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月

三鷹市職員を募集します

11面から

三鷹の森ジブリ美術館新企画展示

12面

㈰ 東京都議会議員選挙の

投票日です

午前7時〜午後8時

あなたの貴重な一票を大切に、必ず投票しましょう

選挙管理委員会事務局☎内線3034

三鷹市で投票できる方

期日前投票をご利用ください

平成11年7月3日までに生まれた方で、29年3月22日以前に市に転入届出をし、

引き続き3カ月以上市内に住所を有する日本国民。

投票日に仕事やレジャーなどで投票所へ行けない方は、投票日前日まで
「期日前投

票」
を行うことができます。投票所入場整理券裏面の
「期日前投票宣誓書兼請求書」
に

最近、転居・転入した方は、下表でご確認ください。

あらかじめ記入してお持ちいただくと、スムーズに投票できます
（入場整理券がお手

るようになりました。

※土・日曜日と投票日直前は大変混み合います。

29年6月8日以前に
以前から三鷹市に 転居届出
住所を有し、市内で
29年6月9日以降に
転居した方
転居届出

元に無い方は会場に備え付けの同書をご利用ください）
。

転居後の投票所で投票してください
転居前の投票所で投票してください

第一期日前投票所

第二期日前投票所

市役所第三庁舎

三鷹駅前コミュニティセンター3階

6月24日㈯〜7月1日㈯
午前8時30分〜午後8時

投票
期間

29年3月22日以前に
三鷹市の投票所で投票してください
東京都外から三鷹 転入届出
市に転入した方
29年3月23日以降に
投票はできません
転入届出

▲三鷹駅

※駐車場が混雑しています。できるだけ公共
交通機関をご利用ください。

29年3月22日以前に
三鷹市の投票所で投票してください
転入届出

教育
センター

バス停
公会堂

議場棟
本庁舎

吉祥寺

三鷹駅

玉川上
水
消費者活動
センター
三鷹
すずかけ
さくら
通り コラル
駐輪場

中央通り

三鷹通り

第三庁舎

△
（期日前投票所入り口）

第二庁舎

（※）現住所地が発行する選挙用住民票
（無料）
など。

JR中央線

〒

三鷹郵便局

第一期日前
投票所

6月25日㈰〜7月1日㈯
午前8時30分〜午後8時

※駐車場はありません。

▲ 武蔵境

人見街道

三鷹通り

前住所地で投票できる場合があるので、
東京都内から三鷹
前住所地の選挙管理委員会へお問い合
市に転入した方
「引き
29年3月23日以降に わせください。投票できる場合は
転入届出
続き都内に住所を有することを証明す
る文書」
（ ※）を提示していただくとス
ムーズに投票できます

バス停

投票
期間

▲

※28年6月から選挙権年齢を満18歳以上に引き下げ、満18・19歳の方も投票でき

第二期日前投票所
（三鷹駅前コミュニティセンター）

旧第二
体育館

投票所入場整理券をお忘れなく

期日前投票所および投票所を一部変更します

投票所入場整理券は、6月23日㈮ごろに世帯ごとに封書で発送します。投票日当日、

い合わせのうえ、投票日当日に投票所の係員にお申し出ください。

消費者活動センターから
「三鷹駅前コミュ
ニティセンター」
（下連雀3-13-10）
へ変更し
ます。

社会教育会館から
「第六小学校」
（下連雀
6-13-1）
へ変更します。
◆対象者
下 連 雀5丁目
（1番5号〜17号・2番・3番
を除く）
、6丁目、8丁目にお住まいの方

投票日当日は指定された投票所以外では投票できません。

今回の選挙から、投票所を一部変更します
（右記参照）
。投票

所入場整理券に記載された投票所を確認し、お間違いのない

ようご注意ください。

南浦

連雀通り

狐久保

三鷹杉の子
幼稚園

吉祥寺通り

三鷹通り

第19投票所
（右記）

あなたの投票所を確認しましょう

むらさき橋通り

投票所にお持ちください。届かない場合や紛失した方は、事前に選挙管理委員会へお問

第二期日前投票所
（上記）

旧社会教育会館
南浦西
保育園

第19 投票所
（三鷹市立第六小学校）

不在者投票制度などは2面をご覧ください

6月9日まで市役所1階市民ホールで
開催された環境展にて

市長の

ひと
こと

コーナー

ケーブルテレビの広 報 番 組「み
る・みる・三 鷹」では「市 長のひ
とことコーナー」を放 送してい
ます
（放送時間は12面参照）
。

市外局番「0422」は省略。

主催者

6

22

5

3

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

費用

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

環境と 生きる未来を 三鷹から

11

三鷹市長

梅雨入り以降も天候不順で、地球環境への関心が
高まるこの頃です。 月 日は国連の
「世界環境デ
ー」
で、日本の
「環境の日」
でもあり、６月は環境問
題を考える
「環境月間」
です。私たちが、健康で、安
全に安心して暮らすうえで、自然環境、社会環境、
情報環境など
「環境」
はとても大切です。
自然環境については、三鷹市は都市農地が残り、
都立井の頭恩賜公園などの公園や、
「牟礼の里」「丸
池の里」「大沢の里」
の３つの
「ふれあいの里」
がある
など
「緑」
が残り、玉川上水や野川、仙川の流れなど
の
「水」
の環境も豊かです。そこで、生活を見直しＣ
２
Ｏ（
二
酸
化
炭
素）
の発生を減らし、
「緑と水の公園
都市・三鷹」
を守ることは、美しい自然環境を次の
世代に伝えていくための大切な取り組みです。
三鷹市役所でも省エネルギーに努めています。２
００６年度には、業務の見直しによって電気、水、
ガス、ガソリン、紙などの使用量を計画的に減らす
などの
「環境マネジメントシステム」
を導入し、国際
認証のＩＳＯ１４００１を取得しました。この取り
組みにより、この 年間で約 億円の経費を削減
し、ＣＯ ２の発生を抑制しています。
２００８年度からは図書館や保育園で
「簡易版環
境マネジメントシステム」
を開始し、２０１２年度か
らは市立小・中学校の 校全校で
「学校版環境マネ
ジメントシステム」
を導入しています。子どもたちも
環境について学び、緑のカーテンの導入や小まめな
消灯、節水などによってエネルギーの節約を実践し
ています。
子どもたちの環境学習が深まり、毎年募集して
いる環境標語には素晴らしい作品が寄せられてい
ます。今年は
「残さずに ご飯を食べて ゴミ減らそ
う」
という応募作品がありました。これは昨今問題
とされている
「食品ロス」
の削減をテーマとしたもの
で、世界でも日本でも
「子どもの貧困」
が社会問題と
なる中、食べられる食品の廃棄による無駄を防ぎ、
環境を守ろうという提案です。
また、２０１６年度に私が市長賞に選んだ標語は
「環境と 生きる未来を 三鷹から」
でした。市政の柱
に高環境を位置付ける三鷹市から、これからも
「環
境と生きる未来」
を示していきましょう。

市長コラム

手話
（要約筆記）
あり

※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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滞在先・転出先などでの不在者投票
市外の滞在先や転出先などでの不在者投票を希望する方は、三鷹市選挙管理
委員会に投票用紙などを請求し、送付された投票用紙などを滞在先・転出先の選
挙管理委員会へお持ちください。
直接または郵送で
「〒181-8555三鷹市選挙管理委員会」
（第三庁舎）
へ
※投票用紙などの請求書用紙は市ホームページから入手できます。

病院などでの不在者投票

候補者の政見などを掲載した選挙公報を、6月27日㈫〜29日㈭に各家庭へお
届けする予定です。市政窓口やコミュニティセンターにも設置します。

代理投票・点字投票
心身の状態などにより自ら投票用紙に書くことができない方は
「代理投票」
が、
目が不自由な方は
「点字投票」
が利用できますので、投票所の係員へお申し出くだ
さい。

車いすなどを貸し出します

不在者投票指定施設の病院などに入院・入所している方で、投票日に指定された
投票所に行くことが困難な方は、施設内で不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票
市の選挙人名簿に登録されており、身体に重度の障がいがある方や戦傷病者手帳
をお持ちの方など、定められた要件に該当する方は、事前の申請により同制度を利用
できます。くわしくは選挙管理委員会事務局☎内線3035へお問い合わせください。

投票所には、車いすや老眼鏡、コミュニケーション支援ボード
を用意しています。必要な方は、
投票所の係員へお申し出ください。

投・開票速報はインターネットで！
投票日当日は、市ホームページで投票速報をお知らせします。

このような投票は無効になります

利用時間 7月2日㈰ 午前9時から

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/

※開票速報は、東京都選挙管理委員会のホームページ
metro.tokyo.jp/をご覧ください。

・複数の候補者名を書いた投票
・候補者名とともに、そのほかのことを書いた投票
・候補者名を自書しない投票
（ゴム印などを用いて記載した投票）
・どの候補者に投票したか確認できない投票

官民境界等先行調査に
ご協力ください

市では、災害時の円滑な避難支
援のため、災害対策基本法に基づ
き、避難行動要支援者の要件に該
当する方の名簿を作成しています。
要件の①〜⑤に該当する方は、
市の住民情報に基づき自動的に名
簿に登録しました。要件の⑥⑦に
該当する方で、名簿への登録を希
望する方は、市までお申し込みくだ
さい。

道路交通課☎内線2859

地籍調査とは、国土調査法に基づき全
国で行われている調査で、土地の境界や
面積などを測量するものです。市では同
調査の一環として
「官民境界等先行調査」
を実施します。調査の際には、土地所有
者に立ち会いをお願いしたり、お声掛け
のうえ敷地内に立ち入らせていただく場
合があります。対象となる土地所有者の
みなさんには事前にチラシを配布します
ので、調査へのご理解とご協力をお願い
します。調査員は、市章入りの腕章を身
に着け、市が発行する身分証明書を携帯
しています。

http://www.senkyo.

選挙に伴い、施設の 東多世代交流センター 7月1日㈯・2日㈰は臨時休館します。
同センター☎44-2150
利用ができません

災害時に支援が必要な方の
名簿づくりにご協力ください

地籍調査

地域福祉課☎内線2663

市が定める対象者の要件
① 75歳以上で一人暮らしの方、または75歳以上のみの世帯の方
②介
 護保険の要介護1または2で、一人暮らしまたは同居の家族が65歳以上
の方
③ 介護保険の要介護3〜5の方
④身
 体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
いる方
⑤ ③④と同居する家族がすべて75歳以上の方
⑥ 難病で避難に支援が必要な方
⑦ 75歳以上で日中独居など、避難に支援が必要と思われる方

関係機関との名簿情報の共有
名簿に登載された方の情報は、本人の同意が得られた場合、平常時から関係機関
（三鷹警察署、三鷹消防署、三
鷹市消防団、民生・児童委員、自主防災組織、三鷹市社会福祉協議会、町会・自治会・マンション管理組合）
と共有
します。また、提供に同意しない場合でも、災害時には生命保護のため関係機関に提供する場合があります。なお、
情報の提供に当たっては、市と関係機関が協定を締結し、個人情報が他に漏れることのないよう、適切に管理します。

平成29年度対象地域

郵送時期（予定）

新たな登録対象者へ情報提供同意書を７月に郵送します

上連雀一丁目・上連雀三丁目・上連雀四
丁目の一部・下連雀三丁目の一部

新たに名簿登録の対象者になった方と、昨年度に同意確認をいただけな
かった方に、関係機関への情報提供に同意・不同意の確認をするための通
知
（情報提供同意書）
をお送りします。お手元に通知が届いたら、同意・不
同意の意向と、必要項目
（※）
を記入し、期限までに返送してください
（右
表のとおり）
。

官民境界等先行調査
都市部では、筆（土地取引の
単位）ごとの地籍を調査する一
筆地調査に時間を要することから、効
率的に調査を進めるために、まず官民
境界（街区単位で市が管理する道路な
どの境界）を先行して測量調査します。
調査の成果は、その後の一筆地測量の
基礎資料となるとともに、道路管理な
どに活用されます。

1

7月第1週

2

7月第2週

3

7月第3週

※必要項目
（名簿に記載する項目）
氏
 名、性別、生年月日、電話番号、住所、対象となる要件、特記事項、
緊急時の連絡先
（氏名・続柄・住所・電話番号）
、地域支援者
（氏名・住 4
所・電話番号）

7月第4週

受診の際は、必ず健康保険証をお持ちください。

①休日診療所
（内科・小児科）


午前10時〜11時45分、午後1時〜4時30分、午後6時〜9時30分

②小児初期救急平日準夜間診療所
（こども救急みたか）

☎ 24-8199

⑤医療機関案内
（24時間）
◆三鷹消防署

☎47-0119

◆東京消防庁救急相談センター
短縮ダイヤル#7119
（プッシュ回線のみ）
☎042-521-2323
（多摩地区）
☎03-3212-2323
（23区）

◆東京都保健医療情報センター
（ひまわり）

③休日歯科応急診療所

三鷹市総合保健センター
（新川6-37-1 元気創造プラザ2階）
☎46-3234
（当日電話連絡のうえ、来所）
午前10時〜午後0時15分、午後1時30分〜4時
三鷹市医薬品管理センター
（上連雀7-4-8）
☎49-7766
午前10時〜午後4時30分、午後6時〜9時30分

