毎月第1・第3日曜日発行

今号の紙面から

広報みたかはシルバー人材セン
ターの会員がお届けしています。

発行：三鷹市／編集：秘書広報課
〒181-8555 三鷹市野崎1-1-1
法人番号：8000020132047
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三鷹の森

科学文化祭

ホームページ
（パソコン・スマートフォン用）
http：//www.city.mitaka.tokyo.jp/

高齢者インフルエンザ予防接種費用を
一部公費負担します
4面

携帯サイト
http：//www.city.
mitaka.tokyo.jp/i/

市からのお知らせ
ガーデニングフェスタ2017

タ

ン

プ

吉祥寺駅

武蔵境駅

新小金井駅

ラ

リ

12面

スタンプを集めて
天文グッズをもらおう

三鷹駅

ス

11面から

地球が直径1㎝になるように太陽系を13億分の1の大きさに縮め、三鷹駅に太陽を置く
と、冥 王 星までの天 体が市 内にちりばめられます。
「みたか太 陽 系ウォーク」は、三 鷹の
まち全体を太陽系に見立て、太陽系の距離や大きさを体感するイベントです。
お子さんから大人まで、多くの方が楽しんでいるイベントにぜひご参加ください。
NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構☎40-0313
http://www.taiyokei-walk.jp/

東小金井駅

2017

東京外かく環状道路整備工事に伴う
北野中央通り等の代替道路について 2面

エリア
木星

ー

井の頭
公園

井の頭公園駅

リア
土星エ

9月22日㈮〜10月22日㈰

スタンプの種類や数などの条件を満たすと、オリ
ジナルペーパークラフトや天文情報が入った卓上カ
レンダーなどの景品がもらえます(写真)。景品交換は、
三鷹ネットワーク大学とみたか観光案内所で行いま
す
（景品は数に限りがあります）
。

三鷹台駅

三鷹市役所
エリア
天王星

国立天文台

マップを手に入れよう

エリア
海王星
エリア
冥王星

三鷹ネットワーク大学、みたか観光案
内所、スタンプを置いている店舗・施設
などでマップを配布します。マップでは、
参加店舗・施設やイベント情報を紹介
しています。

今年の
プ数は
スタン
多の
過去最

太陽系の大きさを実感しながら
まち歩きをしよう

！
246カ所

市内11の天体エリアごとの参加店舗・施設に設
置したスタンプを集めながら、まち歩きを楽しみ、
宇宙のスケールを実感できます。期間限定のコラ
ボ商品を取り扱っている店舗もあります。

限定の
「彗星(すいせい)スタンプ」
を
集めよう
「彗星スタンプ」
は、期間限定の特設スタンプで、今年は18カ所のイベント
会場に設置します。イベントに参加してスタンプを集めましょう！

2面関連記事も併せてご覧ください。
コラボ商品などで協力していただいている参加店舗・施設の
みなさんにお話を伺いました。

Letʼs walk and talk！（歩こう、話そう！）

地域のみなさまとともに盛り上げたい

ジャックス コミュニケーションルーム
（英会話スクール）
バルカー・ジャックさん
このイベントに参加したのは5年
前。娘と話をしながらまだ行ったこ
とのなかったエリアを歩くのは、と
ても楽しい経験でした。太陽系ウォー
クは、普段お子さんと過ごす時間の
少ないお父さんには、特にオススメ
ですね。2年前からは、スタンプを提供する協力店舗
として参加しています。今年は、惑星にちなんだ英語
のレッスンも実施します。

コラボ商品でイベントの魅力を発信

JR三鷹駅長
平井淳さん

トーホーベーカリー
松井成和さん

国立天文台のある三鷹市ならでは
店が土星エリアにあることから、
のユニークなイベントに、基点とな
コラボ商品として土星の形をしたパ
る
「太陽」
として参加させていただく
ンを販売します。土星の輪をどうやっ
のを大変光栄に思っています。太陽
て表現するか、試行錯誤して開発し
系ウォークが盛り上がるよう、情報
ました。太陽系ウォークは、当店を
をウェブサイトに掲載したり、ポス
知っていただく機会であり、新たな
ターを沿線の駅に貼ってもらうなど、さまざまな取り 出会いの場でもあります。このまちで生まれ育った私
組みを計画しています。人とまちをつなぐ
「駅」
として、 としては、まち歩きを通して三鷹の良さを知ってほし
これからも地域に貢献していきます。
いです。安全に、スタンプラリーを楽しんでください。

三鷹市の庁舎棟
︵本庁舎︶
︑議場棟︑公会堂は︑昭
和 ︵１９６５︶
年に竣工し︑今年で築 年を迎えて
います
︵写真︶
︒一般に鉄筋コンクリート造の建物の
耐用年数は 年と言われています︒この間︑耐震補
強工事をしていますので︑公共建築物としての一定
の耐震基準を満たしてはいますが︑庁舎機能を低下
させずに更なる耐震補強工事は困難な状況です︒老
朽化対策も課題であることから︑平成 年 月に確
定した
﹃第 次三鷹市基本計画﹄
では︑
﹁市庁舎建替
え等プランの検討﹂
を主要事業としています︒
そこで︑三鷹市では平成 年 月に三鷹まちづく
り総合研究所に
﹁庁舎等建替えに向けた基本的な枠
組みに関する研究会﹂
を設置しました︒この研究会
には建築や防災︑情報通信等の専門家の方に参加し
ていただき︑部長職の職員と協働して カ月にわた
る調査・検討に基づく報告書が︑平成 年 月に提
出されました︒
三鷹 市では︑研 究 会の報 告 書の提 言 を受 けて︑
﹃三鷹市庁舎等整備基本構想策定に向けた基本的な
考え方﹄
をまとめました︒研究会が実施した市民の
皆様へのアンケートでは︑現在の市庁舎等の位置に
﹁便利・満足﹂﹁普通﹂
との回答が約 割を占めまし
た︒市内には︑市庁舎等を整備可能な用地も無いこ
とから︑現在の市民センター用地で建て替えること
を基本に︑今後検討を進めることとしています︒
何よりも市民の皆様の利便性を考えたとき︑現在
の庁舎棟
︵本庁舎︶
︑議場棟︑第二庁舎︑第三庁舎︑
教育委員会事務局などは集約して一つの建物に入
ることが望ましいとも考えています︒今後はこうし
た基本的な考え方について︑市民の皆様に
﹃広報み
たか﹄
等でお知らせし︑幅広い市民参加の展開と議
会の皆様との連携︑専門家や職員の声を反映しなが
ら︑市庁舎等の建替えに関する
﹃基本構想﹄
をまとめ
ていきたいと考えています︒
市 民の 皆 様の
﹁ 自 治の拠 点﹂﹁行 政サービスの拠
点﹂﹁交流の拠点﹂
などの重要な機能を持つ三鷹市庁
舎と議場棟の建替えの在り方について︑ぜひ幅広い
市民の皆様のご注目と︑検討過程へのご参加を心か
らお願いいたします︒
40
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ひと
市長の こと
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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

