
催し
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
初心者がスマホを持って困ること
の解決方法！講座＝9月13日㈬午
前10時30分～正午 ②5人 三
鷹産業プラザ 1,500円（①1回）

NPO法人シニアSOHO普及
サロン・三鷹☎40-2663・ 40-
2664（②は先着制）

元気ひろば おれんじの催し
①初めてのペーパークイリング

＝8月9日㈬午後1時30分～3時、
②様々な運動を行う介護予防教室
＝19日㈯・9月5日㈫午前10時～
11時30分、③おれんじ夏休みワー
クショップ祭＝8月19日午後1時～
4時 同会（中原3-1-65） ①500
円（材料代を含む）、②2,500円（1
回）、③200円～1,000円（体験代、
総計2,500円） 同会①②☎76-
5940・ 26-9419、③当日会場
へ

みたか・みんなの広場の催し
①お茶と雑談：市民の集いの場

「みたか・みんなの広場」＝毎週
木・金・土曜日午後、②ノルディッ
クウォーク友の会＝毎週土曜日午
前10時から、③市民リレートー
ク：市民協働センターの高橋由紀
子さん「私たちがつくる私たちのま
ち」＝8月28日㈪午後1時30分～3
時30分 ①③みたか・みんなの
広場（下連雀4-5-19みたかの家内）、
②市民協議センター ①500円、
③200円 なりきよ☎080-13
62-5359

ホームつぼみの夏まつり
NPO法人みたか街かど自立セ

ンターホームつぼみ 8月10日㈭
午後5時～7時 同施設（牟礼4-3-
19） 模擬店など一部有料 当日

会場へ 同施設（瀧澤）☎76-4121

暮らしの保健室みたかの催し
①おしゃべり会「聞いてきいて」

＝毎週金曜日午後1時～4時、②み
なみうら食堂（昼食会）＝8月30日㈬
午前10時30分～正午 ①みたかス
ペースあい、②オタリ南浦ビル2階
（下連雀7-1-27） ②500円 当日
会場へ 浜☎050-3708-2749

三鷹人倶楽部の催し企画会
8月12日㈯午後1時30分～5時
三鷹市公会堂さんさん館

200円（会場代） 草野☎090-
1207-4196

ユーモアスピーチ・川柳の会（第
110回）
NPO法人鷹ロコ・ネットワー

ク大楽 8月14日㈪午後6時30分
～8時 三鷹産業プラザ 500円
当日会場へ 同法人（林田）☎

24-7500

仙川公園平和の像前で献花と平
和への祈り
三鷹市の福祉をすすめる女性の

会 8月15日㈫午前9時～9時30
分 仙川公園 当日会場へ 嶋
﨑☎46-3665

アコーディオン、ギターの生演
奏で童謡、唱歌、懐メロ、ロシア
民謡などをうたう
歌声サロン三鷹 8月16日㈬午

後1時～3時 生涯学習センター
500円 当日会場へ 金子☎

49-8899

ワルツの講習会―ホールドきめ
てムーブメントなめらかに！
ダンスサークルファルコン 8

月17・31日の木曜日午後7時30
分～8時30分 三鷹駅前コミュニ
ティセンター 1,000円（1回）
当日会場へ 原田☎090-1459-
2237

『おひさまのおうさま』絵本原画
展ワークショップ
よもぎBOOKS ①自分だけの

おひさまを作ろう＝8月18日㈮、
②おうさまフォトプロップスを作
ろう＝19日㈯、いずれも午前11時
～正午・午後2時～3時 ①小学
生8人、②3歳～小学生8人 同店
（下連雀4-15-33） ①1,000円、
②500円 直接または電話、電
子メールで同店（辰巳）☎050-68
70-6057・ yomogiworks@
gmail.com（いずれも先着制）

コンビニキッズお金の学校―おこ
づかいの使い方を親子で話そう
NPO法人子育てコンビニ 8

月19日㈯午前10時～11時30分
小学生のお子さんと親 市民協働
センター 1組500円 同法人
info2@kosodate.or.jp 同法

人☎41-7021

しろがねGallery 夏のワークショッ
プ
8月19日㈯・20日㈰午後2時～

7時 同画廊 ワークショップは
一部有料 期間中会場へ 同画
廊☎43-3777

ひとり親家庭 東京サマーランド
で遊ぼう
アリスみたか（三鷹市母子寡婦

福祉会） 8月20日㈰午前7時
45分市役所前集合～午後5時市役
所前解散 中学生以上2,500円、2
歳～小学生1,500円（会員はそれぞ
れ1,500円、500円） 必要事項
（11面参照）をふるたに☎090-47
13-5210

