
5月7日発行号
原稿締切日 	 4月11日（火）
5月21日発行号
原稿締切日 	 4月25日（火）

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。

催し
第11回彩友会油絵展

4月4日㈫～9日㈰午前10時～午
後5時（4日は午後1時から、9日は4
時まで） 美術ギャラリー 期間
中会場へ 伊藤☎32-0979

花のシンフォニーファンタジッ
ク水彩画グループ展

花の絵ファンタジック水彩画の
会 4月4日㈫～9日㈰午前10時
30分～午後7時（4日は午後1時か
ら、9日は5時まで） 美術ギャラ
リー 期間中会場へ 望月☎44-
6160

笑って免疫力UP！ラフターヨガ
（笑いヨガ）

三鷹台ラフタークラブ 4月
4・18日の火曜日午前10時30分～
正午 牟礼地区公会堂 500円

（1回） 高瀬☎55-5058

元気ひろば おれんじの催し
①セルフフットケア講座＝4月5

日㈬午前10時～11時30分、②iPad
で脳若トレーニング＝6・20日の
木曜日午後1時～2時30分、③カラ
オケ教室＝14・28日の金曜日午前
11時～午後0時30分、④ふまねっ
と運動教室＝19日㈬、⑤大人のア
トリエ＝21日㈮、いずれも午後1時
～2時30分 同会（中原3-1-65）

①1,500円、②⑤1,000円、③
2,000円、④500円（②③1回。④茶
菓代を含む。⑤材料代を含む）

同会☎76-5940・ 26-9419

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：楽し
い俳句（2）＝4月27日㈭午前10時
～正午 ①10人 三鷹産業プラ
ザ ①2,000円（1回）、 ②500円

①当日会場へ（先着制）、②
NPO法人シニアSOHO普及サロン・
三鷹☎40-2663・ 40-2664

みたか・みんなの広場の催し
①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、②ノルディック 
ウォーク友の会＝毎週土曜日午前
10時から、③市民リレートーク：
ふれあいデンタルクリニック院長
の根元祐子さん「高齢者と歯の健
康」＝4月24日㈪午後1時30分～3
時 ①③10人 ①③同会（下連雀
4-5-19みたかの家内）、②市民協働
センター ①500円、③200円

なりきよ☎080-1362-5359（①
③先着制）

クイックステップ講習会フライ
トして軽やかに！

ダンスサークルファルコン 4
月6・20日の木曜日午後7時30分～
8時30分 三鷹駅前コミュニティ
センター 1,000円（1回） 当日
会場へ 原田☎042-309-3820

第10回「森の地図スタンプラリー」
（一社）武蔵野コッツウォルズ 4

月8日㈯～5月28日㈰午前9時から
三鷹市、調布市、府中市、小平

市、小金井市、武蔵野市 一部入園
料などが掛かります 期間中各会
場へ※くわしくは同法人 http://
www.musashino-cotswolds.
jp/ 同法人（鈴木）☎32-0962

4月おはなしの森―昔話や文学小
品を語りで「わらしべ長者」ほか

わたげの会 4月8日㈯午後2時
30分～3時30分 中学生以上の方

西部図書館 当日会場へ 米
屋☎33-9011

NPO法人子育てコンビニの催し
羊毛フェルトでつるし端午を作

ろう＝①4月11日㈫、②17日㈪、③
親子で楽しむ色育講座―想像の 
ワーク編＝13日㈭、いずれも午前
10時～11時30分 ①みたかボラ
ンティアセンター、②③元気ひろ 
ばおれんじ（中原3-1-65） ①②
1,800円、③1,500円（いずれも材料
代を含む） 同法人 info2@ko 
sodate.or.jp 同法人☎41-7021

職場体験説明会―進路・就職に
悩む若者またはご家族の皆さんへ

NPO法人文化学習協同ネット 
ワーク 4月11日㈫・28日㈮午後
2時～3時 同法人（下連雀1-14-
3） 丸山☎70-5067

①②知育・造形、②母子分離（就
園準備）リトミック！

ぷりも・ももリトミック 4月
13・20日の木曜日午前9時30分～
11時 ①平成27年4月2日～28年
12月31日生まれのお子さんと母
親、 ②26年4月2日 ～27年4月1日
生まれのお子さんと母親、各15組