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

費用

持ち物
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24
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申込方法

問い合わせ

52

保育あり

三鷹市長

築52年を迎えている市庁舎と議場棟の
前で

60

市民の皆様とともに
市庁舎等の建替えに向けた準備を

市長コラム

手話
（要約筆記）
あり
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関連イベントに参加して、みたか太陽系ウォークをもっと楽しみましょう！
NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構☎40-0313・

観望会

地球のすぐ外側を回っている赤い惑星・火星。

2017

来年7月には、平成15年以来の
「大接近」
となりま

望遠鏡で秋の星空を楽しみませんか。
「星のソムリエみたか」のみなさんがご案

す。今年はこの火星にちなんだ景品などを用意し

今 年の
体は
テーマ天

内します
（小学生以下は保護者同伴）
。

ます。

★NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会・三鷹ネットワーク大学共催

※火 星は2年2カ月ごとに地球に接近しますが、

「火 星」

http://www.taiyokei-walk.jp/

「花と緑の広場観望会

通り道が楕円
（だえん）
形のため、接近する距離

中秋の名月を見よう」

お月見に欠かせないお団子も販売予定です。

は毎回異なります。

10月4日㈬午後6時〜8時
（荒天中止）
花と緑の広場
（牟礼1-11-26）

当日会場へ

まちなかサイエンスカフェ

★三鷹ネットワーク大学企画サロン
「みたか星空散歩 特別編 — 秋の星空観望会」

みたか太陽系ウォーク期間中に、市内の飲食店などで
「まちなかサイエンスカ

4月にオープンした三鷹中央防災公園・元気創造プラザで開催します。前半は

フェ」を実施します。おいしい食事と専門家が語る天文のお話を楽しみましょう。

屋内で星空解説を、後半は広場で望遠鏡をのぞきます
（雨天・曇天時は前半のみ）
。

http://www.mitaka-univ.

くわしくは三鷹ネットワーク大学ホームページ
org/へ。

10月5日㈭午後7時〜9時

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ

当日会場へ

天文・科学情報スペース企画展
「みたか太陽系ウォーク」
—ミニミニ太陽系を歩こう

※自家用車での来場はご遠慮ください。

ルールを守って楽しく回ろう！

太陽系の惑星の大きさと距離が実感できる
「天体模型」と太陽系探査機や国立天

文台プロジェクトの
「解説パネル」
を展示します。

・参加店舗や施設を訪問する際は、あいさつを忘れずに。
・交通ルールを必ず守りましょう。
・自転車を利用する場合は、店舗や施設の人に駐輪スペースを聞いて駐輪し
てください。

9月22日㈮〜11月5日㈰午前11時〜午後6時30分
（月・火曜日、祝日休館）
天文・科学情報スペース
（下連雀3-28-20 三鷹中央ビル1階）

期間中会場へ

同施設☎26-9951

東京外かく環状道路（関越〜東名）整備工事に伴う
北野中央通り等の代替道路について

東京外かく環状国道事務所☎0120-34-1491
市まちづくり推進課☎内線2864

東京外かく環状道路
（外環道路）
の整備工事が、国や高速道路株式
会社により進められています。市内では、北野地域で工事が行われ

東京外かく環状道路

ていますが、今後、中央自動車道
（中央道）の北側において、外環道

都心から約15㎞の圏域を環状に連絡する延長約85㎞の道路で、首都圏や沿線
地域の混雑緩和や環境改善、円滑な交通ネットワークの実現を目的としています。
平成19年に関越〜東名の本線を高架方式から地下方式にする都市計画変更を経
て、21年5月に事業化。市には、中央道と接続する中央ジャンクション
（仮称）
や、
東八道路にインターチェンジが整備される計画です。

路と中央道を相互に結ぶ連結路
（ランプ）の工事に着手します。その
準備工事として、北野中央通り西側代替道路
（①）
を整備しましたが、
今回、北野中央通りおよび中央道側道の一部区間を通行止めにする
ことに伴い、北野中央通り東側代替道路
（②）
および中央道側道代替
道路
（③）を整備します。9月26日㈫から切り替え、通行できるよう
になる予定です。

中央道側道代替道路
（③）

N

左下

外環道路
（点線は地下部）

S

標準幅員約7.5m
（車道5m、歩道2.5m）

部分の拡大図

中央道側道のうち、北野中央通りから西

側の一部区間を通行止めします。これに伴

い、代替道路
（延長約260ｍ）
を中央道北側

に整備します。

北野中央通り東側代替道路
（②）

標準幅員約9m
（車道6.5m、歩道2.5m）

東八道路
中央道

り

園通

学
百合

白

通行止め区間

代替道路（①）

川

仙

北野小

代替道路（②）

9月12日現在の代替道路

）

通行止め区間

北野

北野中央通りのうち、中央道付近の

一部区間を通行止めします。これに伴

い、代替道路
（延長約460ｍ）
を北野中
央通りの東側に整備します。

代替道路のうち、中央道を南北に通

中央

通り

り

通
中央

る部分
（左図

北野

北野ハピネス
センター

部分）
については、

中央道の橋脚
（きょうきゃく）
があるこ

とから、歩道と車道を分離しています。
八通

り

N

外環道路
（地下部）※

写真撮影
方向
S

※整備完了後の
イメージです。

北
西 野中
側 央
代 通
替 り
道
路（
①

至東
吉祥
寺通
り

代替道路
通行止め区間

中央道
吉
祥
寺
通
り

中央ジャンクション
（仮称）
※

東八道路インター
チェンジ（仮称）

山
天神
道
中央

五中

通り

道路
東八

N

S

外環道路
（地下部）※

代替道路（③）

六中

歩道

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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私立幼稚園の入園希望者
（3歳児から）
を募集します
子ども育成課
（市役所4階44番窓口）
☎内線2738

