
市内の空間放射線量測定結果
　平成23年7月5日から定点
観測地点（6カ所）と市内公共
施設などで、地上5㎝・1m地�
点での空間放射線量を引き
続き計測しています。
　くわしい測定結果は市ホー�
ムページのトップページ「東日本大震災関連情報」から、または三鷹市公式ツイッター
http://twitter.com/mitaka_tokyoからご覧ください。

　また、23年7月5日～28年12月9日の測定結果の地図情報を市ホームページの「三鷹市
わがまちマップ」（トップページ「地図情報」）で確認できます（28年12月10日以降の測定結
果は掲載準備中です）。
環境政策課☎内線2524

施設数
（定点観測地点を含む）

測定結果（地上1m)
最小値 最大値

17施設 0.03 0.09
※�一般的には、毎時0.24マイクロシーベルト以下がひとつの�
目安とされています。

29年3月15日～4月11日（毎時マイクロシーベルト）

※�「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満であることを示します。くわしくは、市
ホームページの各検査結果をご覧ください。

東部水再生センター☎03-3309-1447、クリーンプラザふじみ☎042-482-5497

※単位は「Bq（ベクレル）/kg」＜そのほかの市内放射性物質測定結果＞

採取日 場　所 対象 放射性
ヨウ素131

放射性
セシウム134

放射性
セシウム137

3月1日 東部水再生センター 脱水汚泥 119 不検出 不検出

3月2日 クリーンプラザふじみ
主灰 ― 不検出 不検出
飛灰 ― 不検出 68

※�クリーンプラザふじみから焼却灰を搬出している最終処分場の受入基準は8,000Bq（ベクレル）
/kgです。また、同施設では、放射性ヨウ素131は、放射性物質汚染対処特別措置法の規定の
対象外であるため、測定していません。

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

びよんどネット蚤の市―ホーム
レス・困窮者支援のための

4月16日㈰午前11時～午後2時
るま・ばぐーす（下連雀4-17-6）

前 当日会場へ びよんどネッ
ト（湯川）☎46-5240

アリスみたか総会
アリスみたか（三鷹市母子寡婦

福祉会） 4月16日㈰正午～午後3
時 福祉センター 幼児100円、 
小学生以上200円（会員は小学生 
以上100円） ふるたに paaman 
dayo@yahoo.co.jp ふるたに☎
090-4713-5210

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＝4月18日㈫、②子育てコ
ンビニひろば＝4月19日、5月17日 
の水曜日、③親子ミュージック＆
プレイ―英語を楽しもう＝5月8日
㈪、いずれも午前10時～11時30分 

（②は午前10時30分から） 元気ひ
ろば おれんじ（中原3-1-65） ① 
2,000円（オイル・防水シート代を 
含む）、③1,500円（教材代を含む、 
初回は1,800円） 同法人 ①③ 
info2@kosodate.or.jp、②kosoda 
tenet@mitaka.ne.jp 同法人☎
41-7021

つぎあてポッケワークショップ！
ピアノに合わせてリズム遊び

NPO法人子ども生活・ゆめこ
うば 4月18日㈫午前11時～正
午 フリースペースつぎあてポッ
ケ（大沢1-16-26） 300円、お子
さん200円 当日会場へ 同法
人（相川）☎34-0040

元気ひろば おれんじの催し
①小原流生け花＝4月21日㈮、

②音叉カラーブリージング（音と色
を使った呼吸法）でアンチエイジン
グ＝25日㈫、いずれも午前10時
30分～正午、③アトリエひらめっ
ち＝25日午後1時～2時30分、④
おきゅうで簡単セルフケア＝26日
㈬午前10時～11時、⑤ラフター
ヨ ガ ＝26日午後2時 ～3時30分、
⑥ポピュラーボーカルレッスン＝
28日㈮午後1時～2時30分 同会

（中原3-1-65） ①2,000円、②④
1,500円、③1,000円、⑤600円、
⑥2,200円（③材料代を含む、④資
料代などを含む） 同会☎76-
5940・ 26-9419

なんでも相談おしゃべり会「聞い
てきいて」

暮らしの保健室みたか 毎週
金曜日午後1時～4時 みたかス
ペースあい 当日会場へ 浜☎
050-3708-2749

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

4月25日、5月23日の火曜日午 
後0時30分～2時 当日会場へ。物
品提供は春・夏物衣類と新品の食 
器やタオルのみ。セール当日を除く 
平日午前9時～午後5時 同セン 
ター☎48-0648

ヴァルドルフの森キンダーガル
テンなのはな園の催し

①てとてと―手しごとを楽しむ
つどい＝4月27日㈭、②親子のため 
のシュタイナー園一日体験＝5月
20日㈯、いずれも午前10時～11
時30分 同園 ①200円（茶菓代
を含む）、②会員2,000円、一般
2,500円 ①当日会場へ、②同
園 http://www.nanohana-en.
com/をご覧のうえ、同園 79-
4598・ sanka@nanohana-en.
com

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 4月27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

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
のために

楽しくウォーキングの会 4月
27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：自主ゼミ「ブロッ
クチェーンを考える―社会を変
革する新しいテクノロジー」