①③④の受付は、
日曜日・祝日・年
末年始です。

8月4日㈮
8月14日㈪
8月18日㈮

8月25日㈮

医薬品管理センター

（休日調剤薬局）

☎03-5272-0303
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

⑥市内救急指定病院

大成高校

山中通り

三鷹
図書館

◆杏林大学医学部付属病院 （新川6-20-2）
☎47-5511

◆野村病院 （下連雀8-3-6）
☎47-4848

◆三鷹中央病院 （上連雀5-23-10）
☎44-6161

三鷹駅

三鷹通り

ハイキュウキュウ

返送期限

総合保健センター☎ 46-3254

一中

むらさき橋通り

午後7時30分〜10時30分
（受付は10時まで）

地域
牟礼
北野
野崎
大沢
下連雀
上連雀
井口
深大寺
井の頭
中原
新川

避難支援体制の拡充を図るため、随時、説明会を開催しています。
町会・自治会・マンション管理組合
同課☎内線2663へ

説明会の開催

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ

④休日調剤薬局

2

選挙公報をお届けします

不在者投票制度

① ②は いずれも
三鷹市医師会館（野崎 1-7-23）

2017.6.18

JA東京
むさし

人見街道

市役所

医師会館

総合保健センター

（休日歯科応急診療所）

（休日診療所・こども救急みたか）

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。

3
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●市役所電話（代表） ☎45-1151

2017.6.18

「北野の里
（仮称）
」
の
まちづくりに
ご意見をお寄せください

展示会場
市役所１階市民ホール
6月20日㈫～22日㈭午前8時30分

～午後5時

北野地区公会堂
（北野4-10-1）

まちづくり推進課☎内線2864

6月23日㈮・25日㈰午後1時～5時

市は平成28年度に
「北野の里
（仮称）
まちづくりワークショップ」
を開

催し、参加いただいた公募市民および地域関係団体のみなさんの数多

くのご意見・ご提案を報告書として取りまとめました
（※）
。

このたび、ワークショップでご提案いただいたゾーニング案などを

展示し、第４のふれあいの里となる
「北野の里
（仮称）
」
のまちづくりにつ

いて、広く市民のみなさんのご意見を募集します。

※報告書は市ホームページのほか、まちづくり推進課
（市役所5階55番

報告書の表紙イメージ

窓口）
、相談・情報課
（市役所2階）
、市政窓口、市民協働センター、コ

ぜひ会場にお越しいただき、ご意見をお寄せください。

ミュニティセンター、市立図書館で閲覧できます。

男女平等参画
推進事業

今年で
最後！

パパッと親子料理教室
今日からできる！簡単パパ料理

ムライス」
「手作りドレッシングで食べる夏野菜サラ

ダ」
などです。お料理が初めてのお父さんも大歓迎。

お子さんと一緒に、楽しくおいしい料理を作ってみ

ませんか。

7月30日㈰午前10時〜午後1時

都立井の頭恩賜公園は今年5月に開園100周年を迎えました。こ

1組1,000円
（材料代）

パ料理」
の意義や楽しさと、“簡単ごちそう料理”を学

びます。メニューは
「レストランの味！卵たっぷりオ

れにより、100周年を記念して平成24年度から実施してきた同検定

エプロン、三角巾、タオル、布巾、台布巾

も、今年度で最後の実施となります。井の頭公園の魅力を再発見し、

7月3日㈪正午までに必要事項
（11面参照）
・

あなたも井の頭公園
「通」
になりましょう。合格者には認定証や認定

お子さんの名前
（ふりがな。保育を希望するお
子 さ ん も）を 企 画 経 営 課 ☎ 内 線2115・

1271・

バッジを贈呈します。今回は3級・2級の検定です。

45-

※1級は平成30年1月28日㈰実施予定
（2級に合格している方のみ受

kikaku@city.mitaka.tokyo.jpへ
（申 込

検可）
。

多数の場合は抽選）

井の頭公園検定実行委員会

9月10日㈰午前の部＝午前11時から、午後の部＝午後2時30分か

◆講師プロフィル 日本パパ料理協会を設立し
会長飯士
（はんし）
に就任。農林水産省食育推進
会議の専門委員を務め、料理教室やセミナーを多
数開催。NHK
「きょうの料理」
「かんたんごはん」
、
NHK教育
「まいにちスクスク」
のほか、各種メディ
アへの出演や著書多数。

市内の小学生と保護者15組30

人、保育
（1歳～就学前）
5人
生涯学習センター

㈱ビストロパパ代表取締役の

滝村雅晴さん

（通称：いのけん）

申し込みの受け付けを開始します

企画経営課☎内線2115

「パパ料理研究家」
として活躍する講師から、
「パ

第6回井の頭公園検定

ら
（いずれも30分前から受付）
240人
（予定）

三鷹産業プラザ

2,000円
（18歳以下は1,000円）

受検料を口座振り込みのうえ、7月21日㈮
（必着）
までに申込書を

「〒181-0013下連雀3-27-1三協ビル2階(有)そーほっと」
または同検
定ホームページ

男女共同参画週間パネル展

企画経営課☎内線2115

ご覧ください。

6月23〜29日の
「男女共同参画週間」
に合わせて、ドメスティックバイオレンス
（DV）
に関する
パネル展示や映像上映などを行います。
6月26日㈪〜30日㈮午前8時30分〜午後5時15分
市役所1階市民ホール
期間中会場へ

井の頭公園検定受付事務局☎24-9797
（午前10時〜午後5時）

い の け ん 講 座
井の頭公園検定に先立ち、
「いのけん講座」
を開催します。検定の

内容に沿った解説を聞くことができるので、受検を考えている方に

男女平等参画に関する情報を提供しています

お勧めです。

市の事業・講座のほか、他自治体や都、国の情報も入手できます。
女性交流室
（下連雀3-30-12中央通りタウンプラザ）
、企画経営課
（市役所3階）
※企画経営課では、各種相談窓口の紹介も行っています。

8月5日㈯午後1時〜5時
90人

武蔵野商工会館
（武蔵野市吉祥寺本町1-10-7）

1,000円

男女平等参画相談員をご利用ください

セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメント、ドメスティックバイオレンスなど、男女
平等参画に関わる人権侵害の相談に応じます。相談員は弁護士の松原拓郎さんと向畑留美子さん。
在学・在勤・在活動を含む市民
相談・情報課
（市役所2階）
直接または電話、ファクスで相談・情報課☎内線2215・ 48-2810へ

三鷹ネットワーク大学

http://www.ino-ken.com/へ
（先着制）

※振込先など、くわしくは同検定ホームページ
（申込書も入手可）
を

7月3日㈪〜21日㈮に必要事項
（11面参照）
を武蔵野市観光機構☎

23-5900・

23-5901・

NPO法人みたか都市観光協会☎40-5525、同機構☎23-5900

三鷹ネットワーク大学
★ 基礎講座

★★ 応用講座

講座名

日時・定員・講師・費用など
6月30日㈮午後7時～8時30分
当日同大学へ
（先着制）

★

（一社）ビューティフルエージング協会寄付講座
これからの生き方を考える―夢ある人生 7月
「相手の気持ちに沿ったコミュニケーションに向けて」 ★
国際基督教大学寄付講座
数学の夕べ
「幾何の世界：アフィン幾何と球面幾何」 ★ ★

主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

夏学期受講者募集中！

★★★専門講座

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構 〒181-0013 下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階☎40-0313・ 40-0314・
開館時間：火〜日曜日、午前9時30分〜午後9時30分
（入館は9時まで／日曜日は5時まで） 休館日：月曜日・祝日

三鷹ネットワーク大学企画サロン
みたか星空散歩―7月の星空解説

kanko_office@musashino-kanko.

comへ
（先着制）

50人

7月19日㈬午後3時～4時30分
20人
ＢＡＡライフデザインアドバイザーの池上義雄さん
500円
7月21日㈮午後7時～8時30分
30人
国際基督教大学教授の清水勇二さん
500円
費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

http://www.mitaka-univ.org/

特に記載のないものは6月20日㈫午前9
時30分から申込書を直接または郵送、ファ
クス、ホームページで同大学へ（先着制）
いずれも同大学
※受 講の申し込みには受 講 者 登 録が必 要
です。講座の詳細や受講者登録について
は、ホームページまたは同大学へお問い
合わせください。

問い合わせ

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

広報みたか

※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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みなさんのプライバシーを守るための「個人情報保護制度」
市では、みなさんのプライバシーに関する情報を非常に多く保有していますが、
こうした個人情報を保護するため、収集する個人情報の内容やその利用・管理の
方法などについてのルールを定めています。
■市はどのような個人情報を保有しているのか…
市役所の各課が新たに個人情報を収集する場合は、どのような個人情報を、
どのような目的で、いつから、どのような形態で、どこの課で管理するかを
記載した届出書を作成し、市長のもとに集約しています。平成28年度には、
三鷹市個人情報保護条例が改正されたことに伴い、従来の届出書を「個人情
報取扱事務届出書」として再整理しました。28年度に作成した届出書の概要
は 表4 のとおりです。なお、全届出書は、本庁舎2階の市政資料室（相談・情
報課）で公開しています。

2017.6.18
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相談・情報課☎内線2215

表4 個人情報保管等届出書の概要
所管

届出件数

企画部

30

総務部

52

市民部

11

主な個人情報取扱事務の名称
統計調査事務、国際化円卓会議開催に関する事務、三鷹市の表彰に関
する事務など
市民会議などの公募委員に関する事務、契約事務、り災証明書の発行
事務など
住居表示に関する事務、印鑑登録に係る事務、戸籍事務

健康福祉部

28

災害時要援護者台帳作成事務、生活困窮者自立支援業務に係る事務など

67

まちづくり条例に関する届出事務、境界確定事務、建築確認事務など

生活環境部

57

子ども政策部

25

都市整備部

地区公会堂事務、粗大ごみ処理業務、消費者相談に関する事務など
学童保育所入退所などに関する事務、公立保育園に関する事務など

会計課
1
支払いなどに関する事務
■個 人情報をほかの部署や国・東京都が利用することは…
市が保有する個人情報は、たとえ市役所内部の部署間であっても、収集した
市議会議員の公職歴などの管理に伴う事務、請願および陳情に関する
市議会
8
事務など
ときの目的を超えて利用すること
（目的外利用）
は禁止しています。また、国や
各種選挙の管理および執行に関する事務など、就学に関する事務、学
東京都などの外部の組織に提供すること
（外部提供）
も禁止しています。
そのほかの機関
校関係事務、農業法に基づく事務、事務監査請求および住民監査請求
しかし、例外として、法令に基づく場合や個人情報保護委員会の承認を得た （各委員会など） 78
に関する事務など
場合などには、目的外利用や外部提供を行う場合があり、28年度の目的外利用
合計
357
と外部提供の状況は 表5 のとおりです。なお、28年度から本格的にマイナン
※市民部は届出件数のうち1件廃止、教育委員会は届出件数のうち1件廃止・1件変更。
バーの利用が始まり、税に関する分野を中心に目的外利用も外部提供も件数の
減少がみられました。
表5 目的外利用と外部提供の項目別内訳
■自分の個人情報がどのように管理されているのかを知るには…
根拠規定
目的外利用
外部提供
自身の個人情報がどのように管理されているのかを知りたい場合は、個人情報 法令に基づくもの
24
35
の開示請求を行うことができます。28年度の開示請求の状況は 表6 のとおり 緊急でやむを得ないもの
2
0
です。
本人の同意を得たもの
4
10

■個人情報非開示の場合の救済制度は…
個人情報保護委員会の承認を得ているもの
37
12
個人情報が開示されなかったことに不満がある場合は、市に審査請求をするこ
とができます。市は個人情報保護審査会に諮問し、審査会では非開示の決定が 表6 開示請求の状況
適切であったかどうかを審査します。28年度は、審査請求はありませんでした
処理状況
（注1）
請求
審査請求
が、27年度から持ち越した1件の不服申立て
（行政不服審査法改正前の制度）
につ
開示
一部開示
非開示
不存在
取り下げ
いて、審査を2回行いました。
57
40
7
1
17
1
0
※特定個人情報に関する運用状況は、今後の「広報みたか」でお知らせします。 （注1）1件の請求に対して複数の処理が行われる場合があるため、請求件数とは一致しません。

コンピューターによる個人情報処理状況

厳しい制限を設け
適正に管理しています

市では
「三鷹市個人情報保護条例」
の中でコンピューター処理による個人
情報の取り扱いについて、特に厳しい
制限を設けるとともに、情報セキュリ
ティーマネジメントシステムの認証を
取得し適正な運用を図っています。
4月現在で、市がコンピューターに
よって個人情報を処理している主な
業務と記録項目は 表7 のとおりです
（※は平成28年4月以降に追加した業
務）
。
また、市と接続先との通信回線の
結合により個人情報の処理を行って
いる業務は 表8 のとおりです。高度
なセキュリティーを維持した行政専
用のネットワークを使用し、適正な
運用を行っています。