10月15日㈰から各園で配布します
（三鷹杉の子幼稚園・三鷹台
幼稚園・三鷹のぞみ幼稚園は16日㈪から）
。

入園案内書の配布
願書の提出

11月1日㈬から入園を希望する各園へ。
み
 たか子育てねっとホームページ
http://www.kosodate.
mitaka.ne.jp/shisetu/youchien/または同課・市政窓口な
どで三鷹市私立幼稚園基礎資料を配布します。

私立幼稚園情報

入園申し込みの手続きの流れ
子ども・子育て支援新制度に移行した園と、従来制度のまま継続する園で、手

続きの流れや保育料の仕組みが異なります。入園手続きの流れや、希望の園がど

ちらの制度かなど、くわしくは各園にお問い合わせください。

▶入園申し込み手続きの基本的な流れと利用者負担額
（保育料）
の考え方

▶私立幼稚園一覧

子ども・子育て支援新制度園

幼稚園名

所在地

電話番号

特色

（学）鶏鳴幼稚園

深大寺1-15-14

緑豊かな広い園庭で、意欲と感性を
31-7457
育てます

（宗）春清学苑幼稚園

新川4-4-22

44-0031

31-9699 元気な子・思いやりのあるやさしい心

（宗）フィッシャー幼稚園 新川6-35-4

46-4335

キリスト教の愛の精神に基づき、一
人ひとりの子どもを大切にします

下連雀4-20-6

43-2904

豊かな緑の中で、元気いっぱい遊び
ましょう

牟礼4-16-18

互いに認め合い、共に生きる。キリ
48-8903
スト教保育

三鷹杉の子幼稚園

下連雀6-15-10

44-6463 広い園庭で心も体も、のびのびと

認定こども園
三鷹台幼稚園

井の頭2-13-20

温かな職員と共に子ども達が関わり
43-7417 合って、自主・自立・協調精神の伸
長と豊かな情操を育みます

三鷹中原幼稚園

中原4-12-26

45-0669

三鷹幼稚園
（学）三鷹小鳩幼稚園

（学）三鷹のぞみ幼稚園 牟礼5-8-44
三鷹双葉幼稚園

深大寺1-3-7

（学）三鷹みずほ幼稚園 井口1-22-3

保護者の所得に応じて市が定めた利用者負担
各園で定めた額を
額を、保護者が幼稚園等に対して支払います。
加えて、各園の実情に応じた費用が生じる場 保護者が幼稚園に対
して支払います。
合があります。
利用者負担額は毎年9月に見直されます。

補助金に
ついて

大切なときだから、一人ひとりが大
43-2565 切だから、をモットーとした精神を
大切にして
31-0260

人の話をきける子、心身ともに、健
やかに子どもを育てる

31-3508

豊かな環境、豊かな情操、あふれる
情熱

三鷹若葉幼稚園

上連雀8-8-15

明星台幼稚園

井の頭5-24-1

頭も体も使う子に育てます。一人ひ
43-7642 とりの子どもを大切にし個性を伸ば
し育てます

牟礼幼稚園

牟礼6-11-33

43-0806

下連雀3-4-44

家庭教育との連携を重視し、元気に
43-4814
あいさつができるように育てます

平成30年度

利用者負担額
（保育料）
について

一人ひとりの子どもにあわせててい
ねいに

親子で通うあたたかく楽しい幼稚園。
45-2511 毎日の通園の中での家庭との連携を
大切にしています

（学）明泉幼稚園

入園申し込み
と認定申請の
流れ

幼稚園等
（幼稚園と認定こども園の教育標準時間枠）
幼稚園に直接
に直接入園の申し込みをします
入園を申し込みます
➡
➡
幼稚園等から入園の内定を受けます
幼稚園から入園の
➡
内定を受けます
幼稚園等への入園手続きの際、
➡
新制度利用のための認定申請を行います
幼稚園と直接
➡
入園手続きをします
市から認定証が交付されます

豊かな環境のなか、体験し発見する
喜びを育んでいきます

（宗）長久寺学園幼稚園 大沢2-2-14

あいさつと返事のできる元気な子に
育てます

従来制度園

毎 年6月ごろに各
園から配 布される補
毎年6月ごろに各園から配布される補助金申
助金申請書を市へ提
請書を市へ提出すると、保護者の所得に応じた
出すると、保 護 者の
補助金
（保護者補助金）
が市から支給されます。
所得に応じた補助金
※保 護者の所得に応じて保育料が決定されるた
（就園奨励費補助金・
め、就園奨励費補助金はありません。
保 護 者 補 助 金）
を市
が支給します。

※
 認
 定申請は所定の書類を各園の指定する方法で提出してください
（園に用紙がな
い場合は同課で配布します）
。

幼稚園型認定こども園三鷹台幼稚園の保育認定枠への申し込み
30日㈯以降に同園、同課で配布する「保育認定枠入園手続きのご案内」をご覧く

30年度入園希望者から申し込み方法・時期が変わります。くわしくは、9月

ださい。

11月1日㈬に必要書類を同園
（井の頭2-13-20）
へ

学童保育所の入所申し込み
児童青少年課
（市役所4階41番窓口）
☎内線2711

子ども育成課
（市役所4階45番窓口）
☎内線2732

保護者が就労などのために、下校後
（午後6時まで、延長育成は7時まで）の育成を必要

とする方が対象です。

※市内学童保育所に在籍中で、4月以降も引き続き入所を希望する方も申し込みが必要です。
30年4月に新1〜3年生になるお子さん

保護者が就労などのため、30年4月から入・転園を希望す

る方
（29年度の入園を待機中の方を含む）

※こ れから生まれるお子さんは、申し込み後、30年2月3日
㈯までに生まれた方が対象です。

11月28日㈫〜12月3日㈰・12月5日㈫〜7日㈭の午前9時30分〜午後4時に必要書類を

第二庁舎4階へ
（土・日曜日も受付。11月30日㈭・12月5日は午後8時まで）

障がいのあるお子さんの入所申し込み
30年4月に新1〜4年生になるお子さんで、学童保育所での集団生活が可能な方

11月1日㈬・6日㈪午前9時〜午後4時、2日㈭午前9時〜午後8時、4日㈯午前9時〜午

保育園などの
入園申し込み

平成
30年度

11月28日㈫〜12月3日㈰・12月5日㈫〜7日㈭午前9時30

分〜午後4時に必要書類を三鷹市公会堂さんさん館へ
（土・日

曜日も受付）

※入園案内は10月中旬から同課、市政窓口、認可保育園、の
びのびひろば、すくすくひろばで配布するほか、みたか

後3時、5日㈰午前9時〜正午に必要書類を同課へ

子 育 て ね っとホ ー ム ペ ー ジ

http://www.kosodate.

