
※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

催し
林和恵展―えんどれすⅢ

ぎゃらりー由芽 9月3日㈰ま
での正午～午後7時（3日は5時ま
で） 同画廊 期間中会場へ 同
画廊☎47-5241（木曜日休み）

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

元気ひろば おれんじの催し
①リンパ講座＝8月22日㈫午前

10時～11時30分、②ラフターヨ
ガ ＝23日㈬午後2時 ～3時30分、
③ダキングダンス＝24日㈭午後1
時30分～2時30分、④動物ぽんぽ
ん作り＝9月4日㈪午前11時～午後
0時30分 同会（中原3-1-65） ①
1,500円、 ②600円、 ③1,000円、
小・中学生500円（ダキング貸し出
し代を含む）、④1,800円（材料代
を含む） 同会☎76-5940・
26-9419

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

8月22日㈫午後0時30分～2時
当日会場へ◆物品提供は秋物

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

インドの修行僧が伝えるヨーガ
ふらっとヨーガ 8月23日㈬午

前10時30分～午後0時30分 連
雀コミュニティセンター 1,000
円 バスタオルなどの敷物 午前
8時30分までに食事を済ませ、当
日会場へ 日比野☎070-3366-
5252

みたかふれあいサロンの催し
①PC道場（PC・デジカメ・タブ

レットなどを自分のペースで）＝毎
週水曜日午後1時15分～3時15分、
毎月第4土曜日午後6時15分～8時
15分、②脳をイキイキ・ワクワク 

「脳若トレーニング講座」＝8月26
日～9月16日の毎週土曜日午前10
時30分～正午 ①10人 三鷹産 
業プラザ ①2,000円、②500円 

（いずれも1回） ①当日会場へ 
（先着制）、②NPO法人シニアSOHO 
普及サロン・三鷹☎40-2663・  
40-2664

サロンきっかけ「おしゃべり会」
と納涼ランチ会

活躍きっかけ隊 8月24日㈭
午前10時～午後3時 三鷹市公会
堂さんさん館 おしゃべり会100
円、納涼ランチ会600円 当日会
場へ 加藤☎080-5496-9758

蒼苑展 武市華奈江 大藤千佳子
しろがねGallery 8月25日㈮

～30日㈬午前11時～午後7時（30
日は5時まで） 同画廊 期間中
会場へ 同画廊☎43-3777

こどものアートじかん「ドロロン
★ちびくまおばけやしき」不思議
な感触のおばけの素であそぼう！

ちびくまアート 8月26日㈯
午前10時～正午 2歳～未就学
のお子さんと保護者 くまちゃん
ハウス（牟礼5-12-26） 1,500円

同会 kumachanhouse5@
gmail.com 野田☎050-3708-
2749

夏休み特別企画！本屋で映画パ
ペットアニメーション「ムーミン
谷の彗星」上映

よもぎBOOKS ①8月26日㈯ 
午後7時～8時10分、②27日㈰午前 
10時30分～11時40分 各15人（② 
は親子優先） 同店（下連雀4-15-
33） ①小学生800円、中学生以上
1,100円、②小学生700円、中学生
以上1,000円、親子ペア1,500円

（いずれもお土産付き） 直接ま
たは電話、電子メールで同店（辰巳） 
☎050-6870-6057・ yomogi 
works@gmail.com（先着制）

ステップ＆ステップの催し
①みたか・ダンス交流会 晩夏の

集い＝8月27日、9月10日の日曜日
午後1時～3時、②自由練習会＝9月
1～29日の毎週金曜日午後0時15分
～2時45分 ①生涯学習センター、
②SUBARU総合スポーツセンター

①500円、②カップル500円、シ
ングル300円 ヒールカバー 当
日会場へ ①羽根田☎44-1099、
②関根☎090-6018-9579

ひとり親家庭の英会話とフラダ
ンス入門

フラ マハロ 9月2日㈯午前10 
時 ～11時30分 児童扶養手当証
書をお持ちの家庭の保護者とお子 
さん 三鷹駅前地区公会堂 250 
円 飲み物、タオル 9月1日㈮ 
までに必要事項（11面参照）を同会  
chizukoflowerkishi@ezweb.ne.jp