情報推進課☎内線2149

印鑑登録

戸籍及び戸籍の附票
軽自動車税
個人住民税

職員課

主な記録項目

住所、氏名、生年月日、性別、個人番号
印影、登録番号

氏名、本籍、生年月日
定置場、標識番号
総所得、年税額

業務名
接続先
住民基本台帳ネットワークシス 住民基本台帳ネットワーク
テム業務
都道府県サーバー
公的個人認証サービス業務

地方公共団体情報システム
機構公的個人認証サーバー

個人番号カード関連業務

地方公共団体情報システム
機構カード管理業務サーバー

年税額、収入金額

東京電子自治体共同運営電子申
請・電子調達サービス業務

生活保護

世帯員氏名、生活扶助金額

マルチペイメントネットワークを
利用した収納業務
総合行政ネットワーク都道
地方税電子申告業務
（法人市民税・ 府県サーバー

障がい者福祉

障がい名、手帳等級

国民健康保険

被保険者記号番号、決定税額

介護保険

後期高齢者医療保険

氏名、資格区分

被保険者番号、被保険者資格取得事由

図書館メールマガジンサービス※ メールアドレス、性別、生まれた年

申請内容

三鷹市職員採用セミナー参加申込

環境政策課 飼い犬の登録事項変更届・死亡届
胃がん検診・胃がん集団検診
子宮がん検診
大腸がん検診
肺がん検診

健康推進課 乳がん検診
歯科健診
眼科検診

骨粗しょう症健診
若年健診

資産税課

通信回線の結合により個人情報の
処理を行っている主な業務と接続先

収納管理

契約管理課 電子申請（入札）

市民税課

表8

固定資産税
（土地･家屋）
・都市計
評価額、所在地番
画税

担当部署

市ホームページ

市では、東京電子自治体
共同運営サービスなどを利
用した電子申請の取り扱い
を行っています。平成28年
度の利用実績は、右表のと
おりです。
電子申請サービスでは、
パソコンから各種申請や届
け出を 行うことが 可 能 で
す。利用方法などくわしく
は、市ホームページまたは
東京電子自治 体共同運営
サービスホームページ
https://www.e-tokyo.lg.
jp/top/をご覧ください。

業務名

住民記録

28年度の電子申請利用実績
東京電子自治体共同運営サービス

電子申請
サービスを
ご利用
ください

表7 コンピューター処理の主な業務と記録項目

情報推進課☎内線2149

法人市民税申告
事業所税申告

給与支払報告書申告

固定資産税（償却資産）

件数

241
338
7

552

1,985
366
120

1,511
233
643
99

359

3,382
15

61,624
942

ごみ対策課 粗大ごみ収集申込

6,284

スポーツ
振興課

市民体育施設予約

55,511

社会教育
会館

社会教育会館施設予約

図書館

図書予約システム（貸出）

生涯学習課 生涯学習施設予約
学校体育施設予約
生涯学習講座予約
合

計

470

46,986
8,088
226

204,166
394,148

事業所税）
および国税連携業務

コンビニエンスストアにおける
証明書交付業務

住民基本台帳ネットワークシステムなどの
運用状況
市民課☎内線2326
住民基本台帳ネットワークシステム
は、みなさんの住民基本台帳情報のう
ち、氏名、住所、生年月日、性別、住
民票コードといった基礎的な情報を全
国的にコンピューターでネットワーク
化し、さまざまな行政機関が本人確認
をする必要があるときに参照できるよ
うにしたものです。これによって、パ
スポートの申請や年金の現況届など、
今まで行政機関への申請や届け出の
際に必要とされていた住民票の写しの
提出が不要になりました。
平成28年度は、届け出による住民
基本台帳情報の変更など、 別表1 の
とおり49,382件の更新処理を行いま
した。
また、マイナンバーカード
（個人番
号カード）
および住民基本台帳カード
の交付件数などは、 別表2 のとおり
です。
なお、住民基本台帳カードの交付
は27年12月28日で終了し、マイナン
バーカードの交付が28年1月から始ま
りました。

別表1 28年度の住民基本台帳ネットワー
クシステム本人確認情報更新処理件数
年

28年

29年
合

月

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
計

更新処理件数
5,980
3,945
3,570
3,554
4,181
3,373
3,653
3,530
3,245
3,119
3,666
7,566
49,382

別表2 マイナンバーカード等交付件数
年度
26年度
27年度

マイナン 住民基本 住民票の
バーカード 台帳カード 写しの広域
交付件数 交付件数 交付件数
―

2,700

28年度 17,375

2,439

108

―

142

1,201

134

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。
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情報公開制度・個人情報保護制度の
仕組みと運用状況を紹介します
より開かれた市政運営のための「情報公開制度」

60

市内法人・団体
19

内

訳

④情報公開の請求の
可否を決定した
文書を通知

決定件数

市長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会
合 計 （注1）

81
11
1
0
0
0
1
94

公開
48
6
1
0
0
0
0
55

一部公開
30
3
0
0
0
0
0
33

情報公開請求が
認められた場合

●写しの交付

不満

●視聴

納得

取り下げ
1
1
0
0
0
0
0
2

企業の経営戦略や技術、経営状況に関する情報

平成28年度活動状況をお知らせします
相談・情報課☎内線2215

7月
10月
11月
12月
1月
合計

市内・市外在住者別
市内在住者 市外在住者
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
5
0

受付
件数
1
1
1
1
1
5

合

2 組織別内容別苦情申立受付状況
区

分

受付件数

健康福祉部

2

子ども政策部

2

複数の部署にまたがるもの
（子ども政策部・教育委員会）
合

主催者

計

日時・期間

1

来訪
0
1
1
0
1
3

3

18

27
52

（注2） 1件の決定について複数の非公開理由があるため、 表2 の一部
公開件数と非公開件数の合計とは一致しません。

会議数・回数
52会議（注2）
40会議
4会議
10会議
172回
141回
11回
20回

（注1）回数は、延べ406回のうち、非公
開で行われる介護認定審査会（延
べ217回）と障がい程度区分判定
等審査会（延べ17回）を除いてい
ます。
（注2）1つの会議において、議題により
公開・非公開が分かれる場合が
あるため、公開・一部公開・非公
開件数の合計とは一致しません。

構成比
74.1％
7.4％
18.5％
82.0％
6.4％
11.6％

総合オンブズマンは、みなさんから寄せられた市政に関する苦情を、市と
市民の間に立って公正かつ中立な立場で調査します。そのうえで、必要な場
合は市に意見を述べ、サービスの内容を是正するように勧告したり、制度を
改善するよう提言します。

受付方法
郵送・ファクス
1
0
0
1
0
2

電話
0
0
0
0
0
0

平均処理日数48日

区

分

件数

１ 苦情申立人に結果通知をしたもの

5

（１）
苦情申立ての趣旨に沿ったもの

1

（２）
行政の不備がないもの

3

（３）
所管外となったもの

0

（４）そのほか

1

内 容
高齢者支援課の行った調査とその回答に関する苦情
みたかふれあい支援員養成研修に関する苦情
子ども育成課職員の対応および保育園の入所に係る制度に関する苦情
平成29年４月１日開園予定保育園の建築物について

２ 苦情調査を打ち切ったもの

0

３ 苦情申立てを取り下げたもの

1

小学校へ通う娘に対する市の支援に関する苦情

４ 次年度に調査を持ち越したもの

0

5

対象・定員

計 （注2）

3 苦情申立処理状況

本人・代理人別
本人
代理人
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
5
0

情
報
公
開
審
査
会

4

生命、身体や財産の保護、犯罪の防止のための情報で、
公開すると安全安心に支障が出る情報

1 月別苦情申立受付状況（28年4月〜29年3月）
区分

③答申
●

収入や職業、学歴など個人のプライバシーに関する情報

0
0
0
0
0
0
0
0

非公開
会議の開催延べ回数（注1）
◆傍聴などの状況
公開
傍聴があった会議数＝16会議、
一部公開
傍聴人延べ人数＝75人
非公開

総合
オンブズマン

②諮問
●

法令によって明らかに公開することができない情報

審査請求

市では、開かれた市政運営の
区 分
ために市民会議などの様子を広 対象となる市民会議・審議
公開
く公開しています。平成28年度
一部公開
の公開状況は右表のとおりです。

相談・情報課
☎内線2215

④裁決・決定通知
●

市
役
所
の
各
課

表3 非公開理由の内訳

（注1） 1件の請求に対して複数の決定が行われる場合があるため、 表1 の請求件数とは一致しません。取り下げ
件数は決定件数には含まれません。

市民会議などの
公開状況を
お知らせします

①審査請求
●

裁判所

市外法人・団体
17

不存在
3
1
0
0
0
0
1
5

●公開・非公開の決定
●決定期間（15日以内）
を延長す
る場合は、請求者に通知
●市以外のものに関する情報が記
録されているときは、当該の第三
者に意見を聴取

情報公開請求が
認められなかった場合

相談・情報課
●閲覧

市外在住者
11

処理状況
非公開
0
1
0
0
0
0
0
1

③情報公開の
決定書の送付

●相談
●情報の特定
●請求書の受付
●以後の手続きなどの説明

表2 部門別の情報公開決定件数と処理状況
実施機関

市役所の
各課

市民
13

請
求
者

②情報公開の
請求書の送付

相談・情報課

請求件数

①情報公開の請求

裁判所へ
訴え

表1 請求件数と請求者の内訳

情
報
公
開
の
仕
組
み

相談・
情報課

市が収集・作成したさまざまな情報は、みなさんの共有財産で
す。そして、みなさんに市政に参加していただくためには、情報
が広く公開されることが必要です。市では、こうした観点から、
より開かれた市政運営の実現に向け、情報公開制度の的確な運用
を図っています。
■利用できるのは…
市の情報公開制度は、全ての人（法人を含む）が利用できます。
平成28年度の情報公開請求者の内訳は 表1 のとおりです。
■公開の対象となる情報は…
市の全ての組織で作成・受領した情報が、公開の対象です。28
年度の部門別決定件数とその処理状況は 表2 のとおりです。
■公開できない情報は…
みなさんのプライバシーに関することや、企業秘密は公開しま
せん。また、市が事業を行うための交渉の方針など、公開するこ
とで公正・適正な市政運営が妨げられる情報も公開しないことと
しています。28年度の非公開件数とその理由は 表3 のとおりです。
■市政情報非公開の場合の救済制度は…
市政情報が公開されなかったことに不満がある場合は、市に
審査請求をすることができます。市は情報公開審査会に諮問し、
審査会では非公開の決定が適切であったかどうかを審査します。
28年度は、審査請求はありませんでした。

相談・情報課☎内線2215

※27年度から持ち越した案件1件を含む。

場所・会場

講師

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

広報みたか

※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。

女性交流室
（下連雀3-30-12中央通り
タウンプラザ）
事前に相談・情報課☎内線2215へ
企画経営課☎内線2115

女性のための無料ホットライン
女性の権利110番

DV、セクハラ、ストーカーなど弁 護

士と女性相談員が相談に応じます。
◆電話相談 ☎03-3595-8370
東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会、日本弁護士連合会
6月24日㈯午前10時～午後4時
※面談による継続相談もできます
（初回
のみ無料）
。
第二東京弁護士会☎03-3581-2257

No.1597

「子どもの人権110番」
強化週間

1234

総合オンブズマン相談
（7月）

市政に関する苦情を受け付けます。

中村一郎さん
（弁 護 士）＝6・20日、
片桐朝美さん
（杏林大学准教授）
＝13・
27日、いずれも木曜日午後1時30分～
4時30分

平成29年度第1回三鷹市地域公共
交通活性化協議会の傍聴

北 野ルートの代 替 道 路へのルート変

更、バス停の移設についてほか。
6月26日㈪午後2時～4時
若干名

相談・情報課
（市役所2階）

平成29年度がんばる地域応援プロ
ジェクト選考委員会の傍聴

「三鷹市町会等地域自治組織活性化助
成金」対象事業の選考。
7月8日㈯午前9時30分から
10人
市民協働センター
当日会場へ
（先着制）

クリーンプラザふじみ

コミュニティ創生課☎内線2513

※
「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

同課☎内線2215へ

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

7月16日発行号
原稿締切日

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
暮らしの保健室みたかの催し
健康・生活・介護なんでも相談
＝毎 週 月曜日午 後1時～4時、お
しゃべり会「聞いてきいて」＝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
みたかふれあいサロンの催し
①まるごと基礎講座インター
ネットやワード、エクセルなど＝
毎週月曜日午後1時15分～3時、②
ケータイ・スマホなんでも相談会
＝6月21日、7月19日の水曜日午後
3時45分～5時 ①10人、
②5人
三鷹産業プラザ 1,500円
（1回）
NPO法人シニアSOHO普及
サロン・三鷹☎40-2663・ 402664
（先着制）
元気ひろば おれんじの催し
①音叉カラー呼吸法でアンチエ
イジング＝6月22日㈭午前10時～
11時30分、②小原流生け花＝23
日㈮ 午 前10時30分～正 午、③お
きゅうで簡単セルフケア＝28日㈬
午 前10時～11時、④ラフターヨ
ガ＝28日午 後2時～3時30分、⑤
ロミロミマッサージ体験＝30日㈮
午前10時～11時 同会
（中原3-165） ① ③1,500円
（資 料 代 を 含
む）
、②2,000円
（花代を含む）
、④
600円、 ⑤500円
（15分）
同
会☎76-5940・ 26-9419
「サロンきっかけ」おしゃべり会
活 躍きっかけ隊 6月22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
絵本の会「えほんのはら」
子育てひろば てくてく 6月22
日㈭午前10時30分～11時30分
同会
（深大寺1-3-3） 当日会場へ
同会☎26-4381
（月・火・木曜
日午前10時～午後3時）
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 6月

22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 ☎090-61894817

ふろしき市
三 鷹 市ボランティア連 絡 協 議
会 6月24日㈯午前10時～午後1
時 市役所議場棟下 500円
（1
区画分）
みたかボランティア
センター☎76-1271
（申し込みは
2区画まで）

