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姉妹町
「矢吹町」
復興応援の旅

身体障害者手帳をお持ちの方を
日帰り旅行にご優待します

東部地区住民協議会
10月11日㈬午前7時牟礼コミュニ
ティセンター集合～午後6時
40人
2,500円
同センター☎49-3441へ
（先着制）

東京湾ランチクルーズと羽田空港「江
戸小路」の買い物へ。
10月26日㈭午前8時市役所集合～
午後5時ごろ市役所解散
身体障害者手帳をお持ちの市民70人
1人4,000円
（付添人も同額）
10月2日 ㈪
（必 着）までに往 復はがき
に必要事項
（11面参照）
・生年月日・障
がいの種 類・等 級と使 用 用 具など・車
いす使用の有無・付添人の有無
（歩行障
がいのある方は1人まで同 行 可）
・有の
場合は付添人の氏名・住所・電話番号
を「〒181-0012上連雀8-3-10みたかボ

ご自宅の本修理します

本の破れなどの簡 単な修 理を受け付
けます
（専用のテープで修理します）
。
10月15日㈰午前10時～午後2時
（1時
30分まで受付）
20人
三鷹図書館
（本館）

ランティアセンター」へ
（申 込 多 数の場
合は昨 年 度 落 選の方を優 先して抽 選。
結果は10月6日㈮ごろに通知）
同センター☎76-1271

「駅前 風のサロン」
草笛を聴いて
みんなで歌おう！とビーズ手芸

三鷹駅周辺・地域ケアネットワーク
9月21日㈭午後1時30分～3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
当日会場へ

地域福祉課☎内線2662

認知症 介護者談話室

9月26日㈫午後1時～3時
介護者、介護経験者
（認知症ではない
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

10月3～24日の毎週火曜日午前10時
～午後2時
消費者活動センター
当日会場へ
同センター☎43-7874

介護者ひろば どんぐり山

10月3日㈫午後1時30分～3時30分
介護者、介護経験者

●市役所電話（代表） ☎45-1151

2017.9.17

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

修理を希望する本

当日会場へ
（先着制）
同館☎43-9151

11月の小学校校庭開放
（団体貸し切
り）
の予約受け付け
市ホームページでご確認ください

10月1日㈰～7日㈯に各コミュニティ
センターへ
スポーツ推進課☎内線2934

土俵でフィットネス！

三鷹市体育協会、三鷹市相撲連盟

9月22日～10月13日の金曜日午後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
1,000円
（1回）
または3,500円
（4回）

タオル、飲み物、運動に適した服装、
ロッカー代100円
（返還式）

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）
・ mitakashisumorenmei@gmail.
comへ
（先着制）

市民スポーツ大会相撲大会

◆試合形式 年別男女別トーナメント
方式
（幼児は男女別２クラス）
9月24日㈰午前9時30分〜11時30分
（予備日10月1日㈰）
在学・在園を含む幼児〜中学生の市
民、三鷹市相撲連盟登録の幼児〜中学生
SUBARU総合スポーツセンター

タオル、飲み物
9月22日 ㈮までに必 要 事 項
（11面 参
照）
・学校名・保護者氏名を同連盟 mi

チケットインフォメーション

アリーナ・イブラギモヴァ
（バイオリン）&
セドリック・ティベルギアン
（ピアノ）
芸術文化センター 風のホール
10月8日㈰ 午後2時開演

全席指定

第33回三鷹市なぎなた大会

市、市教育委員会、
（公財）三鷹市スポー
ツと文化財団、三鷹市体育協会、三鷹
市なぎなた連盟
10月1日㈰午後1時～4時

SUBARU総合スポーツセンター
当日会場へ
同連盟
（野村）
☎43-3204
（午後7時～

［曲 目］モーツァルト：バイオリン
とピアノのためのソナタ ト長 調、

シ ュー ベ ルト： 幻 想 曲 ハ 長 調、

ベートー ベン：バイオリン・ソナタ
第9番 イ長調『クロイツェル』

10月23日㈪午前8時～午後1時
（雨天
時は10月26日㈭に延期）
在学・在勤を含む中学生以上の市民
20人
大沢総合グラウンド

9月30日㈯までに三鷹市ターゲッ
ト・バード・ゴルフ協会
（谷澤）
☎31-24
90へ
（先着制）

9時）

平成29年度秋季
女子ジュニアソフトボール教室

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

10月14・21日、11月4日 の 土 曜 日
午前9時～午後0時30分
（雨天中止）
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、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）
☎0902252-1576・ 47-6712へ
（先着制）