mitaka.ne.jp/からも入手できます。

入所案内は、10月上旬から、同課、市政窓口、市内保育園・幼稚園、三鷹市社会

市外の保育園の申し込みも、受け付けは三鷹市です

福祉協議会、北野ハピネスセンターなどで配布します。

入園を希望する自治体の締切日の10日前までに同課へ。

必要書類など、くわしくは申込先の自治体にご確認ください

平成
30年度

子ども発達支援センター
くるみ幼児園の入園申し込み
子ども発達支援センター☎45-1122

障がいのあるお子さんの入園申し込み
障がいの程度が軽・中度で、認可保育園で集団保育が可能

な0〜5歳のお子さん若干名

事前に子ども発達支援センター☎45-1122へ相談のうえ、

10月16日㈪〜20日㈮に必要書類を同課へ

障がいや、発達に課題があり、小集団での療育が可能な市内の2歳〜就学前のお子さん

若干名

10月16日㈪〜20日㈮に子ども発達支援センター
（元気創造プラザ1階）
へ

※同園は4月に北野ハピネスセンターから元気創造プラザに移転しました。

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

※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。

結核検診のお知らせ

広報みたか
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胸部レントゲン
（間接撮影）
を実施します。
9月30日㈯午前9時30分〜11時30分
（受付は11時20分まで）
16歳以上の市民100人
総合保健センター
※市の特定健診・後期高齢者健診の対象者
（右記）を除き
ます。
※勤 務先などで胸部レントゲン検診を受ける機会がある
方、3カ月以内に胸部レントゲン撮影をした方はご遠
慮ください。
※妊娠中または妊娠の可能性のある方は受診できません。
健康保険証、着脱しやすい服装
（金属・ボタン・刺しゅうなどがないもの）
当日会場へ
（先着制）
※結果は1カ月以内に郵送します。

健康推進課☎内線4212
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おり、平成
30年3月31日㈯までに40〜75歳になる方、後期高齢者健診＝後期高齢者医療
制度加入者
※有料老人ホーム等に入所
（入居）
している方は、対象外となる場合があります。
市内の健診実施医療機関
受診票、健康保険証
受診期間
および
受診票の
発送時期

誕生月
受診期間
受診票発送時期
4～7月生まれ 9月30日㈯まで
4月下旬に送付済
8～11月生まれ 11月30日㈭まで
6月下旬に送付済
12～3月生まれ 10月1日㈰～30年2月28日㈬ 9月下旬

※希望者には大腸がん検診
（便潜血検査2回法）
を実施します
（自己負担金500円）
。
※4〜11月生まれで受診票を紛失した方は、同課へお問い合わせください。

高齢者インフルエンザ予防接種費用を一部公費負担します
10月1日㈰〜平成30年1月31日㈬
接種当日、①満65歳以上の市民、②60歳以上65歳未満の市民で、心臓・腎臓・
呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいや、ヒ
ト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がい
がある方
市内協力医療機関
（下表）
※武蔵野市、調布市、小金井市、杉並区、世田谷区の協力医療機関でも接種できます
（杉
並区・世田谷区で接種の場合は、総合保健センターで発行する予診票が必要）
。

平成29年度

サンクリニック三鷹
平嶺医院
福代皮フ科クリニック
片平内科クリニック
三鷹痛みのクリニック
みたか中村脳神経外科
クリニック
小川クリニック
おごう皮ふ科クリニック
三木クリニック
みたかヘルスケア
クリニック
むさし野さいとう
クリニック

サウスポイントMY
クリニック
かんの内科
角田外科消化器科医院
角田整形外科医院
鳥海産婦人科クリニック
つちや小児科
高松メディカルクリニック
たきがわクリニック
三鷹病院
今給黎整形外科クリニック
くぼかわ内科医院
三鷹の森皮フ・
形成クリニック
173総合内科クリニック
みなみうら生協診療所
あんず訪問クリニック
野村病院
三鷹第一クリニック
渡辺こどもクリニック

健康推進課☎内線4202

自己負担金2,500円
（助成は1回のみ。医療機関で支払い）
事前に医療機関に連絡のうえ、健康保険証など年齢や住所を確認で
きるものを医療機関で提示し、所定の予診票に必要事項を記入して接
種を受けてください
（接種前の検温や診察の結果により、接種できない
場合があります）
※生 活保護受給世帯・中国残留邦人等支援給付受給世帯の方は、自己
負担金が免除されます。生活福祉課
（市役所2階21番窓口）で交付す
る予診票
（免除用）
と保護受給等証明書を医療機関へお持ちください。

高齢者インフルエンザ予防接種事業 協力医療機関一覧表

下連雀エリア

村越レディース
クリニック
三鷹南口内科
佐竹耳鼻咽喉科
気管食道内科医院
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特定健診・後期高齢者健診を受診しましょう
健康推進課☎内線4203

医療機関名
吉祥寺通り
花岡クリニック
井の頭公園前ヒフ科
鎌田医院
下田医院
ムラタ胃腸内視鏡
クリニック

2017.9.17

牟礼・井の頭エリア
住所

電話番号

下連雀1-9-24

47-8799

下連雀1-12-5
下連雀1-30-12
下連雀2-18-1

79-4067
43-4621
44-3710

下連雀3-2-1 1階

26-8865

下連雀3-7-28

29-8225

下連雀3-7-29 レジデンス三鷹1階

43-2122

下連雀3-14-28

43-3273

下連雀3-15-18
KAISER三鷹フロント4階
下連雀3-24-7
下連雀3-27-1 三鷹三協ビル4階
下連雀3-27-12 4階
下連雀3-27-12
コアパレス常葉11 5階
下連雀3-34-15
アトラス三鷹レジデンス202