淡路りえ子展
しろがねGallery 6月27日 ㈫
～7月3日 ㈪ 午 前11時 ～ 午 後7時
（3日は5時まで） 同画廊 期間
中会場へ 同画廊☎43-3777
フラワーアレンジメント
（生 花を
使って…）
フラワー・プランティエ 6月28
日㈬午前10時30分～正午 三鷹
駅前コミュニティセンター 2,500
円
大西☎080-1122-6086

堀尾貞治展 あたりまえのこと―
音の形
ぎゃらりー由 芽 6月24日 ㈯
～7月9日㈰正午～午後7時
（9日は
5時まで） 同 画 廊、ぎゃらりー
由 芽のつづき 期 間 中 会 場へ
同画廊☎47-5241
（木曜日休み）

放 射 線 測定をしながらおしゃべ
り散歩
三鷹市の福祉をすすめる女性
の会
6月30日㈮午前10時
「配
水場前」
下りバス停集合～11時
100円
（飲み物代）
村井☎473306

子どももおとなもあそびがいっ
ぱい「子どもまつり」だよ！
NPO法人子ども生活・ゆめこう
ば 6月25日㈰ 午 前10時30分～
午 後2時30分 農 業 公 園 300
円
（保険料、とん汁代を含む） 当
日会場へ 同法人☎34-0040

中国語を楽しむ茶話会
（初心者向
け）
中国語を楽しむ会 6月30日
㈮午後7時～8時30分 三鷹駅前
コミュニティセンター
王☎
090-6487-5278

エコマルシェ― ペットボトルでつ
くるミニソーラーカー 親子工作
NPO法人みたか市民協同発電
6月25日㈰①午後1時30分から、
②2時30分 から、③3時30分 から
みたかスペースあい 1,800円
オオヤウチ☎090-6049-02
03・ 31-0287
超高齢 社 会での逝き方を考える
―中村仁一医師の講演DVD上映
三鷹自分の死を考える集い 6
月25日㈰午後2時～4時 市民協
働センター 1,000円 当 日 会
場へ 醬 野 ☎47-9384
（午 後8時
以降）
野川の清流を辿る
三鷹の歴史研究会
6月27日
㈫午前10時JR武蔵小金井駅改札
外 集 合 ～ 午 後3時 400円
（資 料
代）
太田☎・ 48-5952
警視庁見学会
三鷹人倶楽部
6月27日㈫午
前10時京王線仙川駅集合 20人
交通費、昼食代は実費
草
野☎090-1207-4196
自分の強みを知る数 秘＆カラー
講座
NPO法人子育てコンビニ 6月
27日㈫午前10時～11時30分 元
気ひろば おれんじ
（中原3-1-65）
1,500円 同法人 info2@ko
sodate.or.jp 同法人☎41-7021

小 羊お楽しみ会
（参 観、講 演 会、
親子製作ほか）
第 二 小 羊チャイルドセンター
7月1日 ㈯ 午 前9時30分～午 後
2時30分 同センター本 園
（北 野
3-10-14） 当日会場へ 同セン
ター☎43-9754
職人の感謝デー
（包丁研ぎ・箸づ
くり体験）
北多摩建設産業労組 7月2日
㈰午前10時～午後2時30分 JA
東京むさし牟礼支店 包丁
（1人3
本まで） 当日会場へ 同組合☎
70-0771
（平日のみ）
三鷹市吹奏楽団第36回定期演奏
会
7月2日㈰ 午 後1時30分から
三 鷹 市 公 会 堂 光のホール 当日
会場へ
（未就学児は事前に同楽団
http://takasui.net/で予 約）
同楽団 info@takasui.net
懐かしい曲を皆で歌う会
楽 若 会 7月7日 ㈮・20日 ㈭
午 後1時30分から 芸 術 文 化セ
ン タ ー 1回600円
（初 回800円）
歌の会
（㈱プロシステム内）☎
0120-565-525
（当 日 参 加 も 可）
小林☎080-6618-4616
講演会
（子どもの眠りと大人の眠
り）
ヴァルドルフの森キンダーガ
ルテンなのはな園 7月8日㈯午
前9時30分 ～11時30分 同園
2,000円、会員1,500円
（当日券はい

6月 23日（金）

8月 6日発行号
原稿締切日

※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

6

当日会場へ
（先着制）
道路交通課☎内線2883

◆電話相談 ☎0120-007-110
（フリー
ダイヤル）

6月26日㈪～7月2日㈰午前8時30分
～午後7時
（7月1日㈯・2日は午前10時
～午後5時）
東京法務局人権擁護部☎03-5213-

2017.6.18

ずれも200円増し）
同園 794598・ info@nanohana-en.com

やさしい社交ダンス入門講座4回
コース
（ブルース、ジルバ、ワル
ツ、タンゴ）
ダンスサークル・ペガサス
7月8・22日の土曜日午後4時～5
時30分、7月16・30日 の 日 曜 日
午後1時～2時30分 三鷹駅前コ
ミュニティセンター 500円
（1
回。高校生以下は無料） 当日会
場へ 大内☎31-8656
おもちゃであそぼう！
NPO法人こもれび 毎月第3
土曜日午前10時～11時30分 未
就園児のお子さんと保護者 同法
人
（上連雀9-10-21） 100円
（1回）
家庭的保育室もこもこ
（照沼）
☎080-3170-7375
（午前9時 ～ 午
後5時）
・ 24-6435
発 達障がいなど、お子さんの悩
み相談「Marble相談サロン」
（一社）発達障がいファミリーサポ
ートMarble 7月20日㈭午前9時
30分～10時30分、11時～正午
各1人 元気創造プラザ
同法
人 76-2720・ marble.family
7@gmail.com
（先着制）

会員募集
マーリエ
（フラダンス）
毎月第1・2・4金曜日午後2時
～3時30分 高山地区公会堂
月 額5,000円
カタダ☎0909317-0643
さくら組
（ストレッチ＆ウオーキ
ング）
①ストレッチ＝毎月第1土曜日
午 前10時30分～正 午、②ウオー
キング＝毎月第3土曜日午前10時
～正 午 ① 連 雀コミュニティセ
ンター、②井の頭公園周辺、深大
寺 な ど 入 会 金1,000円、 月 額
1,000円
佐東☎47-1912
三鷹理芯会
（合気道）
毎週木曜日午後7時～9時 SU
BARU総合スポーツセンター 月
額3,000円
堀 ☎090-18469809
TOGETHER
（ハーモニカサークル）
毎月第1・3土曜日午後1時～3
時 みたかボランティアセンター
表☎・ 34-8318
新 川中原コミュニティー子ども
のバレエ
（クラシックバレエ）
毎週土曜日午後1時30分～5時
5歳～中学生 新川中原コミュ
ニティセンター 月 額4,200円

7月 13日（木）

いずれも午後5時まで

天 野 ☎090- 9295- 8240・
amamo2746@gmail.com

三鷹デッサン会
毎月第2・4日曜日午前10時～
午後0時50分 三鷹駅前コミュニ
ティセンター 入 会 金1,000円、
月額2,000円
井戸原☎0801055-9109・ 49-0858
女 声のための歌うセラピー
（発
声、日本・世 界の抒 情歌、童謡
など）
月3回 木 曜 日 午 前10時10分～
正 午または午 後1時～3時 三 鷹
駅前コミュニティセンター 月額
3,000円
長尾☎45-2665

伝言板
ルーテル三鷹教会バザー
日本福音ルーテル三鷹教会 6
月18日㈰正午～午後2時 ルーテ
ル学院大学学生食堂 当日会場
へ 同教会☎33-1122
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 6月21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☎
31-7920
ICU公開講演会：山本雅美先生
による「親も育つ子育ての愛憎」
ICU教 育 研 究 所 6月25日 ㈰
午後1時～2時30分 同大学 当
日会場へ 同研究所
（木村）
☎333644
武蔵野赤十字病院の催し
①糖尿病教室「糖尿病と薬」
「糖
尿病と運動」
＝7月1日㈯午後1時～
3時
（0時30分 から受付）
、②健康
生活支援講習 スマイル教室「簡単
にできる足浴と着替え」＝13日㈭
午前10時から、午後2時から ②
各10人 同病院 ②200円
（保険
料を含む）
①当日会場へ、②
同病院医療社会事業課☎32-3111
第14回演奏会
ICU CLASSIC ENSEMBLE 7
月2日㈰午後2時から 芸術文化
センター風のホール 当日会場へ
同会
（小川）
☎090-5553-1062
いきいき健 康 運 動教 室―かんた
んイスDEエクササイズ
西武・武蔵野パートナーズ 7月
6日㈭ 午前10時～11時30分 野
川公園 500円
（保険料、足形測定
代を含む）
直接または電話で
同公園サービスセンター☎31-6457

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。
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三鷹市シルバー人材センター
入会説明会

へ
（面談のうえ、選考）
※くわしくはファブスペースみたかホー
ムページ https://fabmitaka.co/へ。

①7月5・19日の水曜日午前9時～11

同社☎40-9669

時、②11日㈫午後2時～4時
健康で働く意欲のあるおおむね60歳
以上の市民
①三鷹市シルバー人材センター、②
連雀コミュニティセンター
三 鷹 市シルバー人 材センター☎
48-6721・ http://mitaka-sc.or.jp/

都立多摩職業能力開発センター
職業訓練生徒
（10月生）

◆募集科目 ①多摩センター
（昭島市東

町3-6-33）
＝精密加工科、三次元CAD
科、庭園施工管理科など7科目、②八王
子校
（八王子市台町1-11-1）
=福祉用具

科、電気設備管理科など3科目、③府中
校
（府 中 市 南 町4-37-2）=ネットワーク
施 工 科、介 護サービス科、クリーンス
タッフ養成科など6科目

sc_kaiinnaru.htmlへ

フリーマーケット出店者

連雀地区住民協議会
7月15日㈯午前11時～午後2時

6月26日㈪～7月28日㈮に各校①

20店舗
（1区画1.5×2ｍ）

☎042-500-8700、②☎042-622-82
01、③☎042-367-8201へ
※科目により訓練期間・応募条件・定
員などが異なります。

連雀コミュニティセンター
500円
（1区画分。1人2区画まで）
6月19日 ㈪から参 加 費を同センター
へ
（先着制）
同センター☎45-5100

夏！体験ボランティア2017inみたか

7月18日㈫～8月31日㈭
小学生以上の方
保育園、学童保育所、高齢者施設、

障がい者施設など

500円
（資料代、保険料）

6月30日 ㈮までに申 込 用 紙
（みたか
ボランティアセンターホームページ
http://www.mitakavc.net/で入 手 可）
と参加費を同センターへ

同センター☎76-1271

ファブスペースみたか
レンタルボックス出展者

12月28日㈭まで作品の展示・販売な
どに使えるボックス
（縦33.5×横33.5
×奥行き38.5㎝）
。
2枠

三鷹産業プラザ
月額2,160円
（1枠）
必要書類を「〒181-8525㈱まちづく

り三 鷹」
・

fabspace@mitaka.ne.jp

多様な働き方セミナー
「多様な働き方ガイド」

7月6日㈭午後1時30分～4時

おおむね55歳以上の方24人
市民協働センター

わくわくサポート三鷹相談員で産業

カウンセラーの野元秀明さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
7月3日 ㈪ ま で に 必 要 事 項
（11面
参 照）を わ く わ く サ ポ ー ト 三 鷹 ☎458645・

45-8646へ
（先着制）

（社福）三鷹市社会福祉事業団 職員

◆職種 ① 介 護 職
（契 約 職 員）
、②ホー
ムヘルパー
（登録職員）
※①は正職員への登用あり。
◆資格 介護福祉士、介護職員初任者

三鷹市職員を募集
◆職種 ①土木技術、②建築技術、③電気技術、④土木技術、⑤建築技術、⑥
電気技術
（いずれも若干名、④～⑥経験者採用）
、⑦保育士
（５人程度）
◆資格 ①〜③昭和63年4月2日～平成10年4月1日生まれの方、④〜⑥昭和
61年4月2日～63年4月1日生まれの方で実務経験が4年以上、56年4月2日
～61年4月1日生まれの方で実務経験が8年以上、52年4月2日～56年4月1
日生まれの方で実務経験が13年以上
（⑤は建築基準適合判定資格者、構造設
計一級建築士または一級建築士）
、⑦昭和63年４月２日以降生まれの保育士
（平成30年３月末までに取得見込みも可）
◆勤務時間 月～金曜日午前8時30分～午後5時15分
（時間、休日は配置先によ
り異なる）
◆給与
（月額初任給） ①～③210,105円
（大学新卒の場合）
、④〜⑥210,105円
に経験年数加算、⑦179,515円
（短大新卒の場合）

研修または実務者研修修了者
（②土・日
曜日、祝日勤務できる方歓迎）
◆勤務場所 ①老人保健施設はなかい

うえ履歴書
（写真貼付）
・あれば資格証の
写しを本人が同協議会☎46-1192へ
（面
接あり）

㈱まちづくり三鷹 契約社員
（1人）

どう、②市内・周辺の高齢者宅など
（応
相談）
◆勤務時間 ①午前7時15分～午後4時、
午前8時30分～午後5時15分、午前11時
30分～午後8時15分、午後5時～午前9時
（月4～6日程度）
の4交代制
（応相談）
、②
応相談
（研修期間あり）

◆職務内容 講座の運営と受付、一般事
務など
◆資格 雇用期間終了後、都内で再就
職を希 望し、
「東 京 都 人づくり・人 材
確保支援事業」に従事した経験のない、
ワード・エクセル中 級 程 度の方。普 通

