
3月26日㈰午後1時から
大沢コミュニティセンター
当日会場へ
同センター☎32-6986

連コミスポーツ塾 
ファミリーバドミントン

連雀地区住民協議会
3月11日㈯午後1時～4時
市民
連雀コミュニティセンター
当日会場へ
同センター☎45-5100

中学高校生交流 
バスケットボール大会

3月11日㈯午後1時30分～4時30分
市内の中・高校生または同世代で1

チーム5～10人、6チーム
牟礼コミュニティセンター
室内履き、練習用ボール
3月9日㈭までに申込書を直接または

ファクスで東児童館 46-7070へ（先
着制）

同館☎44-2150
イシモチ船釣り大会

三鷹市釣魚連盟
3月19日㈰午前5時30分市役所また

は三鷹駅南口集合～午後5時30分市役
所解散（雨天決行）

在学・在勤を含む18歳以上の市民お
よび同連盟会員25人

金沢八景
12,500円（乗船料、氷・餌代、保険

料を含む）
さお（無料貸しさおあり）、仕掛け（現地

購入可）、おもり25号・30号、餌（支給〈ア
オイソメ〉あり）、帽子、長靴（スニーカーで
も可）、防寒雨具、昼食、15ℓ程度のクーラー
ボックス、飲み物、酔い止め

3月15日㈬までに必要事項（11面
参照）・貸しさおの有無を同連盟（好野）
☎090-1129-8190・ yoshino@ci. 
kagu.tus.ac.jpへ（先着制）
体育館ありがとう＆さよなら・ 
チャリティダンスの集い

三鷹市ダンススポーツ連盟
3月26日㈰午後1時30分～4時
第一体育館
500円（飲み物付き）
ダンスシューズ
当日会場へ
同連盟（堀江）☎48-7451

初級登山教室
三鷹市体育協会、三鷹市山岳連合会
①講習会＝3月29日、5月10・31日、

「第1回 みたかFabコンテスト」 
入賞作品展

①3月13日㈪～17日㈮午前11時～午
後10時（14日㈫を除く）、②21日㈫～
24日㈮午前8時30分～午後5時（いずれ
も最終日は4時まで）

①カフェ ハイファミリア（三鷹産業
プラザ内）、②市役所1階市民ホール

期間中会場へ
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

介護者ひろば
①3月16日㈭午後2時～4時、②17日㈮

午前10時～正午、③24日㈮午後1時～3時
介護者、介護経験者
①高齢者センターけやき苑（深大寺

2-29-13）、②特別養護老人ホーム恵比
寿苑（牟礼1-9-20）、③みんなの家6丁
目（下連雀6-13-10篠原病院敷地内）

当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

朗読と音楽のつどい
　朗読は宮沢賢治作『よだかの星』。

井の頭地区住民協議会
3月18日㈯午後3時～4時
井の頭コミュニティセンター本館
当日会場へ
同センター☎44-7321

税に関する絵はがきコンクール 
表彰式典
　三鷹市・武蔵野市・小金井市の小学
生を対象に行った同コンクールの表彰
と、入選作品の展示を行います。

3月18日㈯午後3時～5時30分
武蔵野公会堂（武蔵野市吉祥寺南町

1-6-22）
当日会場へ

（公社）武蔵野法人会事務局☎51-1441、
市市民税課☎内線2355
社会教育会館、下連雀図書館 
お別れ16ミリフィルム映画会

3月19日㈰①子ども向け『くまの子
ウーフ』ほか＝午後1時30分～3時、②
大人向け『わたしたちの町みたか』ほか
＝午後3時～4時30分

市民各30人
社会教育会館
当日会場へ（先着制）
同館☎49-2521

市指定文化財「大沢二丁目古民家
（仮称）」一般公開に向けた見学会

①解体調査見学会＝3月20日㈷午前
10時から、10時30分から、11時から、
②神代農場わさび田見学会＝25日㈯午
前10時～正午（雨天決行）

①各回15人、②40人
①同施設（大沢2丁目）、②同農場（調

布市深大寺南町4-16-23）
動きやすい服装・靴

必要事項（11面参照）、①は希望回
を生涯学習課☎内線3316・ shogai 
@city.mitaka.tokyo.jpへ（いずれも先
着制）
※自家用車での来場はご遠慮ください。
日本無線㈱史料展示室の特別公開

3月24日㈮①午後2時～2時30分、②
2時30分～3時

各10人
同社（牟礼6-21-11）

3月6日㈪～15日㈬に必要事項（11
面参照）・希望回を生涯学習課☎内線
3315・ shogai@city.mitaka.tokyo.jp
へ（先着制）
第29回大沢コミュニティ音楽会

大沢住民協議会

6月28日、7月26日、8月30日、9月6日
の水曜日午後7時～9時、②実習＝4月1日、
5月13日、6月3日、7月1・29日の土曜日、
9月2日㈯・3日㈰（1泊2日）、10月15日㈰