下連雀3-34-22
ライオンズプラザ三鷹駅前201

下連雀3-34-22
ライオンズプラザ三鷹駅前202
下連雀3-37-8 ＫＭビル101
下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5階-B
下連雀3-43-19
グローリオ三鷹101

下連雀3-43-23
サウスポイント三鷹2・3階
下連雀3-44-17 エルヴェ三鷹2階
下連雀4-9-1
下連雀4-9-1
下連雀4-10-29
下連雀4-16-11
下連雀4-16-12 三鷹第一ビル2階
下連雀4-20-15 新生ハイツ1階
下連雀5-1-12
下連雀6-2-16 アトラス吉祥寺
下連雀6-2-16
メディカルコート吉祥寺
下連雀6-2-16
メディカルコート吉祥寺1階
下連雀6-8-50 パークスクエア1階
下連雀7-1-27 オタリ南浦ビル1階
下連雀7-8-15-101
下連雀8-3-6
下連雀8-9-21
下連雀9-5-1 泰成マンション1階

44-5660
43-2838
72-1730
79-0271
79-2103
40-5070
47-4545
41-1169
71-7001
40-0102
70-1071
46-7851
40-5022
45-3251
71-0225
43-1000
40-1488
70-1035
41-7777
47-0800
26-5320
24-7353
70-1205
26-5173
48-4121
70-5112
47-4848
46-4141
41-1550

医療機関名
本田医院
山本医院
牟礼高山診療所
むれクリニック
横内医院
天神前クリニック
しんかわ医院
くりはら耳鼻咽喉科
下川整形外科
笹本医院
慶真整形外科
松川内科クリニック
牟礼の里駅前クリニック
高水クリニック
石井医院
藤林医院
岡庭医院
若林医院

住所
牟礼1-12-10
牟礼2-11-5
牟礼4-2-14
牟礼6-4-8
牟礼6-6-14
牟礼7-1-24
牟礼7-5-14 牟礼クリニックモール2階
牟礼7-6-9
井の頭1-24-14
井の頭1-31-22
井の頭2-1-17 石伊ビル弐 2階
井の頭2-1-17
三鷹台メディカルセンター2階
井の頭2-7-9 栗原ビル1階
井の頭2-14-2
井の頭2-32-37
井の頭3-12-15
井の頭3-21-16
井の頭4-16-10

電話番号
43-8310
43-6410
70-4976
44-1739
43-0910
71-8191
70-5711
79-7738
43-5933
44-5802
79-7600
70-5525
40-6054
76-1232
44-3090
43-4322
43-8367
43-0526

中原・北野・新川・野崎エリア
医療機関名
鈴木クリニック
いりえ内科クリニック
まさ整形外科
ゆうあいクリニック
新川クリニック
所澤クリニック
川越内科クリニック
萩原医院
野崎医院

住所
中原2-12-26
北野4-5-30 キューブコート烏山101
北野4-12-17
新川4-25-18
新川5-6-21
新川6-9-6 シンエイビル2階
新川6-25-4
メディカルモールクレッセント101
野崎2-11-16
野崎3-18-18

電話番号
46-1066
03-5314-3577
70-6670
41-6611
43-0123
76-6055
24-2231
31-1500
31-8373

上連雀・井口・深大寺・大沢エリア
医療機関名
小島内科クリニック
篠原医院
浅野クリニック
高山医院
松崎整形外科医院
三鷹中央病院
うちはら内科クリニック
斎藤小児科医院
ヨシコクリニック
あかいしクリニック
天文台クリニック
長谷川病院
奥田医院
八幡診療所

住所
上連雀2-4-8
上連雀2-9-5
上連雀3-5-19
上連雀4-2-29
上連雀4-3-5 三鷹シティハイツ101
上連雀5-23-10
上連雀7-11-7 1階
上連雀9-41-21
井口1-22-24
深大寺2-35-29
大沢1-17-2
大沢2-20-36
大沢4-13-12
大沢5-3-11

電話番号
45-1210
45-1859
46-5512
43-0700
48-3151
44-6161
40-6180
43-2237
32-5517
39-5941
30-7929
31-8600
32-8151
31-8092

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。

5

広報みたか

No.1603

パブリックコメント
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1

図書館
︵本館︶
☎
43

９- １５１

◆みなさんのご意見をお寄せください
10月5日㈭
（必着）
までに、住所・氏名・電話番号
（団体
の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号）
を
直接または郵送、ファクス、電子メールで「〒181-0012
上連雀8-3-3三鷹図書館」
・ 43- 0032・ tosho@city.
mitaka.tokyo.jpへ

パブリックコメント実施中
三鷹市立図書館の基本的運営方針
︵素案︶

2

市では︑
﹃第 次三鷹市基本計画
︵第 次改定︶
﹄
の図書館活動
で示す施 策および主な事 業の推 進に当たり︑図 書 館の果たすべ
き機能と役割︑運用の方向性をより明確にし︑基本計画の着実
な進展を図ることを目的に︑同方針の策定を進めています︒

同方針
︵素案︶
の主な内容

・・同方針策定に当たって
・・三鷹市の図書館に関する現状と課題
・・同方針の体系
︵素 案︶
の全 文は︑市ホームページでご覧になれるほか︑
※方 針
相 談・情 報課
︵市 役 所 階︶
︑市 政 窓口︑ 図 書 館︑市民 協 働
センター︑コミュニティセンター︑教 育センター暫 定 施 設で
配布しています︒
※方針の策定は 月上旬を予定しています︒

パブリックコメント

市の重要な政策を策定する際に︑原案を公表し
て広く市民のみなさんから意見を求め︑いただいた意見
を考慮しながら政策を決定すること︒
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●市役所電話（代表） ☎45-1151

2017.9.17

TAKA-1
（みたかセレクトONE）
に
新商品が加わりました!
TAKA-1認定・サポート委員会事務局
（三鷹商工会内）
☎49-3111
三鷹の魅力的な商品や市民に知られていない逸
今回の
品を認定し、広めていく
「TAKA-1
（みたかセレクト
認定商品
ONE）
」プロジェクト。この企画の
「みたかのおみ
やげ部門」に4商品が新たに認定されました。認定
商品や購入場所など、くわしくはTAKA-1公式ホー
ムページ
http://taka-1.mall.mitaka.ne.jp/を
ご覧ください。
はな子の大好物
（クロワッサン）