◆報酬 ①月額240,000円
（介護福祉士
以外は230,000円）
、②身体介護＝時給

自動車運転免許があればなお可
◆勤務期間 ７月10日～平 成30年3月

1,550円～、生活援助・介護予防＝時
給1,300円～
（いずれも資 格による。実
働30時間までは異なる）

※①賞与あり
（昨年度実績210,000円程
度。採用1年目は異なる）
。夜勤手当あ
り
（1回7,000円）
。
※②勤務実績に応じて昇給、報奨金あ
り。土・日曜日、祝日、早朝夜間の勤
務は時給400円割増。

31日
◆勤務時間

◆勤務場所 三鷹産業プラザ
◆報酬 月額226,000円、交通費支給
（月額上限20,000円）
６ 月26日 ㈪ 午 後5時
（必 着）ま で に
履歴書
（写 真 貼 付、メールアドレスを
記入）
・個人情報の取り扱いについての

◆採用予定日 随時
電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
・
資 格 証の写しを直 接または郵 送で「〒

同 意 書を直 接または郵 送で「〒181-85
25㈱まちづくり三 鷹」へ
（書 類 審 査 後、
面接あり）

181-0002牟礼6-12-30三鷹市社会福
祉事業団」
・☎44-5211へ

※くわしくは同事業団ホームページ
tp://www.mitaka.or.jp/へ。

（社福）三鷹市社会福祉協議会

※くわしくは同社ホームページ
//www.mitaka.ne.jp/へ。

ht

職員

◆職種 学童保育所①臨時職員、②土
曜日嘱託職員
◆資格 保育士、教育職員免許
（①は無
資格者も可）
◆勤務期間 採用日～平成30年3月31
日
（更新の場合あり）

「こころの相談」
をご利用ください

◆勤務時間 ①午後1時～7時
（応相談）
、
②午前8時～午後7時
◆勤務場所 市内23カ所の学童保育所
◆報酬
（時給） ①有資格者＝1,060円、
無 資 格 者 ＝980円、②1,325円、交 通
費支給
6月19日㈪～24日㈯午前9時～午

後5時
（24日は正 午まで）に電 話 連 絡の

講師

最大値

0.04

0.08

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
「暮らし」
）
で確認できます
（28年12月10日以降の測定結果
環境政策課☎内線2524

5月 1 日


場所・会場

最小値

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

4月12日

対象・定員

測定結果
（地上1m)

ホームページのトップペー

※くわしくは募集要項
（市ホームページ、同課
〈市役所3階〉
、市政窓口、市立
図書館で入手可）
をご覧ください。

日時・期間

年末年始を除く。1回1時間まで）

くわし い 測定結果 は 市 ※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。

採取日

主催者

◆こころの相談室
（女性向け）
毎週木・土曜日午後1時～5時
（祝日、

施設数
施設などで、地上5㎝・1m地 （定点観測地点を含む）
点での空間放射線量を引き
6施設
続き計測しています。

7月10日㈪
（消印有効）
までに受験申込書
（写真貼付）
・受験票返信用切手
（62
円）
を特定記録郵便で「〒181-8555職員課」へ

※くわしくは開催案内
（市ホームページ、同課
〈市役所3階〉
、市政窓口、市
立図書館で入手可）
をご覧ください。

火曜日午後6時～8時
（祝日を除く。1回
30分まで）
相談員直通☎29-9864へ

平成23年7月5日から定点 29年5月17日～6月13日	 （毎時マイクロシーベルト）

＜そのほかの市内放射性物質測定結果＞

①6月22日㈭、②27日㈫いずれも午後5時までに必要事項
（11面参照）
・
職 種・性 別・生年月日を職 員課☎内線2233・ shokuin@city.mitaka.
tokyo.jpへ

◆こころの相談ダイヤル
毎月第２火曜日午後2時～4時、第４

観測地点
（6カ所）
と市内公共

◆試験日程 第1次試験
（①〜③⑦教養・専門、④〜⑥事務能力検査・基礎能
力検査）
＝7月23日㈰

①6月23日㈮午後1時～4時15分=三鷹市公会堂さんさん館、②28日
㈬午後７時～8時30分＝三鷹ネットワーク大学

専 門の相 談 員が相 談に応じます。電
話相談も受け付けます。

市内の 空間 放 射 線 量 測 定 結 果

は掲載準備中です）
。

三 鷹 市 職 員 採 用 セ ミナー を 開 催しま す

https:

同社☎40-9669

※いずれも地域手当を含む。
※扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当など各種手当あり。

同課☎内線2233

月～金曜日午前８時30分

～午後５時30分
（実働週40時間）

場

所

対象

※単位は「Bq
（ベクレル）
/kg」

放射性
放射性
放射性
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137

上連雀浄水所

水道水

不検出

不検出

不検出

三鷹新川浄水所

水道水

不検出

不検出

不検出

東部水再生センター

脱水汚泥

58.7

不検出

不検出

主灰

−

不検出

34

飛灰

−

15

105

5月 8 日

クリーンプラザふじみ

※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。
※
「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。

水再生課☎内線2873、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

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

※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。

同センター
① ② ④7,000円、③1,500円、⑤ 月
額5,000円
（3カ月分前納）

※⑤のみ別途教材代が掛かります。
USBメモリー、③スマートフォンま
たはタブレット端末
6月22日 ㈭
（必 着）までに往 復はがき

で必要事項
（11面参照）
・お持ちのOSを
「〒181-0004新川6-35-16三鷹市シル
バー人材センター」へ
（先着制）
同センター☎48-6721

リサイクル市民工房の催し
（7月）
①折り紙・七夕飾り作り＝5日㈬、②
ダンボールで裂き織りポーチ作り＝12

日㈬、③ドレスタオル作り＝19日㈬、
④Tシャツからエコ布ぞうり作り＝20日
㈭、⑤くるくるコースター作り＝26日
㈬、いずれも午後1時～3時30分
①②③⑤12人、④10人
はさみ、筆記用具、①折り紙・千代

紙・包装紙など、
②ダンボール20×15㎝、
ファスナー15㎝、たて糸用レース糸また
はリボン
（幅5㎜）3m以上、布
（古着や端
切れなど伸びにくい布）
、裁縫道具、③タ

オル1枚、バイヤステープ、飾り用リボン、

三鷹駅周辺住民協議会
7月8日 ㈯ 午 前10時30分 ～ 午 後0時
30分
16歳以上の市民20人
三鷹駅前コミュニティセンター
みたか昔あそびの会のみなさん
直 接または電 話で同センター☎

いずれも9月15日 ㈮
（消 印 有 効）まで
に直接または郵送で「〒181-8555三鷹
市選挙管理委員会事務局」
（第三庁舎）
へ
※作品は自作、未発表のもの。入選者に

市民30人

読み聞かせ入門講座

7月13日 ㈭ 午 前10時 ～ 正 午
（9時50
分開場）
小 学 校などでの読み聞かせを始めた
い方、または始めたばかりの方50人
三鷹図書館
（本館）

東京子ども図書館職員の清水千秋さん
当日会場へ
（先着制）
西部図書館☎33-1311

韓国料理教室

井の頭地区住民協議会

賞状と記念品、全応募者に参加賞あり。
※入選者は市ホームページや「広報みた
か」で発表し、作品を各種事業に活用し
ます
（氏名・学校名と学年または在住地
区を表示予定）
。
同事務局☎内線3036

ごみ減量キャンペーンの
ボランティア

ごみ減量の啓発
（啓発品配布・ごみ拾
い）
など。

市民20人
井の頭コミュニティセンター新館
料理研究家の林恩希さん

500円
三角巾、エプロン、室内履き、布巾、

筆記用具
6月27日㈫に直接、または28日㈬
～7月12日 ㈬に直 接または電 話で同セ
ンター☎44-7321へ
（先着制）

6月20日㈫に直接、または21日㈬
～7月5日 ㈬に直 接または電 話で同セン
ター☎44-7321へ
（先着制）

けん玉、こまなど昔あそびの指 導 法
を学びます。

平成29年度明るい選挙啓発コンク
ール作品

三鷹市選挙管理委員会、三鷹市明る

い選挙推進協議会
◆ ポ ス タ ー 画 材 は 自 由。 四 つ 切 り

チケットインフォメーション

CINEMA SPECIAL

チケット発売中
会員＝S席4,050円・A席3,150円
一般＝S席4,500円・A席3,500円 
U-23（23歳以下／S席・A席共通）
＝2,500円

チケット発売中

全席指定

［出演］フランチェスコ・トリスターノ
［曲目］J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲BWV988
フランチェスコ・トリスターノ：Circle Songs
(2017)より Circle Song3 - Heraklion - All I
have - My old number - Circle Song4 ※日本
初演 ほか

に種目・代表者の必要事項
（11面参照）
を直接またははがき、電話、ファクスで

「〒181-0004新川6-37-1三鷹市芸術文
化協会事務局」
・☎45-1283
（土・日曜日、
第4月 曜 日を除く）
・

同協会☎45-1283、市芸術文化課☎

内線2911

三回忌・原節子

芸術文化センター 星のホール 全席指定
7月22日㈯ 各回2本立て／昼夜入替制
昼の部 午前11時／夜の部 午後4時上映開始

各回 会員＝900円 一般＝1,000円 学生＝800円

『安城家の舞踏会』
（1947年／松竹大船／89分／白黒／35mm）
監督・原作 ：吉村公三郎／脚本：新藤兼人
出演：原節子、滝沢修、森雅之、逢初夢子、津島恵子、清水将夫
没落貴族の娘を原節子が気高く演じ、キネマ旬報ベスト・テン第一位
に輝いた傑作！

フランチェスコ・トリス

クラシックとテクノの演奏を両立させる驚異 ターノ©Marie Staggat
のピアニスト、トリスターノが弾くバッハのゴルトベルク変奏曲。
後援：ルクセンブルク大使館

45-1284へ
（申

込多数の場合は抽選、結果は7月末まで
に連絡）

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

フランチェスコ・トリスターノ ピアノ・リサイタル
芸術文化センター 風のホール
7月9日㈰ 午後2時開演

11月23日㈷、吟詠・剣詩舞＝11月25
日㈯、囃子
（はやし）
と和太鼓＝11月26
日㈰
種目により一部費用負担あり
6月19日 ㈪～7月12日 ㈬
（消 印 有 効）

稲葉安代
種市与作
飯田六斗
根岸敏三
山田みちを
島田富男
小林美代子
喜瀬さち子
今田和生
宮澤雅子
根岸操
三矢惠啓

昔あそびリーダー養成向け体験講
座「誰でも簡単にできる 昔あそび
を楽しもう！」

仕 舞 ＝11月19日 ㈰、大 正 琴、歌 謡 ＝

五月の秀句

井の頭地区住民協議会
7月6・13日の木曜日午前10時30分
～午後0時30分
市民40人
井の頭コミュニティセンター新館
声楽家で合唱指揮者の内田弘一郎さん

在学・在勤を含む市民

7月13日㈭午前10時15分～午後0時
30分

同課☎内線2533

合唱講座

①7月24日㈪=三鷹駅南口、②27
日 ㈭=つつじヶ丘 駐 輪 場、井の頭 公 園
駅、三鷹台駅、いずれも午後5時～6時

みたか紫水園
（新川5-6-31）
6月19日㈪午前9時から新川中原
地域包括支援センター☎40-7204へ
（先
着制）

第1回市民講座
「お元気なうちから
考える高齢者の住まい」

五月の秀歌

参 照）を「〒181-8555ご み 対 策 課」へ
（申込多数の場合は抽選、④は初参加の
方を優先）
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しゃがみ込み草とおしゃべり夏帽子
清正の槍にぶつかる椎若葉
西望像並べて素足で起ちにけり
老鶯を探す親子の指の先
万緑や騎馬像閣下動きける
見つめられ見つめ返して木の葉木菟
青葉風平和の像の太き首
新樹光くぐる遊具の丸四角
象はな子優しかりし目沙羅の花
囀や誰もが詩人木のベンチ
薫風や眠り足りないモルモット
将軍の孫の敬礼風薫る

月11日 ㈫、 ⑤7月18日 ㈫
（い ず れ も 必
着）
までに往復はがきで必要事項
（11面

2017.6.18

特養・サービス付き高齢者住宅など、
高 齢 者 向けのさまざまな施 設を紹 介し
ます。
7月12日㈬午後2時～3時30分

71-0025へ
（先着制）

青き空満開の桜流れ行く集いし人は皆歓声あげる
大平牧子
幼なき日ヨモギを摘みし裏山は桜の季節公園となり
遠藤昌枝
山門で森のうぐいすの囀りに耳を澄まして暫し佇む
小原和夫
この国の行く先担ひ司るかく政治家の質を問ふべし
松村美恵子
亡き母のうす紫のスカーフが顔にふるれば白粉にほふ
久野静代
何もする事なき時は鶴を折る羽ばたけ羽ばたけわれの心も
横井朝子
澄み渡る空を伝ひて西の方より家の普請の槌音ひびく
八島靖夫
ニワトリがいつから庭で飼われたか歩道うろつく鳩見て思ふ 奈須野郁郎
杖をつき週に一度はスーパーへ嫌いな牛乳今はほどよく
酒井登志子
中国の友にニイハオ・シェイシェイと片言入れて案内したり 大貫久和

