
三鷹駅前コミュニティセンター
期間中会場へ
同センター☎71-0025

おとな絵本ラウンジ 第32回 
絵本を楽しむトークラウンジ  
トークテーマ「乗り物」

4月9日㈰午後2時～4時
三鷹ネットワーク大学
200円（茶菓付き）
おとな絵本ラウンジホームページ

http://otonaehon.jimdo.com/へ
星と森と絵本の家☎39-3401

介護者ひろば
①4月13日㈭午後1時～3時、②20日

㈭午後2時～4時、③21日㈮午前10時
～正午

介護者、介護経験者
①元気ひろば おれんじ（中原3-1-65）、

②高齢者センターけやき苑（深大寺2- 
29-13）、③特別養護老人ホーム恵比寿
苑（牟礼1-9-20）

当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

連コミスポーツ塾　パドルテニス
連雀地区住民協議会
4月8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

カサゴ釣り大会
三鷹市釣魚連盟
4月16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
所または三鷹駅南口解散（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

横須賀市久比里
12,500円（乗船料、氷・餌代、保険

料を含む）
さお（貸しさおあり）、仕掛け（現地購

入可）、おもり25号・30号、餌（支給〈サ
バの短冊〉あり）、帽子、長靴（スニーカー
でも可）、防寒雨具、昼食、クーラーボッ
クス（15ℓ程度）、飲み物、酔い止め

4月12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）

太極拳無料体験教室
連雀地区住民協議会
4月19日㈬午前10時～正午
市民
連雀コミュニティセンター
太極拳成安同好会の大野加須則さん
タオル
当日会場へ
同センター☎45-5100

ピラティス体験講座
井の頭地区住民協議会
4月20・27日の木曜日午前10時15

分～正午
市民20人
井の頭コミュニティセンター新館
ピラティストレーナーの小田島夏希さん
室内履き、タオル、飲み物

4月4日㈫から直接、または5日㈬
午前10時～19日㈬に直接または電話で
同センター本館☎44-7321へ（先着制）
三鷹市春季剣道大会

三鷹市剣道連盟
5月7日㈰午前9時～午後5時
在学・在勤を含む高校生以上の市民

および同連盟会員
SUBARU総合スポーツセンター
個人戦1人500円、団体戦1チーム500円
4月18日㈫～22日㈯に同連盟ホー

ム ペ ー ジ https://mitakakenren.
wordpress.com/または三鷹市体育協
会（同センター内）へ

同連盟（吉野）☎31-4837

平成29年度東京都子育て支援員
研修（第1期）
　地域保育、地域子育て支援、放課後
児童、社会的養護の4コースがあります。

在勤を含む市民で、今後子育て支援
員として就業する意欲のある方
※申し込み方法や研修内容について、く
わしくは募集要項（4月7日㈮から子ども
育成課〈市役所4階45番窓口〉で配布）また
は東京都福祉保健財団ホームページ
http://www.fukushizaidan.jp/をご
覧ください。

同課☎内線2734
農業公園の催し（4月）

作業に適した服装
JA東京むさし三鷹緑化センター☎

48-7482

※自家用車での来場はご遠慮ください。
◆第2回大菊作り講習会
　挿し芽、発根までの管理、小鉢上げ、
三本立ての摘芯など。

9日㈰午後1時30分から
三鷹菊友会のみなさん
当日会場へ

◆春の寄せ植え講習会
16日㈰午後1時30分～3時
20人
1,000円（材料代）
3日㈪午前9時から直接または電話で

同センター☎48-7482へ（先着制）
三鷹いきいきプラス　 
iPad（アイパッド）無料体験会

4月11日㈫・13日㈭午前10時～正午
（全2回）

おおむね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
4月3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）
※受講者は同会の会員になっていただ
きます（入会金・会費は無料）。
ファブスペースみたかの催し