井の頭公園の本

ファブスペースみたか1周年記念イベント
市
（協力：三鷹商工会、運営：㈱まちづくり三鷹）
10月7日㈯
三鷹産業プラザ
㈱まちづくり三鷹☎40-9669
ファブスペースみたかは、ものづくりを行う人のためのコミュニティの場とし
て、昨年、三鷹産業プラザ1階に3Dプリンターやレーザーカッター、電子ミシン
などのデジタル機器を配備してリニュアルオープンしました。ものづくりに興味
のある方、初めての方も、この機会にお気軽にご参加ください。
◆ファブスペースみたか見学会 午前11時〜午後6時
当日会場へ
◆デジタル機器デモ体験会 午後1時〜2時
レーザーカッターでキーホルダーを制作しよう！
8人
9月29日㈮までに必要事項
（11面参照）
を同施設 fabspace@mitaka.ne.jp
へ
（先着制）
◆講演会
「世界的な工房ネットワーク
『ファブラボ』
」 午後2時〜4時
60人
慶應義塾大学環境情報学部教授の田中浩也さん
必要事項
（11面参照）を同社☎40-9669・ fabspace@mitaka.ne.jpへ
（先
着制）
◆デジタル機器のご紹介 午後4時〜5時
当日会場へ

ワーク 「あなただけのオリジナル
ショップ 写真立てをつくろう」
UVプリンターを使って好きな絵柄を
アクリルにプリントし、オリジナルの
写真立てをつくります。
9月28日㈭午後1時30分〜4時
4人
三鷹産業プラザ
㈱ウッドボックスの鎌田純子さん
1,500円
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

第2回

レンタルボックス出展者募集
ハンドメード作品の展示、販売など
に使えるボックス
（サイズ33.5×33.5
×38.5㎝）
の利用者を募集します。
12月28日㈭まで
3枠
月額2,160円
（税込み）
必要書類
（同施設ホームページ
https://fabmitaka.co/から入手可）
を
「〒181-8525㈱まちづくり三鷹」
・
fabspace@mitaka.ne.jpへ
（面談のう
え、選考）
同社☎40-9669

みたかFabコンテスト 作品募集
ハ ッ ピ ー を カ タ チ に
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

Gele e pour DAZAI
（ジュレ プール ダザイ）

風の散歩道
レモンケーキ

レンタサイクルで
スタンプラリー

デジタル加工機器
（3Dプリンターやレーザーカッター）
などを活用した小物、雑貨、
オブジェを募集します。自分のために、誰かのために、デジタル加工技術を活用し
てアイデアをカタチにしてみませんか。
応募者にはファブスペースみたかの利用優遇や無料の技術サポートで支援し
ます。
みたかFabコンテスト実行委員会
11月30日㈭までに同コンテストホームページ
https://fabmitaka.co/mcon
test/ へ
最優秀賞 3万円
優秀賞
1万円

賞 金
ファブスペースみたか賞
副賞

三鷹市・調布市・小金井市のラリーポイント
（全14カ所）を自転車で回って、季
節を感じながらスタンプを集めませんか。スタンプを集めた方には、抽選で地域
の特産品を贈呈します。
三鷹市、調布市、小金井市
10月7日㈯〜11月12日㈰

三鷹の森ジブリ美術館ペアチケット
ファブスペースみたか1年間フリーパス など

三鷹市秋の交通安全キャンペーン

レンタサイクル貸し出し・返却場所
（サイクルポート）
①すずかけ駐輪場、②Suicle東小金井ポート、③Suicle武蔵小金井ポート、④
Suicle野川公園・臨時ポート、⑤飛田給北自転車駐車場
期間中の土・日曜日、祝日午前9時〜午後4時
1日①⑤300円、②〜④500円
※借りた場所と異なる場所でも返却できます。

市内のラリーポイント
すずかけ駐輪場
（サイクルポート）
、農業公園、星と森と絵本の家、大沢の里水
車経営農家
※スタンプラリーの台紙は開催日に各ラリーポイントで配布します
（9月下旬から、
みたか観光案内所やコミュニティセンターでも配布予定）
。全ラリーポイントは
同イベントホームページ
http://suicle-ccs.jp/2017̲rally/で公開予定です。
調布市産業振興課☎042-481-7183
（平日午前8時30分〜午後5時15分）
、同イ
ベント運営事務局☎080-3547-9791
（期間中の土・日曜日、祝日午前9時〜午後
5時）
、市生活経済課☎内線2543

主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

道路交通課☎内線2883
9月21日㈭〜30日㈯は三鷹市秋の交通安全運動期間です。
「やさしさが
走るこの街 この道路」
をメインスローガンに交通事故防止を呼び掛けます。
9月24日㈰は、お子さんにも親しみやすい着ぐるみのキャラクターによ
る交通安全教室やマジック・バルーンショー、南浦小学校鼓笛隊の演奏な
どを行います。ご家族のみなさんでぜひお越
しください。
市、三鷹警察署、三鷹交通安全協会
9月24日㈰午前10時30分から
（荒天中止）
三鷹中央防災公園
当日会場へ
※自家用車での来場はご遠慮ください。

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。

◆試験 9月22日㈮午前9時から面接
9月21日㈭までに履歴書
（写真貼付）
・
②は資格証の写しを同協議会へ。申込
時に指定される作文を面接時に提出
同協議会☎46-1108

（社福）三鷹市社会福祉事業団 職員

◆職種 ①保育士
（正職員）
、②ホームヘ
ルパー
（登録職員）
、③～⑤保育職、⑥用
務員、⑦調理員
（③～⑦パートタイマー）
◆資格 ①昭和51年4月2日以降生まれ
の保育士
（教育職員免許
〈幼稚園〉
があれ
ばなお可）
、②ヘルパー2級以上
（土・日
曜日、祝日勤務できる方歓迎）
、③～⑤
保育士
（無資格者は応相談）
、⑦栄養士
または調理師免許
（無資格者は応相談）
◆勤務時間 ①月～土曜日のうち週平
均5日
（交代制。勤務場所により早番・遅
番、日曜日・祝日の勤務あり）
、②応相
談
（研修期間あり）
、③土曜日午前7時30
分～午後1時、④月～金曜日午後4時30
分～7時30分、土曜日午後5時～7時30
分、⑤月～金曜日午後4時45分～6時30
分
（応相談）
、⑥月～金曜日午後2時～7時
30分、土曜日午前10時30分～午後4時