①6月27日 ㈫、②7月4日 ㈫、③ ④7

（542×382㎜）または八つ切り
（382×
271㎜）
の画用紙で、
裏面右下に学校名・
学年・氏名
（ふりがな）
を記入。1人1点

No.1597

（②雨天中止）
市内の小・中・高校生
7月10日 ㈪までに必 要 事 項
（11面
※入選作品は東京都選挙管理委員会主
参照）
・参加希望場所・学生は学校名を
催の審査会に出品します。
ごみ対策課☎内線2534・ 47-5196・
◆習字 「責任の証」を習字用半紙に楷
書で。学校名・学年・氏名を書き入れる。
gomi@city.mitaka.tokyo.jpへ
1人1点
第64回市民文化祭芸能部門参加者
◆募集種目・開催日 日本舞踊＝10月
市内の中学生
29日㈰、民謡、合唱＝11月3日㈷、管
◆ 標 語 投 票 率の低い若い世 代に向け
弦楽＝11月4日㈯、現代日本舞踊＝11
て「投 票 参 加」を呼び掛けるなどの主 張
を簡潔に言い表したもの。用紙は自由。 月5日 ㈰、ジャズ＝11月11日 ㈯、邦 楽
＝11月12日㈰、洋舞、吹奏楽、謡曲・
住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号を記入

ボタン、レース、裁縫道具、④不用になっ
たTシャツ2枚
（大人用）
、接着剤、⑤毛糸

（中細～並太程度）
4色、かぎ針
（5～6号程
度）
、とじ針、裁縫道具

広報みたか

『晩春』
（1949年／松竹大船／108分／白黒／35mm）
監督：小津安二郎／原作：廣津和郎／脚本：野田高梧、小津安二郎
出演：原節子、笠智衆、月丘夢路、杉村春子、三宅邦子、三島雅夫
父と娘の心の軌跡を丁寧に描いた、記念すべき、原節子初の小津安二
郎監督作品。
※この映画シリーズは、毎月1回、平成30年3月まで続きます（8月を除く）。

『安城家の舞踏会』
©1947松竹株式会社

『晩春』©1949松竹株式会社

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）
。

● 電話予約
チケット
お求め方法

芸術文化センター

☎47-5122
10:00〜19:00

● インターネット予約（要事前登録）

● 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）
パソコン http://mitaka-art.jp/ticket
携帯電話 http://mitaka-art.jp/ticket-m 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
（座席自動採番） ※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。

※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。

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。

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。

広報みたか
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No.1597

アーチェリー講習会

三鷹市体育協会、三鷹市アーチェリー

で受付）
※7月23日 午 後0時40分から水 上フェ
スティバル。

在 学・在 勤を含む小 学4年 生 以 上で
身長135㎝以上の方
（小学生は保護者同
伴）
旧第二体育館和洋弓場

三鷹市体育協会、三鷹市弓道連盟

30年3月までの毎月第1・3土曜日＝
午後1時30分～4時30分、毎月第5土曜
日＝午後3時30分～5時30分
（雨天決行）

ジ http://mitaka-aa.wixsite.com/ho
me/へ
三 鷹 市アーチェリー協 会
（安 田）☎

在学・在勤を含む高校生以上の市民で
弓道経験者
（未体験者の見学も可能）

090-2666-0390
（午後3時～8時）

旧第二体育館和洋弓場

コミュニティセンターのプールに
行こう！

飲み物、弓道衣
（弓矢などは無料貸与
あり）

在学・在勤を含む市民
小・中学生50円、高校生以上200円

2日㈰・18日㈫、8月11日㈷休館）
7月1日㈯～9月3日㈰までの火～土

講習会
「ヨーガで健康寿命を延ばそう」

0時50分～2時30分、
3時～4時40分
（各
回入替制）
※8月20日㈰午後0時15分から水上カー
ニバル。
◆井口 ☎32-7141
（木曜日・7月17日
㈷、8月11日 休 館、7月10日 ㈪～14日
㈮・18日・19日㈬はプール休止）

（小学生以下）
。
◆連雀 ☎45-5100
（木曜日・7月17日、
8月11日 休 館、7月18日・19日はプー
ル休止）
7月15日 ㈯～8月30日 ㈬までの月～
土曜日＝午前11時～午後5時15分、日
曜日＝午前10時15分～午後4時30分
（2
時間1区分、終了30分前まで受付）

剣道

小学生は学年別
（小学1・2年生は合
同）
、中学生男子
（1年生の部、2・3年生
の部）
、中学生女子の部、小学生団体戦
（3
人制、男女混合可、3年生以上で学年順）
、
中学生団体戦
（3人制、男女混合可）
。
三鷹市体育協会、三鷹市剣道連盟

平成29年度夏季
女子ジュニアソフトボール教室

7月8日 ㈯～8月27日 ㈰までの月～土
曜日＝午前11時～午後5時30分、日曜
日 ＝ 午 前11時～午 後4時30分
（2時 間1
区分、終了1時間前まで受付）
※7月8日午後1時30分から、水上ゲーム

7月17日㈷午前9時～午後5時
市内の小・中学生

東京都、（公財）東京都体育協会、三鷹
市体育協会、三鷹市ソフトボール連盟
7月8・15日、8月5日の土曜日午前9
時～午後0時30分
（雨天中止）

SUBARU総合スポーツセンター
個人戦500円、団体戦1チーム300円
※参加者は各自スポーツ保険に加入し

市内の小学生女子各50人程度
大沢総合グラウンド
グローブ、タオル、飲み物、暑い日
は防暑グッズ
開催日の前日までに必要事項
（11
面参照）
・保護者氏名・貸しグローブ希
望の場 合は利き手を同 連 盟
（矢 野）☎・
47-6712・☎090-2252-1576へ
（先

てください。

剣道用具
6月27日㈫～7月1日㈯に同連盟ホー

ムページ https://mitakakenren.wo
rdpress.com/または直接同協会
（SUBA
RU総合スポーツセンター内）
へ
同連盟
（吉野）
☎31-4837

着制）

※7月24日㈪～26日㈬・28日㈮は小学
生初心者向け水泳教室
（定員30人、3日

7月2日㈰午後1時30分から
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。

よくわかる・役立つ！パソコン教室

三鷹市シルバー人材センター
①パソコン入門＝7月3～31日の毎週
月曜日午後1時～3時
（17日㈷を除く全
4回）
、②パソコンでインターネット＝
7月3～31日の毎週月曜日午後3時30分
～5時30分
（17日を除く全4回）
、③スマ

ホ教室＝7月6～27日の毎週木曜日午後
2時～4時
（いずれか1日）
、④エクセル活
用＝7月7～28日の毎週金曜日午後3時
30分～5時30分
（全4回）
、⑤ゆうゆう教
室＝7～10月の毎週月・水・金曜日の午
前10時～正午または金曜日午後1時～3

時
（希望の曜日・時間帯を選択、いずれ
も月4回。8月を除く）
①パソコンを始めたい方、②文字入力
が多少できる方、③スマートフォン初心
者、④エクセルが多少できる方、⑤ワー
ドまたはエクセルが多少できる方、各6人

小 児 の 赤いあ ざ

お 子 さ ん に 赤 いあ ざ が 見 ら れる と き

小児の皮膚に、生まれた時から、あるいは生

まれてしばらくたってから、全身のいろいろな

保育あり

所に生じる赤い血管性の発疹が、一般にこう呼

ばれています。多くは遺伝性ではありませんが、

原因は分かりません。

最も多く見られるのは、赤い平たんな皮疹の

問い合わせ

盆 養の胴 切り、ピンチ
（柳 芽 対 策）
、
追 肥、日よけ対 策
（遮 光ネットほか）
、

単純性血管腫です。顏の真ん中近くにできるも

のをサーモンパッチ、首の後ろにあるものをウ

5

ンナ母斑と言います。自然消退するものがあり、

特にサーモンパッチにその傾向が強く、 歳頃

申込方法

までには多くが消退します。ただそれ以外の部

位にできているものは生涯にわたり消失せず、

成長に比例して面積を拡大し思春期以降、血管

持ち物

腫は肥厚し腫瘤を作ることがあります。顔にあ

る大きな単純性血管腫はスタージ・ウェーバー

費用
（記載のないものは無料）

症候群という緑内障や脳に異常を来す病気のこ

とがあるので、気を付けなければいけません。ま

た、四肢の広範囲に生じたものは年齢とともに

患肢が太くなり、肢の長さが伸長してくるクリ

ッペル・トレノネー症候群の可能性もあります。

将来的に消えない可能性の高いケースに関して

は、治療にレーザーが使用されています。

次 に 多 く 見 ら れ る の は、 い ち ご 状 血 管 腫 で

す。血管の細胞が増殖する病気で体中のどこに

歳半ぐらいまでは大きくなりま

講師

でもできます。生後しばらくしてから目立つよ

う に な り、

す。その後は静止期を経て小さくなり、学童期

以降に消退するのが一般的です。しかし皮膚潰

瘍ができたり、目の近くや口唇等機能障害の恐

れがある場合、将来的に消失が期待できないタ

イプに対しては、なるべく早期に治療の必要性

があります。治療は近年βブロッカーという高

血圧や不整脈に使用していた薬がよく効くこと

が分かり、最近わが国でも保険適応になりまし

た。そのほか、赤いあざの中には乳児期から播

種性血管内凝固症候群という血が止まらなくな

り、生命に関わる病気を引き起こすものもあり

-

ますので、専門の医師に早期に受診しておくこ

とが重要です。
三鷹市医師会☎

場所・会場

1

同協議会☎46-1108

ダルマ・福助の定植など。

ンター☎43-7874へ
（先着制）

会
（谷澤）
☎31-2490

1,000円
（社協会員は500円）
6月19日㈪～23日㈮に身分証を同セ

消費者活動センター

種目別少年スポーツ大会

当日会場へ
（先着制）
三鷹市ターゲット・バード・ゴルフ協

在勤を含む60歳以上の市民15人
福祉センター

大菊作り講習会

タオル、飲み物
6月22日㈭午前10時～正午は同協
議会☎41-0510へ、22日正午から同セ

在勤を含む60歳以上の市民40人
大沢総合グラウンド

三鷹市社会福祉協議会
6月29日、7月6・20日の木曜日午前
10時～正午
（全3回）

三鷹市消費者活動センター運営協議会

ヨガインストラクターの、ひびのゆ
うこさん

東京都、（公財）東京都体育協会、三鷹

シニアのための
初心者向けタブレット講座
（前期）

ンターへ
（先着制）

7月13日㈭午前10時30分～11時30分
30人

市体育協会、三鷹市ターゲット・バー
ド・ゴルフ協会
7月3～20日の毎週月・木曜日午前9時
～11時
（17日㈷を除く全5回、雨天中止）

市民35人
井口コミュニティセンター
動きやすい服装
直 接または電 話で同センター☎

info@mtk

sta.comへ
（先着制、当日参加も可）
同連盟
（石井）
☎090-3002-1325

ターゲット・バード・ゴルフ講習会

曜日＝午前10時30分～午後0時10分、
1時10分～2時50分、3時20分～5時、日
曜日＝午前10時30分～午後0時10分、

32-7141へ
（先着制）

み物、あれば軟式ラケット
7月9日㈰までに同連盟

当日会場へ
同連盟
（西上原）
☎42-9735
（午後5時
～7時）

◆新川中原 ☎49-6568
（月曜日・7月

年生＝午後1時～4時
（全2回、小雨決行）
市内の小学生10人程度、中学生130
人程度
一中テニスコート
ヨネックス所属の丹治奈津子さんほか
テニスシューズ、タオル、帽 子、飲

平成29年度 和弓教室

飲み物
三鷹市アーチェリー協会ホームペー

ジュニア育成ソフトテニス
強化講習会

市、三鷹市西部地区住民協議会
6月26日～7月10日の毎 週 月 曜 日 午
前10時30分～正午
（全3回）

東京都、（公財）東京都体育協会、三鷹
市体育協会、三鷹市ソフトテニス連盟
7月9・16日の日曜日、①小学生と中
学1年生＝午前9時～正午、②中学2・3

7月23日～8月28日 ㈪の月～土 曜 日
＝正午～午後6時、日曜日＝正午～午後
4時30分
（2時間1区分、終了1時間前ま

後1時30分～4時30分

みたか健康づくりセミナー
「高齢期の“虚弱”
（フレイル）
に
注意しましょう！」

同連盟
（末廣）
☎90-9936

休館）

協会
30年3月までの毎月第2・4土曜日午

対象・定員

7月8日㈯午後1時30分～3時
在学・在勤を含む女性市民
SUBARU総合スポーツセンター
当日会場へ

日とも＝午前10時30分～午後4時30分
（2時間1区分、終了45分前まで受付）
※7月23日午後1時から水上フェスティ
バル。
◆大沢 ☎32-6986
（火曜日・8月11日

市ホームページでご確認ください
7月2日 ㈰～8日 ㈯に各コミュニティ
センターへ
スポーツ推進課☎内線2934

日時・期間

三鷹市体育協会、三鷹市合気道連盟

休館、8月9日㈬・10日㈭はプール休止）
7月23日 ㈰～8月27日の平 日・日 曜

8月の小学校校庭開放
（団体貸切）
の
予約受付

主催者

女性のための合気道初心者講習会
体と心すっきり

㈪から受付
〈先着制〉
）
、7月30日㈰午前
10時15分から水上フェスティバル。
◆牟礼 ☎49-3441
（火曜日・8月11日

星と森と絵本の家☎39-3401
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手話
（要約筆記）
あり

※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。

一日プレイパーク

6月18日㈰午前10時～午後3時
（雨天
中止）
丸池公園
当日会場へ
緑と公園課☎内線2835

之頭小学校特別支援教室かわせみ教室
主任教諭の井上薫さん
室内履き、下足入れ
へ

あかちゃんでまえとしょかん
「にこにこ」

絵 本 約300冊と人 気の育 児 書を貸し
出します。
6月28日㈬午前10時～11時30分
すくすくひろば
当日会場へ
三鷹図書館
（本館）
☎43-9151