みんな集まれ！第39回みたか子
どもまつり

みたか子どもまつり実行委員
会 9月3日㈰午前10時～午後3
時（雨天中止） 井の頭恩賜公園
西園文化交流広場 当日会場へ

髙橋☎090-2178-9977

朗読グループ“モワノー”発表会
9月3日㈰午後1時10分～4時  

アドリブ・カフェスタジオ（下連雀9- 
11-7） 当日会場へ 原☎41-0735

第21回やすらぎコンサート
仙川キリスト教会 9月3日㈰

午後2時から 同教会（中原1-24-
8） 1,500円、高校生以下500円

山岸☎・ 03-3309-1788

ベビーマッサージで親子のふれ
あい

NPO法人子育てコンビニ 9月
5日㈫午前10時～11時30分 元気 
ひろば おれんじ（中原3-1-65）
2,000円（オイル・防水シート代を
含む） 同法人 info2@kosoda 
te.or.jp 同法人☎41-7021

第8回ユーモアサミットin三鷹
NPO法人鷹ロコ・ネットワーク

大楽 9月9日㈯午後1時30分～4時

30分 市民協働センター 500円
同法人（林田）☎24-7500・

24-7070・ info@takaloco.jp

「謡曲・仕舞おさらい会」をみん
なで楽しむ（宝生流）

三鷹宝生会 9月10日㈰午前
10時～午後3時 寺田舞台（井の
頭3丁目） 池内☎090-4839-
4106（当日参加も可）

歌声サロン中原
9月12日以降の毎月第2火曜日

午後1時30分～4時 新川中原コ
ミュニティセンター 当日会場へ

金子☎49-8899

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）

9月14日㈭午後1時～3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
初回1,200円 荒牧☎080-

6531-7766

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 9月21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.
family7@gmail.com（先着制）

第1回三鷹市長杯パドルテニス大
会（ジュニア～シニアのダブルス）

三鷹市パドルテニス協会 9
月30日㈯午前9時30分～午後5時

在学・在勤を含む小学生以上の
市民 SUBARU総合スポーツセ
ンター 1人1,000円（中学生以下
500円） 8月31日㈭までに申込
書（同協会ホームページ http://
mitakapt.wixsite.com/toppageか
ら入手）を同協会（鎌倉） 32-69 
04・ mitakapt@gmail.com
同協会（鎌倉）☎32-6904

会員募集
ダンスサークルみどり会（初心者
～初級向け社交ダンス）

毎週水曜日午後4時～5時30分

三鷹駅前コミュニティセンター
入会金1,000円、月額2,500円

村上☎090-8511-0706

カラオケ・歌謡練習会
毎月第1・3土曜日午後1時30分

～3時30分 市役所近隣カラオケ
店 入会金1,000円、月額3,500
円 藤井☎・ 44-9285

ベッセルスポーツクラブ　ラウ
アエ（フラダンス、初心者歓迎）

毎月第1～3木曜日午前10時～
11時30分 SUBARU総合スポー
ツセンター 入会金1,000円、月
額1,000円 河内☎090-6797-
3976

伝言板
糖尿病教室「糖尿病と肝臓疾患」

「糖尿病の新しい治療」
武蔵野赤十字病院 9月2日

㈯午後1時～3時（0時30分から受
付） 同病院 当日会場へ 同病
院医療社会事業課☎32-3111

生涯学習講座 大正モダン：日本
のゆくえ（英語講座）

ICU 9月20日～10月4日の毎
週水曜日午前10時～正午 同大学

2,000円 同大学総務グルー
プ社会サービス担当☎33-3013・

http://www.icu.ac.jp/

オルガン入門―オルガンの構造
解説と演奏

ICU宗教音楽センター 9月24
日㈰午後2時～3時 同大学 当
日会場へ 同センター☎33-3330

（未就学児は入場不可）

禅林寺龍華会基金の助成団体募
集
市民のための教育または社会福祉
に貢献する団体に対して、物品購
入費など（1件50万円以内を2件以
内）を助成します。 9月30日㈯
までにA4用紙縦・横書き（記入形
式は自由）で申請者の経歴・活動
内容・要望・計画・見積もり、直
近の財務諸表などを提出 同基
金☎44-8365