三鷹市合気道連盟演武大会

市、市教育委員会、
（公財）三鷹市スポー
ツと文化財団、三鷹市体育協会、同連盟
10月15日㈰午後1時～3時30分
SUBARU総合スポーツセンター
当日会場へ

同連盟
（鈴木）
☎43-8542

ミタカフェセミナー
「自分で創る！心をつかむPR動画」
9月26日㈫午後2時～4時
動画で自身の事業・商品・サービス
をPRしたい事業者の方、動画撮影・編
集・公開の基礎を知りたい方25人
三鷹産業プラザ
映像ディレクターで映像制作工房コ
コロニ代表の藤本忠生さん
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

みんなの生活展記念講演会
「もしも水が無かったら…」
三鷹市消費者団体連絡会
9月28日㈭午前10時～正午

〒384-1406 長野県南佐久郡川上村大字原591番362
☎ 0267-97-3206
0267-97-3207
http://www.sizennomura.jp/

三鷹市役所発着のバスツアー参加者を募集しています。
◆川上郷自然の村・秋のトレッキングツアー
1日目は高登谷高原別荘地にある高登谷山を、2日目は秩父山地西端に位置
する飯盛山を登る、トレッキング初心者から上級者まで楽しめるツアーです。
10月23日㈪～24日㈫
（1泊2日）
40人
（最少催行人数35人）
大 人17,800円から、小 学 生11,800円から、幼児5,000円から
（交 通 費、宿
泊費、食事代
〈4食〉
などを含む。幼児の昼食代、寝具代は含みません）
※料金は、申込人数や部屋のタイプにより異なります。
10月7日 ㈯までにJWTジャパンウインズツアー㈱ ☎0267- 66-1268へ
（先着制）
※旅行条件書および振込先は、別途ご連絡します。
【旅行企画・実施】
ＪＷＴジャパンウインズツアー㈱☎0267-66-1268
長
 野県佐久市今井533-1
（長野県知事登録第2-399号 全国旅行業協会会員・長
野県旅行業協会会員）
【利用バス会社】
信濃物流㈱
（長野県南佐久郡川上村大字桶澤234）
※添乗員は同行しません。現地係員が対応します。
同財団 ☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/

春風亭小朝独演会

三鷹市公会堂 光のホール 全席指定
2018年1月20日㈯ 午後2時開演
チケット発売日
会員＝9月24日㈰
一般＝9月28日㈭
会員＝3,150円
一般＝3,500円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円

チケット発売中
会員＝S席4,500円、A席3,600円
一般＝S席5,000円、A席4,000円
U-23（23歳以下）＝3,000円

才気煥発、話題のデュオに、どう
ぞご期待ください。

新春初笑い寄席

第7回ターゲット・バード・ゴルフ
三鷹市民競技大会

taka-sumo@outlook.comへ
同連盟
（和田）
☎070-4206-5257

林家たい平独演会

チケット発売日
会員＝9月24日㈰
一般＝9月28日㈭
※発 売 初 日 の 購 入 は1回 に つ き
4枚まで。
会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円

新しい年の福を呼ぶ！春風亭
小朝の落語で、笑顔満開の初笑
い！
春風亭小朝

©Sussie Ahlburg

新春初笑い寄席

芸術文化センター 星のホール 全席指定
2018年1月28日㈰ 午後2時開演

年の始めの笑い初め！林家たい平
の落語で、１年をご陽気に！
林家たい平

財団主催の公演チケットまたはチケット半券で、三鷹駅周辺などの「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）
。

チケット
お求め方法

● 電話予約

芸術文化センター  

☎47-5122

●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） ※U-23、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
発売初日は電話
とインターネット
をお断りしています。
10:00〜19:00
で 受 け 付 け し、
※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。
窓口販売は翌日
からです。
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。

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
（要約筆記）
あり

