
用あり、②時給950円、交通費支給（日
額上限864円）

2月28日㈫午後5時（必着）までに履歴
書（写真貼付）、職務経歴書、メールアドレ 
ス、個人情報の取り扱いについての同意 
書（同社ホームページ http://www.mi 
taka.ne.jp/から入手）を直接または郵送
で「〒181-8525㈱まちづくり三鷹」へ

同社☎40-9669
井の頭保育園　職員
◆職務内容	 ①保育補助、施設掃除な
ど、②施設掃除など（いずれもパートタ
イマー）
◆資格	 ①保育士（無資格者も可）
◆勤務時間	 ①午前7時～午後1時、②
午後4時～7時（いずれも週5日勤務でき
る方歓迎）
◆報酬	 時給1,030円～1,600円（資格

の有無・時間帯による）、交通費支給
平日午前10時～午後6時に同園☎

43-7916へ

住宅リフォーム無料相談会
　三鷹市住宅リフォームセンターの相
談員が住宅の増改築や修繕に関する相
談に応じます。

2月28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

総合オンブズマン相談（3月）
　市政に関する苦情を受け付けます。

片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝2・9 
日、中村一郎さん（弁護士）＝16・23・
30日、いずれも木曜日午後1時30分～4
時30分

相談・情報センター（市役所2階）
同センター☎内線2215へ

第3回三鷹市総合教育会議の傍聴
3月1日㈬午後4時から

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）
平成28年度第2回バリアフリー
のまちづくり推進協議会の傍聴

3月8日㈬午後6時から
10人
教育センター
当日会場へ（先着制）
都市計画課☎内線2816

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

催し
からだもあたまも気持ちもスッキリ 
日曜日！駅前ラジオ体操＆軽いウ
オーキングとごみ拾い＆朝カフェ！

つながりのはじめまして 毎
週日曜日午前6時25分から（雨天
中止） 三鷹駅南口緑の小ひろば

（ジブリ美術館行きバス停東側）
当日会場へ（雨天時は同会

http://enchante-de-connect.
wix.com/enchanteで確認） 同
会☎080-3356-5617

古文書からひも解く牟礼・北野・
新川村の成り立ち

三鷹の歴史研究会 2月20日㈪
午後1時30分～4時 牟礼コミュ
ニティセンター 300円（資料代）

浅野☎・ 43-6210

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＝2月21日㈫、②親子で
楽しむ色育講座―絵本編＝23日
㈭、いずれも午前10時～11時30
分 元気ひろば おれんじ（中原
3-1-65） ①2,000円（オイル、防
水シート代を含む）、②1,500円（材
料代を含む） 同法人 info2@
kosodate.or.jp 同法人☎41-
7021

元気ひろば おれんじの催し
①動物ぽんぽん作り＝2月21日

㈫午後1時～2時30分、②おきゅ
うで簡単セルフケア＝22日㈬午
前10時～11時、③スワロフスキー
デコでしおり作り＝23日㈭午後
1時～2時30分、④おれんじサロ
ン（施設開放日）＝27日㈪午前10
時～午後4時 同会（中原3-1-65）

①1,700円（材料代を含む）、②
1,500円（資料代を含む）、③2,000
円（材料代を含む） 同会①～
③☎76-5940・ 26-9419、④
当日会場へ

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、
毎月第4土曜日午後6時15分～8時
15分、②カルチャー講座 「心」の
作法＝3月2日㈭午前10時～正午

①10人 三鷹産業プラザ ①
2,000円（1回）、②500円  ①
当日会場へ（先着制）、②NPO法人
シニアSOHO普及サロン・三鷹☎
40-2663・ 40-2664

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 2月23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

愛らしく・優しい手仕事 正絹ちり 
めんで作りました生徒達の作品
発表会

一和会ちりめん教室 2月23
日㈭～28日㈫午前10時～午後4
時 一和工房（下連雀1-5-2亀井
方） 期間中会場へ 亀井☎44-
5094

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 2月23
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

三鷹雑学大学「市民メディアとし
てのテレビ局―むさしのみたか
市民テレビ局の挑戦」

2月25日㈯午前10時～正午  
社会教育会館 当日会場へ 岩 
永☎090-4220-1227・ http:// 
mzatsugaku.wpblog.jp/

宮口拓也展―行ってきます
ぎゃらりー由芽 2月25日㈯

～3月12日㈰正午～午後7時（12
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）

うつ友の会・三鷹
2月25日㈯午後1時30分 ～4時
みたかボランティアセンター  

100円 当日会場へ 高橋☎090- 
5209-4411

芋煮会やっぺぇ！
暮らしの保健室みたか 2月26 

日㈰午前11時30分から 30人  
オタリ南浦ビ ル 駐車場（下連雀
7-1-27） 300円（食器・箸持参
で50円引き） 当日会場へ（先着
制） 浜☎050-3708-2749

うたおう会とミニコンサート
みたかカッコウ 2月26日㈰

午後1時30分～3時30分 三鷹市
公会堂さんさん館 1,000円（飲
み物代を含む） 当日会場へ 中
山☎090-9335-7508

大規模公共事業と日本経済のゆ
くすえ★

市民による外環道路問題連絡
会・三鷹 2月28日㈫午後2時～
4時 社会教育会館 同志社大学
大学院教授の浜矩子さん 当日

会場へ 田代☎080-5923-0281

春からの中国語
中国語広場 3月1日㈬～31日

㈮①ゼロから中国語＝毎週水曜日
午後1時30分～3時30分、②初級
中国語＝毎週金曜日午後6時30分
～8時30分 ①三鷹駅前コミュニ
ティセンター、②三鷹駅前地区公
会堂 2,500円（1回、資料代を含
む） おう☎090-8001-9720