芸術文化センター 500円（1
回） 清沢☎080-1227-3048

（平日午後1時～3時）・ p.ryth 
mique@gmail.com（先着制）

楽しいゲームで脳活性化（第3回）
NPO法人鷹ロコ・ネットワーク

大楽 4月15日㈯午後1時30分～
3時30分 三鷹産業プラザ 700

円（茶菓代を含む） 同法人（船
木）☎24-7500・ 24-7070・

info@takaloco.jp

新年度三鷹の歴史検証と歴史探
訪の企画発表

三鷹の歴史研究会 4月15日㈯
午後1時30分～5時 三鷹市公会
堂さんさん館 300円（資料代）

太田☎・ 48-5952

第49回春のミニコンサート
三鷹市PMSジャズオーケストラ
4月15日 ㈯ 午 後6時30分 ～9時
三鷹駅前コミュニティセンター
当日会場へ 同会 http://

pmsjazz.com/・ pmsjazz@
yahoo.co.jp

市民福祉学習会「認知症を学ぼ
う―大事な早期発見とコミュニ
ケーション」

三鷹市の福祉をすすめる女性の
会 4月16日㈰午後3時～4時
福祉センター 当日会場へ 嶋
﨑☎46-3665

不登校 親の会
フリースペース コスモ 親の会
4月16日㈰午後3時30分～5時
NPO法人文化学習協同ネット

ワーク（下連雀1-14-3） 同法人
（平岩）☎47-8706

相続・遺言等相談会
行政書士暮らしの相談センター
4月18日㈫午前10時～午後4時

30分 三鷹市公会堂さんさん館
同センター（菅井）☎24-70 

69・ 24-7441（当日参加も可）

手漕ぎ和船で川下りと船番所・
東京海洋大学博物館見学

三鷹人倶楽部 4月19日㈬
午前9時仙川駅集合～午後5時
20人 500円（乗船料・入館料を
含 む） 草 野 ☎090-1207-41 
96（先着制）

第159回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 4月

23日㈰午前9時50分集合（雨天決
行）三鷹駅南口デッキ上、市民ガイ
ドが持つのぼりが目印。コースは
約2時間40分。希望者は朗読を聞
きながら昼食も 当日集合場所へ

こやの☎44-0981

尺八の体験と演奏「尺八で歌おう」2
三鷹音楽連盟 4月23日㈰午後

3時～4時30分（2時30分 開場）
生涯学習センター 1,500円、高
校生以下700円 沢田☎090-
9801-4030

国際ケッコンのパパ・ママ・こど
もの交流・友達・仲間づくりの会

インターナショナルフレンズ
4月25日㈫午後3時～4時 井の頭
東部地区公会堂 当日会場へ
楠 ☎090-6405-5120・ Intl.
Friends123@gmail.com

プリザーブドフラワーを使って母
の日フラワーアレンジを作ろう

flower non 4月26日㈬ 午前
10時から 三鷹市公会堂さんさん
館 3,000円 石井 ☎090-
3473-0270

第144回井の頭かんさつ会「春の
お花観（はなみ）」

井の頭かんさつ会 4月30日㈰
午前10時～正午 井の頭公園
300円 同会 http://kansa 
tsukai.net/ 同会（小町） peti 
ttown@jcom.zaq.ne.jp

みたか・ダンス交流会
楽友ダンスサークル 4月30日

㈰午後1時～3時 生涯学習セン 
ター 500円 当日会場へ 原
田☎080-6675-2237

NPOテニスレッスン
NPO法人テニスネットワーク
①5月10日～6月28日の毎週水

曜日午前9時～正午、②5月11日～
6月29日の毎週木曜日午後2時～5
時30分 大沢総合グラウンドテニ
スコート ①②大人2,000円（1
回）、②小学生700円（1回） 同
法人（菊地）☎03-5314-3737

消費者向け「木造住宅これだけ
は知っておいて欲しい・建築知
識の講習会」

北多摩建設産業労働組合 5月
17日～6月7日の毎週水曜日午後7
時～9時（全4回） 在勤を含む市民

（建築・不動産業者の受講不可）
消費者活動センター 12,000円

（資料代） 同組合☎70-0771・
70-0772

会員募集
フラサークル ミリア

毎月第1～3金曜日午前10時～11
時15分 新川中原コミュニティセン
ター 入会金2,000円、月額3,000
円 谷中☎090-7008-0096

三鷹・武蔵野マーマーコール（女
声合唱）

毎週金曜日午前10時10分～午
後0時20分 三鷹駅前コミュニ 
ティセンター 月額3,500円
諸留☎41-9637

ゴールデンメイツ（男声合唱団）
毎月第2・4木曜日午後1時30分

～4時 牟礼コミュニティセンター
入会金1,000円、月額3,000円

川杉☎・ 46-6973

①めだかの会、②らっこの会（親
子体操）

毎週月曜日①おおむね8カ月～
2歳＝午前10時10分～11時、②2
～4歳＝11時～午後0時20分 連
雀コミュニティセンター 入会金
1,200円、スポーツ保険800円（年1
回）、月額①1,800円、②2,000円