30分、⑦木・金曜日午後0時30分～4時
30分、土曜日午前8時30分～正午
◆勤務場所 ①同事業団が運営する保
育園・こども園、②市内・周辺の高齢者
宅など
（地域は応相談）
、③三鷹西野保育
園、④三鷹駅前保育園、⑤⑥三鷹赤とん
ぼ保育園、⑦三鷹ちどりこども園

◆報酬 ①月額184,240円～225,344
円
（経験などによる）
、②身体介護＝時
給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）
、
③～⑤時給1,030円～1,400円
（資格の
有無・時間帯による）
、⑥時給950円～
1,188円
（時間帯による）
、⑦時給1,000
円～1,090円
（資格の有無による）
※①賞与あり
（昨年度実績4.4カ月。採用
1年目は異なる）
。宿舎借り上げ支援制度

広報みたか

No.1603

～ 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4-88）または第 二 椎の実 子 供の家
（上 連 雀
6-25-31）

総合オンブズマン相談
（10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）＝5・26日、
片桐朝美さん
（杏林大学准教授）
＝12・
19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）

◆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）
。
住宅借り上げ支援制度あり
（月額82,000
円まで）
。
◆試験 ①随時、②10月22日㈰
◆採用予定日 ②平成30年4月1日

http://www.mitaka.or.jp/へ。

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

弁護士による無料電話相談会
「遺言・相続110番」
◆第一東京弁護士会遺言センター
☎03-3595-1154

同課☎内線2215へ

第218回東京都都市計画審議会
の傍聴

※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。

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://en
chante-de-connect.wix.com/
enchanteで 確認） 同会☎0803356-5617
みたかふれあいサロンの催し
①Windowsの基礎からワード・
エクセルまでを丁寧に＝毎週月曜日
午後1時15分～3時、②カルチャー
講座：江戸雑学とやさしい小噺
（こ
ばなし）
＝10月16日、11月20日の月
曜日午前10時～正午 三鷹産業
（い
プラザ ①1,500円、②500円
ず れも1回）
NPO法人シニア
SOHO普 及サロン・三 鷹☎40-26
63・ 40-2664
お子様連れで楽しくシェイプアップ
ビューティーシェイプアップの
会 9月20日㈬午前10時～11時
牟礼コミュニティセンター 500
魚谷☎080-5481-9967
円
片岡操 ガラス展
しろがねGallery 9月20日 ㈬
～27日㈬午前11時～午後7時
（21
日 ㈭を除く。27日は5時まで）
同画廊 期間中会場へ 同画廊
☎43-3777
三鷹一日うたごえ
9月23日㈷午後1時30分～4時30
分 三鷹市公会堂さんさん館
1,000円 当日会場へ 藤井☎484688
NPO法人子育てコンビニの催し
①ベビースキンケア―男の子の
デリケートゾーン編＝9月25日㈪、

元気ひろば おれんじの催し
①ラフターヨガ＝27日㈬午後2
時～3時30分、②お金の貯め方ふ
やし方 講 座＝28日㈭ 午 前10時～
（中原3-1-65）
11時30分 同会
①600円
同 会 ☎76-5940・
26-9419
障がい者水泳のレッスン法 入門
アクアマルシェ 9月27日㈬午
後7時～9時 ヘルパーやスポーツ
ボランティアなど障がい者水泳の
支援法に興味がある方 SUBARU
酒井
総 合スポーツセンター
☎080-6518-8019
サロンきっかけ
「おしゃべり会」
活 躍きっかけ隊 9月28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
玉川上水清流を辿る
（羽村の堰
〈せ
き〉
～拝島）
三鷹の歴史研究会
9月29
日㈮午前10時青梅線羽村駅改札
（資料
外集合
（小雨催行） 400円
太田☎・ 48-5952
代）
ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
9月30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）
ペレ☆フェス―手作り体験・雑
貨市＆出張cafe
羊毛フェルト ペレの会 9月30
日㈯午前10時～午後3時30分 市

同課☎03-5388-3225

※
「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

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

②親子で楽しむ色育講座―カード
編＝29日㈮、 い ず れ も 午前10時
～11時30分 元気ひろば おれん
じ
（中原3-1-65） ①2,000円、 ②
1,500円
（材料代を含む） ①バスタ
オル 同法人 info2@kosodate.
or.jp 同法人☎41-7021

10月31日㈫午後1時30分から
15人

都庁
10月17日㈫
（消印有効）
までに往復は
がきで必 要 事 項
（11面 参 照）
を「〒1638001東京都都市整備局都市計画課」へ
（1人1通。申込多数の場合は抽選）

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。

催し

6

9月28日㈭午前10時～午後3時
同センター☎03-3595-1154、市 相
談・情報課☎内線2215

あり
（月額82,000円まで）
。
※②勤務実績に応じて昇給、報奨金あり。
電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
・
土・日曜日、祝日、早朝夜間の勤務は時
資格証の写しまたは資格取得見込証明
給400円割増。
書を直接または郵送で「〒181-0015大
電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
・
沢4-8-8椎の実子供の家」
・☎32-4103へ
あれば資格証の写しを直接または郵送
〈消印有
で ①②「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹 （②は9月19日㈫～10月19日㈭
効〉
）
市社会福祉事業団」
・ ☎44-5211、 ③

「〒181-0016深大寺3-3-10三鷹西野保
育園」
・ ☎39-7030、 ④「〒181-0013
下連雀3-30-12三鷹駅前保育園」
・☎795441、⑤⑥「〒181-0002牟礼3-9-3三
鷹赤 と ん ぼ 保育園」
・ ☎40-0600、 ⑦
「〒181-0012上連雀4-12-26三鷹ちど
りこども園」
・☎72-9220へ
※くわしくは同事業団ホームページ