笑う呼吸法（笑いヨガ）
わっははわいわいクラブ 8月

20・27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・ 47-5033

不登校 親の会
フリースペース コスモ 親の会
8月20日㈰午後3時30分～5時
NPO法人文化学習協同ネット

ワーク（下連雀1-14-3） 同法
人（平岩）☎47-8706

デッサン教室「裸婦を描く」★
月曜会 8月21日㈪午後1時

30分～4時 生涯学習センター
新協美術協会理事の松田圭人さ

ん 1,000円 当日会場へ 高
須☎34-5247

『人民日報』ニュースを楽しむ茶
話会（中国語経験2年以上の方）
中国語を楽しむ会 8月22日

㈫午後7時30分～9時 三鷹駅前
コミュニティセンター 王☎
090-6487-5278

キッズ診療所体験
北多摩中央医療生活協同組合
8月24日㈭午前10時30分～午

後0時30分 小学4～6年生 み
なみうら生協診療所（下連雀7-1-
27） 100円 同組合☎042-
382-9112

平成29年度 第1回 にじアート夏
まつり
（社福）にじの会 8月25日㈮午
後3時～6時 同施設（新川4-11-
13） 当日会場へ 同実行委員会
（新津）☎43-0727

初級太極拳★
燦友会 8月26日、9月2日の土

曜日午後1時30分～3時 三鷹駅前
コミュニティセンター 武術太極
拳連盟A級指導員の大沢久子さん
当日会場へ 大内☎31-8656

第163回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 8

月27日㈰午前9時50分集合（雨天
決行）三鷹駅南口デッキ上、市民ガ
イドが持つのぼりが目印。コース

は約2時間40分。希望者は朗読を
聞きながら昼食も 当日集合場所
へ こやの☎44-0981

第8回坂爪いちおカンツォーネ
教室発表会
カンツォーネ サークルいっち
8月27日㈰午後1時～4時20分
芸術文化センター風のホール
当日会場へ 坂爪☎090-84

35-8676

懐かしい曲を歌う会
楽若会 8月29日、9月12日の

火曜日午後1時から 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

職場体験説明会―進路・就職に
悩む若者またはご家族の皆さんへ
NPO法人文化学習協同ネット

ワーク 8月30日㈬午後2時～3
時 同法人（下連雀1-14-3）
丸山☎70-5067

国際ケッコンのパパ・ママ・こ
どもの交流・友達・仲間づくり
の会
インターナショナルフレンズ
9月26日㈫午後3時～4時 井

の頭東部地区公会堂 当日会場へ
楠☎090-6405-5120・ Intl.

Friends123@gmail.com

わがまちジャーナル8月号
地上11chで放送中
ツリークライミングって何？
（仮題）　ほか

NPO法人むさしのみたか
市民テレビ局
☎・ 79-1434
mmctv@jcom.zaq.ne.jp

※ご意見、情報をお寄せください。
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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
※タイトル後に★のあるものは生涯学習課の講師派遣事業。
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。

　朗読は、朗読家の田中泰子さん（写真）。
9月15日㈮午後6時～6時50分
25人　 太宰治文学サロン
9月5日㈫（必着）までに往復はがきで必要事項

（11面参照）・参加者氏名（2人まで）を「〒181-0013
下連雀3-16-14グランジャルダン三鷹1階 太宰治文
学サロン」へ（1人1通。申込多数の場合は抽選）
同サロン☎26-9150

　昔の道具を使ってカイコを育てます。カイコがどのように成
長し、どのようにまゆ

4 4

を作るのか、ぜひご覧ください。
8月19日㈯～9月18日㈷（水曜日休館）

※カイコは9月上旬ごろからまゆ
4 4

を作る予定です。
同施設（大沢6-10-15）
100円（中学生以下無料）
期間中会場へ

◆関連ワークショップ「糸繰り体験とまゆクラフトづくり」
9月18日午前10時～正午
当日会場へ

第89回太宰治作品朗読会『水仙』

生涯学習課☎内線2921文化財「大沢の里水車経営農家」の催し

　第4回地域の応急手当普及功労賞表彰式、
プロレスラーの蝶野正洋さんと元マラソンラ
ンナーの赤羽有紀子さんによる救急トーク
ショー、救命技能講習など。参加者全員にオ
リジナルパスケースを贈呈します。
9月10日㈰午後1時30分～4時30分
200人　 SUBARU総合スポーツセンター
（公財）東京防災救急協会☎03-5276-0995へ（先着制。平日午前9時～午後4時）
同庁救急部救急指導課救急普及係☎03-3212-2111

平成29年度 東京消防庁救急セミナー

写真提供：アリストトリスト

　江戸時代の文化5（1808）年から昭和40年代まで使われていた水車機構
（写真）による精米・製粉作業を公開します。見学者には、精米した米の
引換券（後日、同施設または同課窓口で引き換え）をお渡しします。
10月7日㈯～9日㈷午前10時～正午、午後1時～4時
各日100人（午前40人、午後60人）

※ そば、または小麦の製粉を行う予定のため、アレルギー
のある方はご注意ください。
同施設（大沢6-10-15）　 100円（中学生以下無料）
9月10日㈰（消印有効）までに、はがきまたは電話、ファクス、電子メールで必

要事項（11面参照）・人数（5人まで）・希望日時（午前・午後も選択、第2希望まで）を
「〒181-8555生涯学習課」・☎内線2921・ 29-9040・ shogai@city.mitaka.
tokyo.jpへ（申込多数の場合は抽選）

同施設キャラクター
「すいしゃくん」
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