①藤田☎090-1530-0888、②立
花☎090-2200-6422

なかよし会（ゆる体操）
毎週金曜日午後3時～4時 三

鷹駅前福祉住宅（下連雀3-8-13）
月額2,000円 中村☎33-9315

女声合唱なごみ
毎月第1・3月曜日午前10時～午

後0時30分 牟礼コミュニティセ
ンター 入会金1,000円、月額
3,000円 脇田☎・ 71-6233

親子リトミック
毎週火曜日①2歳児＝午前10時

～10時50分、②1歳児＝11時～11時
50分 連雀コミュニティセンター

年会費1,500円、月額2,500円
小林☎080-5640-5743・ 45-

0554

トリム　みたか（健康体操）
毎週木曜日午後1時～3時 SU

BARU総合スポーツセンター 入
会金1,000円、月額2,500円 沓
川☎45-0140

伝言板
曼荼羅（まんだら）をきく、アヴェ・
マリアをみる

ICU宗教音楽センター 6月10
日 ㈯ 午後2時 ～4時30分  ICU 
ディッフェンドルファー記念館
1,000円 同センター☎33-
3330・ smc@icu.ac.jp・
http://subsites.icu.ac.jp/smc/

（未就学児は入場不可）

月刊わがまちジャーナル
4月号地上11chで放送中
朗読の部屋　太宰を読む　ほか

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。

4月21日㈮午前10時～午後4時
いずれも当日会場へ

◆日本消防検定協会（調布市深大寺東町4-	
35-16）
　消火器の操作体験、住宅用防災警報器の
展示と実演など。

同協会☎44-7471
◆消防大学校・消防研究センター（調布市深
大寺東町4-35-3）
　石油タンク火災の泡消火実験、津波被害現
場用消防車両の展示など。

同センター☎44-8331
◆（一財）消防防災科学センター（中原3-14-1）
　放火対策GIS（地理情報システム）の紹介、
スマートフォンを使用した災害応急活動支
援システム「多助」の紹介など。

同センター☎49-1113
当日は上記の「宇宙航空研究開発機構」「海上技術安全研究所」「電子航法研究所」「交通安全環境研究所」の
4施設で合同スタンプラリーを行います。スタンプを集めて、記念品をもらいましょう。

4研究所合同
スタンプラリー

消防関係施設の一般公開

4月23日㈰午前10時～午後4時（入場は3時
30分まで）　 いずれも当日会場へ
※自家用車での来場はご遠慮ください。
◆海上技術安全研究所（新川6-38-1）
　波のダンスショー、氷海船舶試験水槽の紹
介など。
◆電子航法研究所（調布市深大寺東町7-42-23）
　電波無響室の公開、紙飛行機大会など。
◆交通安全環境研究所（調布市深大寺東町
7-42-27）
　最新技術の自動車展示、列車運転シミュレー
ターの見学など。

海上技術安全研究所☎41-3005

海上技術安全研究所
電子航法研究所

交通安全環境研究所の一般公開
宇宙航空研究開発機構（JAXA）
4月23日㈰午前10時～午後4時（入

場は3時30分まで）
②4歳～小学生500人、③中学生

以上の方各回45人
当日会場へ（②③は先着制）

◆主な公開施設
第1会場（調布市深大寺東町7-44-1）
　1m×1m超音速風洞、スペースデ
ブリ（宇宙ごみ）の研究など。
第2会場（大沢6-13-1）
　実験用航空機、先進複合材技術の研
究など。

◆イベント
①おもしろ体験コーナー（第1・2会場）
②工作コーナー 「飛翔ペーパークラ

フト」（第1会場）
③トークイベント（第1会場）
　「ジェットエンジン」、「揚力」、「研
究者の仕事」について（各2回）。
※自家用車での来場はご遠慮ください。

当日は第1・2会場間に連絡バス（無
料）を運行します。

※各イベントの開始時間など、くわし
くは同機構ホームページ http://
www.jaxa.jp/へ。

JAXA（ジャクサ）調布航空宇宙センターの一般公開
同センター☎050-3362-8036
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