4月30日㈰午前10時 ～ 正午  
消費者活動センター 当日会場へ 

岩永☎090-4220-1227・ ht 
tp://mzatsugaku.wpblog.jp/

健康体操：笑う呼吸法（笑いヨ
ガ）

わっははわいわいクラブ 4月
30日、5月7・14日の日曜日午前
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

第16回カラオケ生涯学習成果発
表会

NPO法人西演歌教室 5月4日
㈷午前10時30分～午後5時 芸
術文化センター星のホール 当
日会場へ 西☎47-8371

花柳伊香衛リサイタル・ひとり
舞う

5月6日㈯午後4時30分から
芸術文化センター星のホール
当日会場へ 花柳☎47-9270

子どもからもらったスマホで「ス
マホデビューしよう！」―スマホ
通信通話料を上手に使う方法

NPO法人シニアSOHO普及サ
ロン・三鷹 5月10日㈬午前10時 
～11時45分 三鷹産業プラザ  
1,500円 同法人☎40-2663・ 

40-2664

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）

5月11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

大人のための①英会話、②韓国
語入門講座

国際文化交流協会 5月13日～
7月8日の毎週土曜日（5月20日を除
く）①午後1時15分～2時15分、②
午後2時30分～3時30分 市民協
働センター 6,000円（8回分、別
途テキスト代2,000円が掛かりま
す） 同協会（前田）☎090-6489-
2803（平日午前10時～午後5時）

会員募集
「カロぼっち」の会（中高年のカラ
オケサークル）

毎月第1・3月曜日午後1時30
分～4時30分 下連雀9丁目カラ
オケ店 1回2,500円 鎌田☎
080-6764-2480

三鷹宝生会（謡曲）
毎月2回午後1時～5時（1人40

分前後） 下連雀8丁目地区公会
堂 月額4,000円 池内☎
090-4839-4106

スターズ（ままさんソフトボール）
毎週日曜日午前10時～正午

新川あおやぎ公園 年額4,000円
オオエ☎080-5073-4206・

43-0248

やさしいフラダンス（60歳以上の
初心者対象）

毎月第1・3月～水曜日のいずれ
か午前10時～11時30分 鈴木宅

（井の頭1-10-3） 月額1,000円
鈴木☎080-4953-3361

中国語勉強会（入門講座）
毎月第1～4木曜日午後7時30

分～9時 三鷹駅前コミュニティ
センター 1回1,200円 王☎ 
090-6487-5278

韓国語愛好会
毎週月・火・金曜日午前10時30分 

～正午 連雀コミュニティセンター 
月額5,000円 市沢☎080-

4401-9179・ 050-1182-0255

三鷹市ベッセルスポーツクラブ
（パドルテニス）

①毎週金曜日午後6時30分～9

時、②毎週日曜日正午～午後3時
高山小 入会金1,000円、月額 

1,000円 松谷☎41-8975

フォークダンスポロネーズ（初心
者向け）

毎週水曜日午前9時40分～正
午 SUBARU総合スポーツセン
ター 月額1,000円 山本☎
47-5854

あじさい会（カラオケ）
毎月第1・3火曜日午後7時～

9時 三鷹駅前コミュニティセ
ンター 入会金1,000円、月額
3,000円 西尾☎080-2111-
8921

油彩・水彩・パステル画の審美
会（絵画制作）

毎週月曜日午前9時～正午
生涯学習センター 月額5,000円

四方☎090-1774-7205

エーデル（フォークダンス）
毎週金曜日午前10時 ～ 午後

0時30分 井口コミュニティセ
ンター 入会金1,000円、月額
1,000円 竹内☎47-4775

ラブリーハンズ（フラダンス）
毎週水曜日午後1時30分～3時

30分 みたかボランティアセン
ター 入会金1,000円、月額1,500
円 菅野☎090-7806-2522

パォォーン（親子のためのリト
ミック）

毎月3回水曜日午前10時30分
～11時15分 連雀コミュニティ
センター 月額2,000円 藤
本 fujimoto.ritopi@gmail.com

伝言板
学生とランチを一緒に！食DE絆

第5期地域福祉ファシリテー
ター修了生・ルーテル学院大学学
生有志 4月19日㈬午前11時～午
後1時 同大学学生食堂 昼食代
実費 当日会場へ 同大学コミュ
ニティ人材養成センター☎31-79 
20

5月21日発行号
原稿締切日	 4月	25日（火）
6月4日発行号
原稿締切日	 5月12日（金）

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
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。

「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」に参加します
—小型家電リサイクルにご協力ください

ごみ対策課☎内線2533

　2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会の入賞
メダルに、不要になった小型家電に含まれるリサイクル材が活用されること
になりました。
　東京2020組織委員会が主催するこの取り組みに、全国の自治体が、小
型家電の回収に協力することになり、三鷹市もプロジェクトに参加すること
になりました。2020年以降も持続可能なリサイクルの促進につながること
も期待しています。
　市内では、市役所（本庁舎1階、第二庁舎2階）、
コミュニティセンタ−、リサイクル市民工房に回
収ボックス（写真）を設置しています。また、市と
協定を締結した使用済み小型家電の宅配回収も 
ご利用いただけます。
　くわしくは、市ホームページまたは日本環境衛生
センターホームページ http://toshi-kouzan.jp/
をご確認ください。

東京2020組織委員会、環境省、日本環境衛生
センター、NTTドコモ、東京都
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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。


