
3,000円
6月12日㈪（必着）までに往復はがき

で必要事項（11面参照）を「〒181-0013
下連雀3-13-10三鷹駅周辺住民協議会」
へ（1通につき2人まで、申込多数の場
合は抽選）

同協議会☎71-0025
花畑の種まき＆バケツDE草とり
参加者募集
　コスモス・ジニア・マリーゴールド
の種をまきます。

6月24日㈯午前10時～正午（9時45
分から受付）

花と緑の広場（牟礼1-11-26）
作業用手袋、帽子、長靴、飲み物、

汚れてもよい服装
当日会場へ
NPO法人花と緑のまち三鷹創造協

会☎46-2081（当日 は ☎090-1054-63 
10）
観世・宝生・金剛・喜多　 
四流派による深緑謡曲・仕舞大会

（解説付き）
三鷹市能楽会
7月1日㈯正午～午後4時
生涯学習センター
当日会場へ
同会（池内）☎090-4839-4106

連コミスポーツ塾　パドルテニス
連雀地区住民協議会
6月10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

ジュニア育成・泳力別水泳講習会
　水慣れから4泳法までを習得します。

東京都、（公財）東京都体育協会、三鷹
市体育協会、三鷹市水泳連盟

6月13日～7月4日の毎週火曜日午後
5時～7時（全4回）

市内の小学2～6年生で保護者が送迎
可能な方20人

SUBARU総合スポーツセンター
水着、水泳帽、ゴーグル、タオル、

バスタオル、ロッカー代100円（返還式）、
靴箱代100円（返還式）

6月8日㈭（必着）までに往復はがきで
必要事項（11面参照）・性別・小学校名・
保護者氏名を「〒181-8799三鷹郵便局
留三鷹市水泳連盟」へ（申込多数の場合
は抽選）

同連盟（蛯澤）☎042-481-1175（夜間
のみ）
シロギス船釣り大会

三鷹市釣魚連盟
6月18日㈰午前5時30分市役所前また

は三鷹駅南口集合～午後5時30分市役所
前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

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）、帽子、長靴（スニーカーで
も可）、雨具、昼食、10ℓ程度のクーラー
ボックス、飲み物、酔い止め

6月14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）
相撲健康体操教室
　土俵の土、砂の感触を感じ取りなが
ら、楽しく体づくり、健康づくりをし
ましょう。

三鷹市体育協会、三鷹市相撲連盟
6月23日～7月14日の毎週金曜日午

後0時45分～2時30分（全4回）
在学・在勤を含む20歳以上の市民25人
SUBARU総合スポーツセンター
3,500円
タオル、飲み物、運動に適した服装、

ロッカー代100円（返還式）
6月16日㈮ ま で に 必要事項（11

面参照）・性別を同連盟（和田）☎070-
4206-5257（平日日中のみ）・同連盟
mitakashisumorenmei@gmail.comへ

（先着制）
50歳以上の初心者水泳講習会 

（7月）
三鷹市水泳連盟
7月5日～26日の毎週水曜日午前11

時～午後1時（全4回）
在学・在勤を含む50歳以上の市民20人
SUBARU総合スポーツセンター
4,500円（保険料を含む）
水着、水泳帽、ゴーグル、タオル、

バスタオル、ロッカー代100円（返還式）、

靴箱代100円（返還式）
6月26日㈪（必着）までに往復はがき

で必要事項（11面参照）を「〒181-8799
三鷹郵便局留三鷹市水泳連盟」へ（申込
多数の場合は抽選）

同連盟（丸岡）☎47-1346（夜間のみ）・
maru.c1945@kmh.biglobe.ne.jp

楽しいiPad（アイパッド）教室
　iPadの基本操作をゆっくり学びます。

三鷹市シルバー人材センター
毎月第1・3水曜日午後0時45分～2

時45分
同センター
月額3,500円

同センター☎48-6721へ
平成29年度 

「ひまわり学苑」公開講座
　健康・文化・歴史などを学ぶ生涯学
習講座です。

東部地区住民協議会
①歴史講座 大河ドラマ「おんな城主 

直虎」＝6月12日㈪、②健康講座 がんと
タバコのはなし＝19日㈪、③文学講座 
武者小路実篤＝26日㈪、④脳トレ＝7月
3日㈪、⑤時事講座＝10日㈪、⑥介護講
座 認知症について＝31日㈪、いずれも
午後1時30分～3時30分

各15人
牟礼コミュニティセンター

6月4日㈰から直接または電話で同
センター☎49-3441へ（先着制）
三鷹いきいきプラス 
iPad（アイパッド）無料体験会
　基本操作を2日間で体験します。機器
は貸し出します。

6月13日㈫・15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
6月5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）。
ミタカフェ5周年交流会 

6月16日㈮午後6時～8時

30人
三鷹産業プラザ
2,000円
必要事項（11面参照）をミタカフェ

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

リサイクル市民工房の催し
①折り紙のあじさいとかたつむり作

り＝6月21日㈬、②おしゃれねこのペ
ンケース作り＝6月28日㈬、③Tシャツ
からエコ布ぞうり作り＝7月6日㈭、い
ずれも午後1時～3時30分

①②12人、③10人
はさみ、筆記用具、①折り紙・千代紙・

包装紙など、接着剤、②表布・裏布・
キルト芯B4サイズ各1枚、布5×15㎝（5
～6種類）各1枚、綿、目用ボタン2個、
あれば長ビーズ2個、飾り用パーツ（イ
ヤリング、ネックレス用）、ファスナー

（20㎝）1本、裁縫道具、③不用になっ
たTシャツ2枚（大人用）

①6月13日㈫、 ②6月20日㈫、 ③6
月27日㈫（いずれも必着）までに往復は
がきで必要事項（11面参照）を「〒181-
8555ごみ対策課」へ（申込多数の場合は
抽選、③は初参加の方を優先）

ごみ対策課☎内線2533
「演劇的元気のつくり方」講座

①イメージする力を育てる＝6月22
日、②イメージを膨らませドラマをつ
くる＝29日、いずれも木曜日午前10時
～正午

18歳以上の方15人
市民協働センター
女優の木瓜（ぼけ）みらいさん
1,000円（1回）
動きやすい服装、飲み物

同センター☎46-0048・ 46-
0148・ kyoudou@collabo-mitaka.
jpへ（先着制）
※自家用車での来場はご遠慮ください。
ファブスペースみたか 
ワークショップ「3Dプリンターで 
オリジナルクッキー型をつくろう！」

6月22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

桃
とうげつあんはくしゅ

月庵白酒独演会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
9月2日㈯　午後2時開演
チケット発売日
会員＝6月17日㈯
一般＝6月22日㈭
会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円
　桃月庵白酒師匠の、三鷹で初めて
の独演会です。その切れ味鋭い落語
をお楽しみください。

柳
や な ぎ や ご ん た ろ う

家権太楼独演会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
9月24日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝6月17日㈯
一般＝6月22日㈭
会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円
　円熟の語り口で魅了する、権太楼
師匠の落語を、たっぷりとご堪能くだ
さい。

柳
りゅうていいちば

亭市馬独演会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
10月15日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝6月17日㈯
一般＝6月22日㈭
会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円
　通をうならせつつも、落語は初心
者という方も大満足の古典落語の真
骨頂。江戸の香りを感じてください。

チケットインフォメーション

桃月庵白酒
撮影：橘蓮二

柳家権太楼 柳亭市馬
撮影：御堂義乗

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）。

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。

チケット
お求め方法
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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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