
ファブスペースみたかの催し　
①ワークショップ、②無料デモ体験
　①モデリングマシン（切削加工機）でオ
リジナルマグネットをつくります。②レー
ザーカッターの使い方を見学します。

①7月27日㈭午後1時30分～4時、②
8月10日㈭午後2時～3時

①2人、②8人
三鷹産業プラザ
①1,500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
ミタカフェセミナー「ネットショッ
プ立ち上げの際の留意点」

8月1日㈫午後3時～5時
ネットショップの立ち上げを検討中

または立ち上げ間もない方25人
三鷹産業プラザ
弁護士の野島梨恵さん
500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
大菊作り講習会
　柳芽の処理、止め肥と増し土、シェー
ドの方法など。

8月6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。
三鷹いきいきプラス	
無料パソコン講座
　パソコンの基本操作を学びます。

8月8日㈫・10日㈭午前10時～午後0
時30分（全2回）

おおむね55歳以上の市民でパソコン
初心者・未経験者10人

三鷹産業プラザ
7月19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）。

ごみ減量・リサイクル協力店
　市では、店頭回収やマイバッグ運動
など、ごみの減量やリサイクルに積極
的に取り組んでいるお店を「ごみ減量・
リサイクル協力店」として認定し、その
活動を応援しています。
◆認定要件	 次の項目のうち、3つ以上
該当する市内の小売販売店。①紙パック
の回収、②ペットボトルの回収、③食品
トレーの回収、④空き缶、空き瓶の回収、
⑤商品の簡易包装、⑥使い捨て容器の 
使用や販売を控えている、⑦マイバッグ
の持参を呼び掛け、⑧レジ袋の回収また
は有料化、⑨環境に優しい商品を販売、
⑩リサイクル製品を販売、⑪商品のばら
売りや量り売り、⑫購入者が不用になっ
た販売商品を回収、⑬包装紙、レシート、
チラシなどに再生紙を使用、⑭消費者に
ごみ減量化・資源化の呼び掛け、⑮従業
員を対象にごみの減量化・資源化教育、
⑯ごみの減量化・資源化に関する独自の
活動、⑰ごみ減量およびリサイクル活動
として市長が認めるもの

申請書をごみ対策課（第二庁舎2階）へ
※申請書は同課で配布するほか、市ホー
ムページからも入手できます。

同課☎内線2535

都営住宅の入居者（東京都全体）
◆募集住戸	 ①ポイント方式（家族向け
のみ）＝1,290戸、②単身者向け・単身
者用車いす使用者向け・シルバーピア
＝277戸、③事業再建者向け定期使用
住宅＝10戸
◆申込書・募集案内	 8月1日㈫ ～9日 
㈬に都市計画課（市役所5階52番窓口）、
市政窓口、都庁、東京都住宅供給公社募
集センター・各窓口センターなどで配布 

（三鷹駅前市政窓口は5日㈯午前9時～
午後5時も配布。都庁は5日・6日㈰の
午前9時30分～午後5時も配布。③は
東京都中小企業振興公社、各支社でも
配布）。同公社ホームページ http://
www.to-kousya.or.jp/でも入手可

8月15日㈫（必着）までに申込書を郵送
※くわしくは募集案内をご覧ください。

同公社募集センター☎0570-010-
810（募集期間外は☎03-3498-8894）
「生涯学習センターのつどい（仮称）」	
参加グループ	
　自主グループによる学習・練習の成
果の発表や生涯学習の体験などを企画。

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
打ち合わせ＝9月14日、28日、10月12 

日、11月9日、12月14日の木曜日午後1時 
30分～3時30分、つどい＝12月2日㈯・3日 
㈰午前10時～午後5時（3日は4時まで）

自主グループ、保育（1歳～未就学児）
5人

同センター
8月25日㈮までに所定の申込書（同セ

ンターで配布）を同センターへ
同センター☎49-2521
市民聴講生を募集します
　いずれも1科目に限り受講料（教材代
別途）から1,500円を市と大学が助成し
ます。

科目により異なる
◆杏林大学	

1科目11,000円
7月18日㈫ ～8月15日㈫午前9時30

分～午後9時30分に申込書と受講料を

三鷹ネットワーク大学へ（日曜日は午後
5時まで。月曜日を除く）

三鷹ネットワーク大学☎40-0313
※科目など、くわしくは三鷹ネットワー
ク大学ホームページ http://www.
mitaka-univ.org/へ。
◆国際基督教大学

1科目15,000円
8月31日㈭までの平日午前9時～午後 

5時に受講料を同大学総務グループ社会
サービス担当窓口へ（正午～午後1時を
除く。郵便振替可）

同大学☎33-3013
※科目など、くわしくは同大学ホーム
ページ http://www.icu.ac.jp/へ。
環境ポスターを募集します
◆募集作品	 テーマ「私たちのくらしか
ら　環境を見直そう」を、メッセージと
ともに表現した未発表のオリジナル手描
き作品（CGは不可）。B4または八つ切り
サイズの画用紙を使用。応募は1人1点。
◆表彰	 市長賞1人、教育長賞1人、環
境基金活用委員会会長賞1人、優秀賞
10人