①無料デモ体験会＝4月12日㈬午後
2時～3時、②ワークショップ「世界に
ひとつだけのハンコをつくろう」＝19
日㈬午後1時30分～4時

各8人
三鷹産業プラザ
②1,500円
②あればハンコにしてみたいイラス

トやロゴなど
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

春の薬膳料理教室 
―旬の野菜を使って

大沢住民協議会
4月21日㈮午前10時～午後1時
24人
大沢コミュニティセンター
管理栄養士の葭谷麻利子さん
500円
参加費を同センターへ（先着制）
同センター☎32-6986

生涯学習講座　日本古典文学『源氏
物語』「須磨」を読む

連雀地区住民協議会
5月9～30日の毎週火曜日午後2時～

4時（全4回）
市民60人

連雀コミュニティセンター
元武蔵野大学教授の深澤邦弘さん
200円（資料代）
4月3日㈪から参加費を同センターへ

（先着制）
同センター☎45-5100

市民大学総合コース 
　①「みたか発！育児玉手箱」―仲間と学
ぼう！子育てのヒント、②これからの教
育―主体的に学び、深く考える力を養う、
③海図のない哲学の大洋を漂流してみよ
う、④新しい「経済成長」のミカタ！本当
の豊かさ・幸せの経済とは？、⑤曲がり
角にある世界―日本はどうあるべきか。

①～③5月12日～平成30年3月9日の
金曜日、④⑤5月13日～30年3月10日
の土曜日、いずれも午前10時～正午（全
30回）

在学・在勤を含む16歳以上の市民各
コース28人、保育（満1歳以上の未就学
児）①～③20人、④⑤10人

生涯学習センター
①お茶の水女子大学名誉教授の内田

伸子さんほか、②中央大学文学部教授
の池田賢市さんほか、③明治大学文学
部長の合田正人さんほか、④法政大学
法学部政治学科教授の水野和夫さんほ
か、⑤東京大学大学院総合文化研究科
教授の古城佳子さんほか

4月10日㈪午前9時～14日㈮午後
10時に直接または電話、インターネッ
トで同センター☎49-2521・ http://
www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/（三
鷹中央防災公園・元気創造プラザ講座申
込システム）へ（申込多数の場合は抽選）
味覚アップセミナー 
　味覚の基礎知識や食材の見分け方、
調味料の味比べなど、実践を通して学
びます。

5月18日～10月19日の木曜日午前
10時～正午（全15回）

在学・在勤を含む16歳以上の市民30
人、保育（1～5歳の未就園児）15人

西多世代交流センター
2,200円、保育希望者は1,000円（15

回分のおやつ代）
4月10日㈪～14日㈮午前9時～午

後5時に直接または電話、インターネッ
トで同センター☎32-8765・ http://
www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/（三
鷹中央防災公園・元気創造プラザ講座
申込システム）へ（申込多数の場合は抽
選、当選者にのみ通知）

第17回　太宰を聴く―太宰治作品朗読会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
6月16日㈮　午後7時開演
チケット発売日
会員＝4月22日㈯　一般＝4月27日㈭
※発売初日の購入は1回につき2枚まで。
会員＝2,700円　一般＝3,000円
学生＝2,000円　高校生以下＝1,000円
［出演］リリー・フランキー
※朗読作品は、決定次第、同財団ホームページに掲載します。

立
た て か わ

川志
し

らく独演会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
7月8日㈯　昼の部午後2時／
夜の部午後6時開演
チケット発売日
会員＝4月16日㈰　一般＝4月18日㈫
各回　会員＝2,700円　一般＝3,000円
学生＝2,000円　高校生以下＝1,000円
※昼の部と夜の部は別の演目です。

柳
や な ぎ や き ょ う た ろ う

家喬太郎みたか勉強会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
7月15日㈯　昼の部午後2時／
夜の部午後6時開演
チケット発売日
会員＝4月16日㈰　一般＝4月18日㈫
※発売初日の購入は1回につき各回4枚まで。
各回　会員＝2,250円　一般＝2,500円
※昼の部と夜の部が、同じ演目か別かは
　未定です。

チケットインフォメーション

リリー・フランキー
©HIROSHI NOMURA 立川志らく

撮影：山田雅子 柳家喬太郎

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。 

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

同財団　☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/

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。
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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。
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