どうなる日本？沖縄から読み解
く―司法の本質や地方の切り捨
て★

読み解きレッスン 3月3日㈮
午後1時30分～3時30分 社会教
育会館 弁護士の高木一彦さん

200円（資料代） 当日会場へ
高橋☎070-1471-1588

市民後見人講演会―活動の実際
を聞き、マイノートの書き方を
学ぶ！

NPO法人多摩東成年後見の会
3月3・10日の金曜日午後1時30 

分～4時（全2回） 25人 三鷹市
公会堂さんさん館 増田☎49-
2449（先着制）

俳句の力と芭蕉のことば★
三鷹武蔵野句会 3月4日㈯午

後1時30分～3時30分 社会教育
会館 春耕俳句会主宰の棚山波
朗さん 当日会場へ 岡本☎45-
5568

やさしい社交ダンス入門講座4回
コース（ジルバ・ワルツ・ルンバ・
タンゴ）

ダンスサークル・ペガサス 3
月4・18日、4月1・15日 の 土曜
日午後4時～5時30分 三鷹駅前
コミュニティセンター 500円（1
回。高校生以下は無料） 当日会
場へ 大内☎31-8656

第7回三鷹市小学生囲碁大会・入
門講座

同大会実行委員会 3月5日
㈰午前9時30分～正午 社会教
育会館  2月28日㈫までに必 
要事項（11面参照）・学校名・段級 
位を同会 mitaka.syogakusei.
igo@gmail.com

健康体操：笑う呼吸法（笑いヨガ）
わっはは！わいわいクラブ（三

鷹） 3月5日㈰・14日㈫・26日 
㈰午前10時40分～正午 連雀コ
ミュニティセンター 500円（1
回） ハラ☎090-3902-9691・ 

47-5033

気楽に手作りの会（粘土アート・
羊毛・トールペイント・つる＆籐・
押し花）

3月9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 土生☎090-4821-
9511

げんこつ寄席
学童保育げんこつ組 3月18

日㈯午後2時～4時 ルーテル学
院大学 1,000円、小学生以上
500円、3歳以上200円（当日予約
なしは1,300円、子ども800円）

同会（中村）☎32-3081

親子でモヤモヤ解消小1の壁！学
童準備サロン

ちいきち 3月19日㈰午後1時 
30分～3時30分 中原地区のお子 
さんと保護者 中原地区公会堂 

500円 同 会 https://
ws.formzu.net/fgen/S71309 
674/ 清水☎050-5317-9772

会員募集
茶道研究会

毎週木曜日午前11時～午後0時
30分 関宅（大沢1-2-16） 月額
5,000円 恵和会（関）☎・
90-5599

シャントン・レ・シャンソン（シャ
ンソン歌唱とリズムストレッチ）

毎月第2・4火曜日午前10時
30分～正午 安田宅（井の頭4-5- 
18） 入会金2,000円、月額3,000 
円 安田☎48-4811

にじいろヨガクラブ
毎週火曜日午前10時～11時30 

分 山中地区公会堂 入会金
2,000円、月額3,000円 同ク
ラブ nagi168@gmail.com

トマトの会（英会話初級）
毎週土曜日午後1時30分～3時 

30分 社会教育会館 月額5,000 
円 川越☎・ 49-6532

カントルムみたか（ジュニア合唱団）
毎週土曜日午後1時30分～4時
井の頭、牟礼地区の公共施設
入会金1,000円、月額＝幼児

2,000円、小学1～3年生3,000円、
小学4年生～中学生4,000円
前田☎090-9840-6334

NPO法人鷹ロコ・ネットワーク
大楽（チアダンスキッズクラス・
シニアクラス）

毎週水曜日①幼児＝午後4時～

5時、②小学生＝午後5時～7時、
③シニア＝午後7時～8時30分
連雀コミュニティセンター 月額
4,000円 林田☎24-7500・

24-7070

こでまり（フォークダンス）
毎月第2・4火曜日午後1時30

分～4時 井の頭コミュニティ
センター 月額600円 畑☎
46-1086

初級英会話、中国語会話
毎週月曜日①中国語＝午後1時

～3時、②英語＝午後3時～5時
社会教育会館 月額①4,000円、
②1,800円 石☎090-1837-
4491

花工房（フラワーアレンジメント）
毎月2回日曜日午前10時～正午
市民協働センター 1回1,800

円 山口☎・ 71-6201

ベッセルスポーツクラブヨガ部
毎月第1～3金曜日午後3時～

4時30分 第二体育館 入会金
1,000円、 月会費1,000円、1回
300円 大岡☎46-4947

伝言板
Organ for Kids　オルガンのひ・ 
み・つー小学生と保護者のための
オルガンレクチャーコンサート

ICU宗教音楽センター 2月26 
日㈰午後2時～3時 同大学礼拝
堂 当日会場へ 同センター☎
33-3330（未就学児は入場不可）

糖尿病教室
武蔵野赤十字病院 3月4日㈯

午後1時～3時 同病院 500円
当日会場へ 同病院（鶴田）☎

32-3111

第59回公開講演会「職場のメン
タルヘルスと復職支援プログラ
ムの実際」

井之頭病院 3月11日㈯午前
10時～正午（9時30分開場） 120
人 同病院 当日会場へ（先着
制） 同病院☎44-5331

ノルディックウォーキング教室
―春の緑道を歩こう

西武・武蔵野パートナーズ
3月11日㈯午前10時井の頭公 

園集合 ～ 正午（全長約5km）
500円（保険料、足形測定代）

直接または電話で野川公園サ 
ービスセンター☎31-6457

3月19日発行号
原稿締切日	 2月	24日（金）
4月2日発行号
原稿締切日	 3月9日（木）

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。
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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。


