

65歳以上の市民　 タオル、飲み物
日曜日、祝日を除く午前９時～午後0時30分に、しばた整骨院☎47-8580

へ（先着制）

開催場所 曜日・時間 定員
武蔵中央接骨院（下連雀3-42-6） 水曜日午後1時～2時 4～5人
池内接骨院（下連雀6-2-36） 火曜日午後1時～2時 3～4人
南浦整骨院（下連雀6-18-7） 木曜日午後1時～2時 2～3人
たかはし接骨院（牟礼1-8-7） 水曜日午後1時～2時 2～3人
三鷹台整骨院（牟礼2-11-16） 水曜日午後1時～2時 2～3人
さかい接骨院（井の頭3-28-11） 土曜日午前9時30分～10時30分 2人
和田接骨院（中原1-28-1） 水曜日午後0時30分～1時30分 2～3人
新川鍼灸整骨院（新川5-9-7） 木曜日午後1時～2時　 2人
しばた整骨院（新川6-36-37） 水曜日午後1時～2時 4～5人
三鷹健生堂接骨院（井口5-1-4） 水曜日午後1時～2時 3人

「ほねつぎ健康倶楽部」に参加して
健康寿命を延ばしませんか
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