9月17日発行号
原稿締切日	 8月	25日（金）
10月1日発行号
原稿締切日	 9月	7日（木）

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。

椎の実子供の家・ 
第二椎の実子供の家　職員
◆職種	 ①保育士（2人）、②保育士（4人）
◆勤務時間	 月～金曜日午前8時30分
～午後5時15分（実働8時間の交代制、 
土曜日の勤務あり）
◆勤務場所	 椎の実子供の家（大沢4- 
8-8）または第二椎の実子供の家（上連
雀6-25-31）
◆報酬（月額）		 大卒＝215,200円、短 
大卒＝206,800円、交通費支給
※諸手当・賞与あり（昨年度実績4カ月）。
※住宅借り上げ制度あり（月額82,000
円まで）。
◆試験	 ①随時、②9月10日㈰
◆採用予定日		 ①随時、②平成30年
4月1日

電話連絡のうえ履歴書（写真貼
付）・資格証の写しまたは資格取得見
込証明書を直接または郵送で「〒181-
0015大沢4-8-8椎の実子供の家」・☎
32-4103へ（②は9月7日㈭まで）
牟礼の森トキ保育園　職員
◆職種	 ①保育士（正職員）、②保育士、
③調理補助（②③パートタイマー）

◆資格	 ①②保育士（②は無資格者も
可）
◆勤務時間	 ①月～金曜日午前7時15 
分～午後7時30分（実働8時間、土曜日の 
勤務あり）、②1日2時間以上（応相談）、③ 
午前7時30分～午後0時30分または1時 
30分～5時30分の4時間以上（応相談）
◆報酬	 ①月額195,000円～、交通費
支給、賞与あり、②有資格者＝時給1,010
円、無資格者＝時給960円、③時給960円

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園（牟礼4-2-23）・☎24-9233へ

身元不明相談所
　警視庁では、9月1日㈮～30日㈯の
1カ月間、「身元不明・行方不明者相談 
所」を開設します。

①警視庁身元不明相談室（千代田
区霞が関2-1-1）、②巣鴨とげぬき地蔵 
尊高岩寺会館（豊島区巣鴨3-36-1）、い 
ずれも午前9時～午後4時30分（②は4
時まで）

警視庁身元不明相談室☎03-3592-
2440・警視庁生活安全部☎03-3592-
1640、三鷹警察署☎49-0110
※各警察署でも相談に応じます。
全国一斉「高齢者・障がい者の人
権あんしん相談」強化週間
◆「あんしん相談」☎0570-003-110

東京都人権擁護委員連合会、東京法
務局

9月4日㈪～10日㈰午前8時30分～
午後7時（土・日曜日は午前10時～午後 
5時）

同局☎03-5213-1234
総合オンブズマン相談（9月）
　市政に関する苦情を受け付けます。

片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝7・
21・28日、中村一郎さん（弁護士）＝14日、
いずれも木曜日午後1時30分～4時30分

相談・情報課（市役所2階）
同課☎内線2215へ

税理士による税の無料相談 
「むさしの」
　相続税や贈与税などに関する相談に

応じます。
東京税理士会武蔵野支部
9月12日㈫午後1時30分～4時30分

（1人40分）
4人
武蔵野税理士会館（武蔵野市中町

1-23-17）
9月4日㈪～11日㈪の平日午前9

時～午後5時に同支部☎55-2313へ
（先着制）
成年後見相談会
　司法書士が成年後見制度に関するこ
とや相続・遺言、悪質商法被害、多重
債務問題などの相談にお応えします。

（公社）成年後見センター・リーガル
サポート東京支部、権利擁護センター
みたか、（公財）武蔵野市福祉公社

9月23日㈷午前9時30分～午後4時
20分（1人50分まで）

かたらいの道市民スペース（武蔵野
市中町1-11-16）

権利擁護センターみたか☎46-12 
03へ
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