市内の小学生
9月6日㈬（必着）までに作品の裏面に

必要事項（11面参照）・学校名・学年・
組を記入し、直接または郵送で「〒181-
8555環境政策課」（第二庁舎2階）へ
※特定の企業や商品の名前などが入っ
た絵は審査の対象とならないことがあ
ります。
※受賞者には賞状と「三鷹の森ジブリ美
術館」のペアチケットを贈呈。応募者全
員に記念品を差し上げます。

環境政策課☎内線2525
三鷹市シルバー人材センター	
入会説明会

8月2・16日の水曜日午前9時～11時
健康で働く意欲のあるおおむね60歳

以上の市民
同センター

同センター☎48-6721・ http:// 
mitaka-sc.or.jp/sc_kaiinnaru.htmlへ

●一般寄付
志賀興業㈱	 200,000円
東京三鷹ライオンズクラブ	
チャリティーゴルフ	 89,508円
土曜会食会	 42,970円
三鷹市ダンススポーツ連盟	 15,000円
田中　慧	 10,000円
清水　孝祐	 10,000円
東京三鷹ライオンズクラブ	 9,706円
根道　一男	 6,000円
あおばの会	 5,513円
山下　勝弘	 4,737円
ゆたか会	 3,000円
廣田　一男	 2,000円
田中　一枝	 1,000円
小室　和子	 1,000円	
田中　江里奈	 89円
こすもす会	 40円
匿名（4件）	 15,135円
●一円硬貨募金
エスコート交通㈱	 12,809円
鐵鈑割烹りゅう　お客様一同	 9,474円
下連雀寿会	 9,141円
牟礼　明	 7,063円
三鷹M-Marche募金箱	 6,295円
野川寿会	 6,006円
岩崎　志津子	 5,415円
牟礼寿会	 5,098円
野崎長寿会	 4,986円

上二親交クラブ	 4,393円
四ツ葉ときわクラブ	 3,958円
明寿会	 3,352円
ミタカノイス	募金箱	 2,664円
神農　慶子	 2,522円
東明会	 2,238円
三鷹市赤十字奉仕団	 2,197円
北野東晴クラブ	 1,925円
観音寺	 1,896円
三鷹トリム体操クラブ	 1,836円
掘合友の会	 1,600円
下連雀羽衣会	 1,269円
みたかの家	 894円
ゆうゆう会	 891円
山崎　慎子	 624円
金子　哲夫	 518円
介護タクシー大地	 500円
牟礼笑楽会	 282円
脇谷　とみ	 246円
まちライブラリー	
＠雀文庫みたか募金箱	 161円
元気ひろばおれんじ	募金箱	 155円
匿名（4件）	 9,292円
●福祉基金
匿名	 	 15,000円
●ボランティア基金
菓子フェス　募金箱	 2,371円
渡辺　英祐	 1,750円
匿名　	 5,000円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（平成29年4月1日〜6月19日分）

（敬称略）
「第20回SOHOフェスタ in MITAKA」

㈱まちづくり三鷹☎40-9669
　第20回の節目を迎えるSOHOフェスタは、「Mainstream（メインストリー
ム）」をテーマに、仕事に暮らしにSOHO（スモールオフィス・ホームオフィ
ス）が楽しく活躍する新時代をイメージした企画を予定しています。

市、三鷹商工会、同社
11月2日㈭正午～午後5時　 三鷹産業プラザ

	出展者
　優良な出展者には賞金1万円と「三鷹の森ジブリ美術館」のペアチケット
を進呈します。

ブース展示（展示式・対面式）＝SOHO5,000円、企業10,000円、
テーブル出展＝SOHO1,000円、企業2,000円
※8月末日までに申し込みの場合は上記料金から20％割引きします。

10月6日㈮（消印有効）までに所定の応募用紙を「〒181-0013下連雀
3-27-1三協ビル2階㈲そーほっと内 第20回SOHOフェスタ in MITAKA
係」・ 70-3706・ mshfesta@m-sohot.comへ

	動画コンテスト
　自社または、自社のサービスおよび商品をアピールする動画を募集し
ます。ベスト動画賞に賞金1万円と「三鷹の森ジブリ美術館」のペアチケッ
トを進呈、J:COM武蔵野三鷹賞は武蔵野三鷹エリアのデイリーニュース
で作品を放送します。
◇応募規定　30秒以上3分以内に編集した動画作品（静止画を活用した
フォトムービーを含む）。自作、外部委託は問いません。

10月6日㈮（消印有効）までに所定の応募用紙と作品を郵送で同社（上記
参照）へ
※ 応募用紙、応募方法などくわしくは同社ホームページ https://

www.mitaka.ne.jp/sohofesta/をご覧ください。

出展者＆動画コンテスト作品募集
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