すくすくひろばの催し

◆七夕制作と集会
①制作＝6月29日㈭・30日㈮午前10
時～11時15分、午後1時30分～2時45分、
②集会＝7月7日㈮午前11時30分から、
午後3時から
①お子さんと保護者200組
あればカメラ

①当日会場へ、②指導課☎内線3243

同課☎内線3243

かきしぶde学び会い講座
「入学前に知りたい！
学童ってどんなところ！？」

三鷹市家庭教育支援チームかきしぶ

7月8日㈯午前10時～11時30分
（9時
30分から受付）
未就学児の保護者50人
※未就学児の同伴はご遠慮ください。
生涯学習センター

（社福）三鷹市社会福祉協議会の中島泉
さん
筆記用具
6月19日㈪から生涯学習課 shogai
@city.mitaka.tokyo.jpへ
（先着制）
同課☎内線2921

パパとこどもの親子料理教室

当日会場へ
（①先着制）

メニューは「お鍋ひとつで作るパス
タ」
「カラフル野菜コブサラダ」など。

◆講座「いきいき子育てenjoy法」
7月4日㈫午後1時30分～3時

初めて受講する1歳4カ月～3歳の子ど
もを持つ母親15人、保育
（3カ月～年少児）

広報みたか

年少までのお子さんと保護者
当日会場へ
すくすくひろば☎45-7710

シルバー人材センター
夏休み補習教室

①8月3日㈭～9日㈬・17日㈭～23日
㈬小学生＝午前8時30分から、中学1・
2年生＝午後1時から
（土・日曜日を除く
全10回、1回60分）
、②中学3年生＝8月
3日～23日午後1時から
（土・日曜日を除

く全15回、1回60分）
小学3～6年生
（国語・算数）
、小学5・
6年生
（英語）
、
中学生
（国語・数学・英語）
同センター
①11,500円
（1教科10回分）
、②17,500

円
（1教科15回分）
※複数科目受講可。初日体験受講可。
7月3日㈪～18日㈫の平日午前9時
～午後4時に同センター☎48-6721へ
※くわしくは同センターホームページ

http://mitaka-sc.or.jp/sc_hosyuu.
htmlをご覧ください。

電話で同ひろば☎45-7710へ
（先着制）
◆年齢別あそびましょ うさぎぐみ「手

台布巾、お子さんの箸と室内履き
6月19日㈪～29日㈭に健康推進課

です。現在、認定証をお持ちの方には、
6月16日に更 新 案 内をお送りしますの

平成27年4月2日～7月31日生まれの
お子さんと保護者各10組

ベビーヨガ講座

絡します。

合計が1,000万円以下
（配偶者がいる方
は夫婦合計2,000万円以下）
の方

先を使ってあそぼう」
7月13日 ㈭ 午 前10時15分～11時15
分、11時30分～午後0時30分

6月29日午前10時から直接または電
話で同ひろば☎45-7710へ
（先着制）
同ひろば☎45-7710

家庭教育学級

市 教 育 委 員 会、① 七 中・同 校PTA、
②二小・同校PTA
①講演会「もっと、自分をすきになる
ために」＝7月8日㈯午前9時55分～11時
35分
（9時20分から受付）
、②講演会「も
うすぐ二小でも校内通級がスタート！－
いろいろな子どもたちとの関わり方」＝
8日午後2時～4時
（1時30分開場）

①七中、②二小
①（一社）家族支援メンタルサポート協

会理事長の森薫さん、②武蔵野市立井

エプロン、三 角 巾、タオル、布 巾、

☎内線4222へ
（年長児と市民を優先し
て先着制）
※お断りする場 合は7月3日 ㈪までに連

7月12日㈬午前10時30分～11時30分
初めて受 講する3～8カ月のお子さん
と母親15組
井の頭コミュニティセンター
バスタオル
6月28日㈬午前10時から直接また

は電 話ですくすくひろば☎45-7710へ
（先着制）

あそびとおしゃべりの会
（7月）

12日＝牟礼コミュニティセンター、
12・26日＝井口コミュニティセンター、
19・26日＝大沢コミュニティセンター・

新川中原コミュニティセンター、26日＝
井の頭コミュニティセンター、いずれも
水曜日午前10時30分～正午

認 定 証の有 効 期 間は7月31日 ㈪まで

10,000円
20,000円

※市への寄付は、所得税の寄付金控除や個人住民税の寄付金税額控除の
対象になります。確定申告を行わなくても控除を受けられる
「ふるさと納税
ワンストップ特例制度」
を利用する方は寄付時にマイナンバー、本人確認
書類をお持ちください。
29年4月から、
「Yahoo!ふるさと納税」
によるインターネットでのクレジット
カード決済がご利用いただけるようになりました。

6月24日、7月1日の土 曜 日 午 後1時
から
（雨天決行、無くなり次第終了）

三鷹駅南口マクドナルド三鷹店前
（下
連雀3-35-7）
当日会場へ
JA東京むさし三鷹支店☎46-2152

方を介護している方も参加できます）
生涯学習センター
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

生活用品活用市

三鷹市消費者活動センター運営協議会

7月4～25日の毎週火曜日午前10時
～午後2時
消費者活動センター

必 要 書 類 を 直 接 ま た は 郵 送 で「〒
181-8555高 齢 者 支 援 課」
（市 役 所1階
11番窓口）
へ
同課☎内線2685

介護者ひろば どんぐり山

要介護高齢者に紙おむつを
月1回支給します

要介護認定4・5で住民税非課税世帯
の方
（特別養護老人ホーム・介護老人保
健施設・介護療養型医療施設に入所し
ている方、生活保護世帯の方を除く）
1月1日以降に市内に転入した方は住
民税非課税証明書

高齢者支援課
（市役所1階12番窓口）
へ
同課☎内線2627

相談・情報課☎内線2131
（寄付に関する相談）

◆５月にご協力いただいた方
（敬称略）
【福祉支援のために】
NPO法人アンリミテッド知的障害者支援の会
【学校教育の充実および生涯学習の推進のために】
匿名
そのほか、加藤兼一さんからご寄付をいただきました。

三鷹駅前で
三鷹農産物を直売します

で、7月7日㈮までに更新手続きをして
ください。
住民税非課税世帯で、預貯金などの

みなさんの寄付をまちづくりに役立てています
市では、寄付をしていただいた方々のご厚意を大 切にするため、趣旨に
沿った事業などに活用しています。平成28年度は総額40,214,632円
（37件）
と
多くの個人、団体のみなさんからご寄付をいただきました
（まちづくり協力金
12,500,000円、ほっとベンチ寄付金600,000円を含みます）
。また、５月は３件
のご寄付をいただきました。今後もみなさんからのご支援を引き続きお願い
します。

医療制度に加入している方
健康推進課☎内線4212
※4月2日以降に三鷹市国民健康保険や
後期高齢者医療制度に加入し、健診の
機 会がない方、または12～3月 生まれ
で、早めの受 診をご希 望の方は同 課へ
お問い合わせください。

6月27日㈫午後1時～3時

介護保険負担限度額認定の
更新手続きについて

6月20日㈫午前10時から直接または

特定健診＝4月1日から継続して三鷹
市国民健康保険に加入している40～74
歳の方、後期高齢者健診＝後期高齢者

介護者、介護経験者
（認知症ではない

護者12組24人、保育4人
大沢コミュニティセンター

人材育成コンサルタントの三好良子
さん
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認知症 介護者談話室

7月8日 ㈯ 午 前10時30分～午 後1時

30分
（10時15分から受付）
市内の年少～就学前のお子さんと保

No.1597

8～11月生まれの方の
特定健診・後期高齢者健診

対象者には、受診票を6月下旬にお送
りします。

当日会場へ
同センター☎43-7874

7月4日㈫午後1時30分～3時30分
介護者、介護経験者

特別養護老人ホームどんぐり山
（大沢
4-8-8）
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

絵本・紙芝居朗読会

連雀地区住民協議会
7月8日㈯午後2時～4時

幼児～小学校低学年の方および高齢者
連雀コミュニティセンター
当日会場へ
同センター☎45-5100

おとな絵本ラウンジ第34回
絵本を楽しむトークラウンジ
トークテーマ
「勇気」

7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

みたか地域SNS（ポキネット）の
サービス終了について 情報推進課☎内線2144

み た か 地域SNS
（ポ キ ネ ッ ト）は、平成19年度 に 開設 し、
インターネット上のコミュニケーションの場として市民のみなさんにご利用
いただいてきました。しかし、近年は民間事業者などによる多様なSNS
（ソー
シャルネットワーキングサービス）
が急速に普及しており、ポキネットの利
用者も年々減少してきました。このようなことからポキネットは、7月31日
㈪午後5時をもってサービスを終了します。長い間ご利用いただき、ありが
とうございました。
なお、26年度に開設した画像投稿サイトの「ポキネットプラス」 https://
pokiplus.net/は引き続きご利用いただけますので、地域の情報発信ツールと
して、ご活用ください。

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。
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主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場
講師
費用
（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法
問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり
（下欄※参照）

申し 込 み記入例
あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

１. 行事・事業名
（希望日・コー
ス・回）
２.郵便番号・住所
３. 氏名
（ふりがな）
４.年齢
（学年）
５. 連絡先
（電話番号・ファク
ス番号・メールアドレス）
６.そのほか必要事項
（保育・
手話希望の有無など）

※庁舎南側スロープ下の地下1階警備室
前通用口からお入りください。

167,400円、ウ80,100円、エ57,600
円、オ35,400円、②70歳 以 上の方 ＝

私立幼稚園などの補助金申請を
受付中

平成29年度の労働保険料
（労災保険料
と雇用保険料）
の申告・納付期限は7月
10日㈪です。申告書が郵送された事業

市民税・都民税
（普通徴収・特別徴収）
、
固定資産税
（償却資産分を含む）
・都市計
画税、軽自動車税、法人市民税、国民
健康保険税、後期高齢者医療保険料
同課☎内線2433

限度額144,000円〉
）
、現役並み所得者
44,400円
（8月以降57,600円）
、低所得
者8,000円
※高額療養費が多数回該当した場合や
入 院した場 合は、限 度 額が変わること

者で、私立幼稚園
（認可外幼児施設を除
く）
、都の認可する幼稚園類似の幼児施
設、認 定こども園の1号 認 定 枠に入 園
料・保育料などを納入している方
※認定こども園のうち、平成26年度の

東京労働局☎03-3512-1628
※くわしくは同局ホームページ

の「徴 税 吏 員 証」を携 帯しています。不
審な場合は同課へご連絡ください。

からおよそ3カ月後に世帯主宛てに送付
する申 請 書に記 入・押 印し、直 接また

料補助金を支給します。
◆入園料補助金 38,000円
（1人1回限り）

お知らせ

◆相談・納付
（納入）
できる税目

労働保険の年度更新手続き

所は金融機関、郵便局、労働基準監督署、
東京労働局で手続きをしてください。
http:

//tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.
go.jp/をご覧ください。

用途地域などの都市計画変更案の
縦覧と意見書の受け付け

日本無線㈱三鷹製作所
（下連雀5-1）
跡

地の土地利用転換に当たり、
「下連雀五
丁目第二地区」の用途地域などを変更す
るため、都市計画変更案の縦覧と意見
書の受け付けを行っています。
◆縦覧
6月30日㈮までの平日午前8時30分〜
午後5時
（正午〜午後1時を除く）

※市職員と偽った電話・訪問が発生し
ています。職員は訪問時に顔写真付き

家屋調査にご協力ください

平成30年度固定資産税・都市計画税
の課 税のため、家 屋の現 況 調 査を行っ
て い ま す。29年1月2日 以 降 に 新 築・
増改築した家屋は、事前に連絡のうえ、
市職員
（固定資産評価補助員）
が間取り
の確認などに伺います。
※ 取り壊した家 屋があるときは、法 務
局
（登 記 所）への届け出とともに、資 産
税課へもご連絡ください。
同課☎内線2364

都市計画課
（市役所5階54番窓口）

臨時納税相談窓口を開設します

同日程で電話相談も受け付けます。
7月3日 ㈪～9日 ㈰の平 日 午 後5時～

7時30分、土・日 曜 日 午 前9時～午 後
4時30分
納税課
（市役所2階25番窓口）

は郵送で「〒181-8555保険課」
（市役所
1階9番窓口）
、または市政窓口へ
※手続きの際は、マイナンバーの記載・
提示が必要です。
同課☎内線2387

国民年金の付加年金について

月額保険料16,490円 に 付加保険料
400円を加えると、200円×納付月数が毎
年、付加年金として老齢基礎年金に上乗
せされます。加入、
脱退はいつでもできま
す。第3号被保険者、免除該当者、国民

年金基金加入者などは加入できません。
口）
または市政窓口へ
同課☎内線2394、武蔵野年金事務所

国民健康保険の高額療養費の支給

☎56-1411

1カ月の医療費の自己負担額の合計が
自己負担限度額を超えた場合は、超え
た金額を申請により支給します。
◆高額療養費の計算の仕組み

児童手当の更新書類
（現況届）
を
送付しました

70歳以上の方はすべての自己負担額か
ら限度額を超えた分を払い戻します。

給 者に現 況 届を送 付しました。必ず期
限までに提 出してください。なお、平

6月は児童手当の更新時期です。受給

限 度 額を超えた分を払い戻します。②

要 件の確 認のため、5月31日 時 点の受

◆自己負担限度額
区分は世帯の所得によります。
①70歳未満の方＝ア252,600円、イ

成28年中の受給者の所得の状況によっ
て手当額が変わることがあります。
6月30日㈮
（消印有効）
までに現況届と
必要書類を直接または郵送で「〒181-85
55子育て支援課」
（市役所4階43番窓口）
へ
※28年中の所得を申告していない方は、
申告後に現況届を提出してください。
同課☎内線2752