在学・在勤を含む市民で、4～5時間
程度の登山ができる方40人

①三鷹駅前コミュニティセンター、
②高尾山、景信山、高畑山、クライミ
ングジムほか

4,000円（テキスト代、保険料などを
含む）、交通費、食事代、クライミング
ジム利用料などは実費

3月23日㈭（必着）までに往復はがき
で必要事項（11面参照）・登山経験（年数
など）を「〒181-0002牟礼3-6-8鶴田昌
昭」へ（申込多数の場合は抽選）

同会（鶴田）☎44-8636
秋本つばさの骨盤体操教室

三鷹市ベッセルスポーツクラブ
4月13～27日、5月11・18日の木曜

日午後1時～3時（全5回）
在学・在勤を含む市民40人
SUBARU総合スポーツセンター（4月

開設予定）
アクション女優の秋本つばささん
2,500円
必要事項（11面参照）を「〒181-0002

牟礼6-18-5国沢嘉代子」・ 42-46 
67・ besserung2017@gmail.comへ

（先着制）
同クラブ（国沢）☎42-4667

第1回大菊作り講習会
3月12日㈰午後1時30分～3時30分
JA東京むさし三鷹緑化センター（農

業公園内）
三鷹菊友会のみなさん
作業に適した服装
当日会場へ
同センター☎48-7482

※自家用車での来場はご遠慮ください。
消費者セミナー「子どもの消費者力」

3月14日㈫午前10時～正午
在学・在勤を含む市民40人
消費者活動センター
消費生活アドバイザーの池見浩さん

3月6日㈪から直接または電話で同
センター☎43-7874へ（先着制）
三鷹いきいきプラス 
iPad無料体験会

3月14日㈫・16日㈭午前10時～正午
（全2回）

55歳以上の市民でiPad初心者または
未経験者10人

三鷹産業プラザ

3月6日㈪以降の月・水・金曜日
午前10時～午後4時に同会事務局☎70-
5753へ（先着制）
防災講座

東部地区住民協議会
3月15日㈬午前8時牟礼コミュニティ

センター集合
10人
東京臨海広域防災公園「そなエリア東

京」（江東区）、NHK放送博物館（港区）
1,500円

3月12日㈰までに同センター☎
49-3441へ（先着制）
ファブスペースみたかワークショッ
プ「モデリングマシンでオリジナル
マグネットをつくろう」

3月15日㈬午後1時30分～4時
4人
三鷹産業プラザ
1,500円（材料代を含む）
必要事項（11面参照）を同施設 fab 

space@mitaka.ne.jpへ（先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

講演会 
「歴史問題としての二世三世問題」

NPO法人中国帰国者の会、市
3月19日㈰午後1時30分～4時30分

（1時開場）
60人
三鷹市公会堂さんさん館
当日会場へ（先着制）
同会事務局☎070-5588-7827、市地

域福祉課☎内線2614
市民公開講座「すこやかに生活する
ための肺を知ろう」

3月25日㈯午後2時～3時30分
市民100人
三鷹産業プラザ
杏林大学病院呼吸器内科医師の横山

琢磨さん、髙田佐織さん、石井晴之さん
3月17日㈮までの平日午前8時45分～

午後5時に中外製薬㈱東京第一支店東京
営業部☎042-523-6661へ（先着制）

同社☎042-523-6661、市健康推進
課☎46-3254
上級救命技能再講習会

駅前地区自主防災連合会、（公財）東京
防災救急協会

3月26日㈰午後1時30分～4時30分
在学・在勤を含む市民で、上級救命

技能講習または上級救命技能再講習を
受講後3年が経過した方20人

三鷹駅前コミュニティセンター
3月22日㈬までに直接または電話

で同センター☎71-0025へ（先着制）
歌って元気！ 
思い出の昭和の歌謡曲

連雀地区住民協議会
4月1・15日の土曜日午後1時30分～

　いずれも1科目に限り受講料（教材代別途）から1,500円を市と大学が助成します。
科目により異なる　 学生を除く18歳以上の市民
住所などが確認できるもの

市民聴講生を募集します 
市生涯学習課☎内線3316（助成について）

◆杏林大学
1科目11,000円
3月7日㈫～29日㈬午前9時30分～午後

9時30分に受講料を三鷹ネットワーク大学
へ（日曜日は午後5時まで。月曜日を除く）

三鷹ネットワーク大学☎40-0313
※科目など、くわしくは三鷹ネットワー

ク大学ホームページ http://www.
mitaka-univ.org/へ。

◆国際基督教大学
1科目15,000円
同大学ホームページ http://

www.icu.ac.jp/へ申し込みのう
え、3月30日㈭までの平日午前9
時～午後5時に受講料を同大学総
務グループ社会サービス担当へ

（正午～午後1時を除く。郵便振
替可）　 同大学☎33-3013

◆ルーテル学院大学
1科目5,000円
3月13日㈪～4月3日㈪の平日午前9時

～午後4時30分に申込書と受講料を同大
学学生支援センターへ（午前11時45分
～午後0時45分を除く。郵便振替可）　

同大学☎31-4682
※科目など、くわしくは同大学ホームペー

ジ http://www.luther.ac.jp/へ。
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