ホームページやインターネット通 信などのセキュリティー強 化および定 期
メンテナンスのため、三鷹市ホームページおよび三鷹市議会ホームページを
一時停止します。
◆停止期間 6月24日㈯午後1時～5時

市に住民登録があるお子さんの保護

補助金対象施設に限り、2号認定枠にお
子さんが通 園している保 護 者にも入 園

◆保育料等補助金 月額4,700円～10,900

円
（所得により異なる）
所定の用紙
（子ども育成課
〈市役所4階
44番窓口〉
、市政窓口で入手可）
を各園へ
同課☎内線2738
※「就園奨励費補助金」も同時に申請で

きます
（子ども・子育て支援新制度に移
行した園、都の認 可する幼 稚 園 類 似の
幼児施設は除く。一部所得制限あり）
。

誕生記念樹のプレゼント
市内在住の乳児

6月28日㈬
（必着）までに往復はがき

またはインターネットで必要事項
（上記
参照）
・お子さんの氏名
（ふりがな）
・月
齢・希望する樹種
（キンモクセイ・ゲッ

ケイジュ・サルスベリ・カンツバキ・
パキラ）
一つを「〒181-0012上連雀8-310NPO法人花と緑のまち三鷹創造協
会」
・ http://hanakyokai.or.jp/へ

※苗木は7月7日㈮午前9時30分〜午後
3時30分に、市役所1階で返信はがきま

①70歳 未 満の方は、同じ方が、同じ
月に、同じ医療機関に21,000円以上支
払った自己負担額を世帯単位で合計し、

三鷹市ホームページおよび三鷹市議会ホームページが
情報推進課☎内線2149
一時的に閲覧できません

たは返信メールの印刷と引き換え。
同協会☎46-2081

西多世代交流センター
乳幼児のあそびひろば

乳幼児タイム＝開館日の午前9時～午
後1時、サークルタイム＝月～土曜日午

前11時30分～正午、6月生まれのお誕
生日会＝6月29日㈭午前11時15分～11
時45分、こんにちは！プール君＝7月３
日㈪午前10時～11時30分、もうすぐ七
夕！笹飾り＝３日午前11時から
当日会場へ
同センター☎31-6039

参 加 者・傍 聴 者 募 集

第82回 市長と語り合う会

自動交付機・コンビニ交付の一時停止のお知らせ

市民課☎内線2326

システムの改修作業のため、下記の日程で、自動交付機・コンビニエンス
ストアでの住民票の写しなどの証明書交付サービスを一時停止します。
◆停止期間 6月28日㈬午後7時30分〜29日㈭午前8時30分
（コンビニ交付
は午前6時30分まで）
◆交付を停止する証明書 住民票の写し、印鑑登録証明書、市民税・都民税
課税
（非課税）
証明書、戸籍の全部事項証明書
（戸籍謄本）
、戸籍の個人事項証
明書
（戸籍抄本）
、戸籍の附票の写し
※作業の状況により、停止時間を変更する場合があります。
※

があります。
要件に該当する場合、医療を受けて

年金手帳を市民課
（市役所1階3番窓

◆意見書の提出
6月30日
（必着）
までに意見と必要事項

（上記参照）
を
「〒181-8555都市計画課」
・
toshikeikaku@city.mitaka.tokyo.
jpへ
同課☎内線2811

一般12,000円
（8月以降14,000円
〈年間

「SUBARU総合スポーツセンターを利用されている方と
健康づくりについて語る」
秘書広報課秘書係☎内線2011
8月3日㈭午前10時～11時30分

在学・在勤を含む市民でSUBA
RU総合スポーツセンターを利用して
いる方10人、傍聴者＝在学・在勤
を含む市民3人

7月7日㈮
（必着）
までに必要事項
（上記参

照）
、性別、参加・傍聴の別、参加者は語り
合いたい内容を「〒181-8555秘書広報課
秘 書 係」・
48-2593・ hisho@city.
mitaka.tokyo.jpへ
（申込多数の場合は抽選）

総合防災センター
※この会の内容要旨は、匿名で市ホームページに公開します。

の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）
。

●市役所代表電話
☎0422-45-1151

J：COMチャンネル武蔵野・三鷹
（地デジ11チャンネル）
「みる·みる·三鷹」

第502号（6月18日〜7月1日）
楽しみ方いろいろ！川上郷自然の村をご利用ください／三鷹市美術
ギャラリー新企画展示
「色あせない風景 滝平二郎の世界 展」
放送時間／月〜日曜日 9：00 12：30 20：00 23：30

交換手に各課の内線番号をお伝えください。

●困りごとの相談は

市民相談専用電話

●あなたのご意見を

市民の声専用FAX

☎0422-44-6600

広報

むさしのFM 78.2MHz
放送時間／月〜金曜日 10：20〜10：25
「おはよう! 三鷹市です」
放送時間／木曜日 9：45〜9：55
「三鷹くちこみテレフォン」

0422-48-2810

●子どもを見守る

安全安心メールの登録

maam@req.jp（空メールを送信）

No.1597│平成29年│2017.6.18

古紙配合率100％再生紙を使用しています

人口と世帯

平成29年6月1日現在 （

）
内は前月との増減

住民登録者数：186,166人
（125人増 ）男：91,211人
（54人増 ）
／女：94,955人
（71人増 ）
世帯：92,932世帯
（63世帯増 ）

星と森と絵本の家の催し

新企画展示

いずれも当日会場へ

同施設☎39-3401

7 月 7 日 開 館 記 念 の 催 し

© Museo d'Arte Ghibli
© Studio Ghibli
三鷹の森ジブリ美術館では5月27日から、新企画展示
『食べるを描く。
』
を開催して
います。この企画展示は、
『千と千尋の神隠し』
で千尋がハクからもらったおにぎりを
食べるシーンや
『天空の城ラピュタ』
でパズーとシータが
“目玉焼きパン”を一緒に食
べるシーンなど、多くの人の記憶に残るスタジオジブリ作品の
「食事のシーン」
を取り
上げた展示です。
展示室の入り口には、印象的な食事シーンのパネルとメニューサンプルが並び、映
画を見たことがある方にとっては夢のような空間となっています
（写真）
。展示室で
は、原画、絵コンテ、さらには映画監督や作画監督が手を加えた修正原画などを用い
て、食事のシーンを印象的に描くための工夫や技術、作り手の意図など、スタジオジ
ブリ作品のこだわりに迫ります。企画・監修を手掛けた
『ゲド戦記』
『コクリコ坂から』
の宮崎吾朗監督は
「なぜジブリ作品の食べ物はおいしそうに見えるのか。今回の展示
ではおいしそうな食べ物や食べる表情、しぐさなどを細やかに描き出す
“作画”
の技
術に焦点を当てました」
と見どころを語っています。
そのほか、むかし懐かしい和の雰囲気のある
『となりのトトロ』
のサツキとメイの家
の台所と、
『天空の城ラピュタ』
に登場する飛空艇
「タイガーモス号」
のキッチンを忠
実に再現し、映画を体感できる展示もあります。
映画を豊かに、そして生き生きと見せる
“食のシーン”
の秘密をお楽しみください。
平成30年5月まで
（予定）
※同館への入場は日時指定予約制。チケットはローソン
（一般）
または、みたか観光案
内所
（三鷹市、武蔵野市、小金井市、西東京市の在住・在学・在勤者を対象にした
市民特別枠）
で販売。
◆先行抽選販売を実施します
（夏休みシーズンのみ）
8月入場分チケットを、一般発売
（7月10日㈪）
に先行して6月25日㈰〜30日㈮にイ
ンターネットと電話で抽選販売します。
購入方法など、くわしくは同館ホームページ
http://www.ghibli-museum.jp/
をご覧ください。
同館ごあんないダイヤル☎0570-055777
（火曜日を除く午前9時〜午後6時）

「井の頭かいぼり隊」
ボランティア説明会
今冬に実施する井の頭池の
「かいぼり」
で、イベント参加者への指導や普及啓
発活動などを行うボランティアリーダー募集の説明会を開催します。
7月9日㈰午前10時〜正午
今冬に予定の
「かいぼり」
と、それ以降も継続的に池で作業できる高校生以上
の方20人程度
都立井の頭恩賜公園周辺
筆記用具
6月19日㈪〜30日㈮に井の頭恩賜公園100年実行委員会
http://www.inokashirapark100.com/water_green/または認定
NPO法人生態工房☎27-5634へ
（申込多数の場合は抽選）
※6回の講習後、ボランティアとして登録していただきます。講習
日程など、くわしくは同委員会ホームページ
（上記）
をご覧ください。
同法人☎27-5634(土・日曜日を除く午前10時〜午後7時）

「CO2 削減・ライトダウンキャンペーン」
に
ご協力を！
環境政策課☎内線2523
6月21日㈬〜7月7日㈮

環境省が呼び掛ける、身近な明かりを消して
（ライトダウン）
地球温暖化について考えるキャンペーンです。6月21日
（夏至
の日）
と7月7日
（クールアース・デー）
は特別実施日として、全
国のライトアップ施設や家庭の照明の一斉消灯を呼び掛けま
す。不要な照明は消して、すてきな星空を眺めましょう。
夏至ライトダウン

ライトダウン
する夜は、
みんなが
地球を想う夜。

6月21日㈬午後8時〜10時

クールアース・デー ライトダウン

市外局番「0422」は省略。

主催者  

7月 7 日㈮午後8時〜10時
日時・期間  

対象・定員  

場所・会場  

講師  

9年目がスタートする7月7日㈮の開館記念日を、特別なイベントでお祝いします。
◆ミニワークショップ
「七夕笹
（ささ）
飾り作り」 午前10時〜午後5時
先着100人に笹をプレゼント。
◆むかしあそびの日スペシャル 午後1時〜1時30分
「おはなしばぁば」

による、歌あり、絵本あり、手遊びあり、紙芝居ありの楽しい30
分です。
◆特別おはなし会 午後2時15分〜2時40分
国立天文台台長の林正彦さんによる宇宙のお話と、清原市長による絵本の読み聞
かせ。
◆展示が新しくなります
①見る・知る・感じる絵本展
「もののもと ぼく・わたしのできるまで」
特別おはなし会後に、国立天文台職員による展示紹介を行います。
②絵本原画公募展示
「せいたかのっぽのジャービーさん」
（Chinatsu作）
同施設で公募した絵本原画の入賞作品を展示します。

定例行事
（6月）

◆
「絵本リレー」
21日㈬午後3時30分から

※展示替えのため7月1日㈯〜6日㈭は臨時休館します。

府中調布三鷹ラグビーフェスティバル2017
ラグビーフェスティバル実行委員会事務局
（スポーツ推進課内）
☎内線2931
ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・パラリン
ピックの会場となる味の素スタジアムの近隣自治体
（三鷹市・調布市・
府中市）
などが協働して、ラグビーフェスティバルを開催します。女子
7人制ラグビーのトーナメントマッチ戦や、3市特産品の販売などを行
います。
7月1日㈯午前10時～午後4時
味の素スタジアム西競技場
当日会場へ

内容
●女子7人制ラグビーのトーナメントマッチ戦
（午後0時30分）
 リオデジャネイロオリンピック女子7人制ラグビー日本代表
（サクラセブンズ）
にも
選手を輩出したチームを含む4チームによるトーナメントマッチ戦を開催します。
●ラグビーワールドカップ2019アンバサダー松田努さんによるラグビー見どころ
紹介
（午後1時10分）
 東芝ブレイブルーパスなどでプレーし、日本代表としても活躍した松田努さんが、
ラグビーの魅力をお伝えします。
●ウィルチェアーラグビー体験
（午前10時30分）
●天然芝ラグビー体験
（午後2時45分）
●宇宙戦隊キュウレンジャーショー
（午前11時45分、午後2時45分）
●タグラグビー教室 ※参加申込の受け付けは終了しました。

そのほか
◇三鷹市・調布市・府中市の特産品などの販売
◇ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・パラリンピックPR
コーナー

東大の馬に
会おう！

体験イベント
「三鷹愛馬の日」
を開催

東京大学運動会馬術部☎31-0838、市スポーツ推進課☎内線2931
餌やりや乗馬体験を通じて、馬と触れ合いましょう。障がいのあるお子さんも楽
しめます。
市、東京大学運動会馬術部、NPOみんなのみたか
7月15日㈯午前9時東大馬術部馬場
（大沢2-20-2）
～長谷川病院～11時30分ご
ろ解散
（小雨決行）
市内の3歳～小学3年生のお子さんと保護者
（1家族5人まで）
10組
1家族1,500円
汚れてもよい服装、下足入れ、雨具、飲み物、あればカメラ
6月30日㈮までに全員の必要事項
（11面参照）
・性別・馬について知りたいことを
同部 mitaka.aiba.2017@gmail.comへ
（申込多数の場合は抽選）
※自家用車での来場はご遠慮ください。

費用  

持ち物  

申込方法  

問い合わせ  

保育あり  

手話
（要約筆記）
あり