2017.9.17

民協働センター 模擬店など一部
有料 当日会場へ さこだ☎0905999-6298

小・中学生向け中国語勉強会
中 国 語を楽しむ会 9月30日
㈯午前10時15分～11時 三鷹駅
王
前コミュニティセンター
☎090-6487-5278
健幸ストレッチ教室 理学療法士
をめざす杏林大生のサポートと
交流★
体笑会 9月30日㈯午後1時30
分 ～3時30分 60歳以上 の 方30
（下
人 杏林大学井の頭キャンパス
連雀5-4-1） 同大学保健学部准教
（教材
授の榎本雪絵さん 500円
9月22日㈮までに必要事
代）
項
（11面参照）
を同会☎090-71736425・ taishohkai@yahoo.
co.jp
（申込多数の場合は抽選）
講談寄席のお誘い★
ジョイ ラック クラブ 10月1日
㈰午後2時～4時 三鷹駅前コミュ
ニティセンター 弁士の佐々木
羅々梅さんほか 当日会場へ 小
高☎080-3472-7272
自由練習会
ステップ＆ステップ 10月6～
27日の毎週金曜日午後0時15分～
2時45分 SUBARU総合スポーツ
センター カップル500円、シング
ル300円 ヒールカバー 当日会
場へ セキネ☎090-6018-9579
むうぷ舎まつり
（ミニバザー、作
品・手作りクッキー販売など）
（社福）むうぷ 10月7日 ㈯ 午 前
11時～午 後2時 食 茶 房むうぷ
（新川6-9-23） 当日会場へ 同
施設
（山本）
☎43-4600
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 10月19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）

三鷹がん哲学外来カフェ：がんと共
に生きる人々がわかち合う対話と
共感
日本キリスト教団相愛教会
10月28日㈯午後2時～4時 同教
会
（牟礼4-3-46） 当日会場へ
同教会
（真壁）
☎43-1642
夢いっぱいコンサート三原綱木
とわくわくパーティー
みたか街かど自立センター 11
月9日㈭午後7時から 芸術文化
センター星のホール 3,000円
みたか街かど自立センター☎・
48-0648

会員募集
連雀囲碁教室
（初・中級者中心の
自主グループ）
毎週日曜日午前10時～午後0時
30分 連雀コミュニティセンター
月額1,500円
坂爪☎・
45-4031
三葉会
（万葉集・古事記を読む）
毎月3回木曜日午後1時30分～
3時30分
（8月は休会） 市民協働
センター 入会金1,000円、月額
井出☎42-9769
4,000円
いきいき太極拳Bグループ
毎月3回木曜日午後2時45分～
4時15分 福祉センター 月額
本木☎45-0510
（午
1,500円
後5時以降）
50代からのエアロビクス
毎週火または金曜日午後1時30
分～2時45分 西多世代交流セン
ター 入会金1,000円、月額4,000
山口☎・ 30-0964
円

10月15日発行号
原稿締切日

9月 21日（木）

11月 5日発行号

原稿締切日10月 12日（木）
いずれも午後5時まで

伝言板
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 9月20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教会チャリティバザー
9月24日㈰午後1時～3時 同
大学 当日会場へ 同教会☎333323
講習会
「胃がんのお話」
武蔵野赤十字病院 10月3日
㈫午後2時～4時 同病院 当日
会 場へ 同 病 院がん相 談 支 援セ
ンター☎32-3111
がんと共にすこやかに生きる講
演会
「がんと栄養」
杏林大学医学部付属病院がん
センター 10月7日㈯午後1時30
分 ～2時30分 240人 同 病 院
大学院講堂 当日会場へ 同大
学病院がんセンター事務局☎475511
（先着制）
むさしのカレッジ
「東京の自然は
こんなに豊か！身近な公園をも
っと知ろう！」
西武・武蔵野パートナーズ
10月9日㈷午前10時～午後0時30
分 小学3年生以上30人 野川
公園自然観察センター 500円
9月17日㈰から直接または電話
で同公園サービスセンター☎316457
（先着制）
ICUオルガン演奏会
ICU宗教音楽 セ ン タ ー 10月
14日㈯午後5時 から 同大学
2,000円 当日会場 へ 同 セン
ター☎33-3330
（未 就 学 児は入 場
不可）

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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広報みたか

No.1603

初心者向け！
海外旅行英会話を身に付けよう

①快適な空の旅編＝10月18日、②街
でショッピング編＝10月25日、③レス
トランでお食事編＝11月1日、いずれも
水曜日午前10時～11時30分
（全3回）
16歳以上の方16人
生涯学習センター
同センターまちの先生の長井紅美さん
3,000円
（3回分）

9月18日㈷ ～10月2日㈪
（必着）に往復
はがきまたはインターネットで必要事項
（11面参照）
・この講座を何で知ったかを
「〒181-0004新川6-37-1生涯学習セン
ター」
・ https://www.kouza.mitaka
genki-plaza.jp/
（三鷹中央防災公園・元
気創造プラザ講座申込システム）
へ
（申込
多数の場合は抽選）
同センター☎49-2521

ホームヘルパーのための
精神障がい基礎講座

①「精神障がい」について＝10月30日
㈪、②精神障がい者への支援について＝
11月6日㈪、いずれも午後6時30分～8時
30分、③施設実習＝11月8日㈬～21日㈫

の平日のうち1日、午前9時～午後4時
市内事業所または三鷹市民にサービ
スを提供している近隣自治体事業所の
ホームヘルパー30人
歴 史・文 化 財
連続講座

●市役所電話（代表） ☎45-1151

2017.9.17
①②福祉センター、③市内作業所
①こころのホームクリニック世 田 谷
院長の高野洋輔さん、②（社福）巣立ち会
相談支援専門員の鈴木直子さん
10月6日㈮までに申込書
（三鷹市社会
福祉協議会ホームページ http://www.
mitakashakyo.or.jp/から入手可）
を直
接またはファクスで同協議会
71-20
53へ
（申込多数の場合は抽選）
同協議会☎79-3505

養育家庭
（ほっとファミリー）

さまざまな事 情から親 元を離れて暮
らす子どもたちを家 庭に迎え入れ、一
定 期 間、家 族の一 員として育てていた
だくのが養 育 家 庭
（ほっとファミリー）
制度です。この制度は養子縁組を目的
としておらず、1カ月程度の短期間から、
事 情に合わせて柔 軟に子 育て支 援に取
り組めます。
◇フレンドホームも募集中
夏休みや週末などの数日間、児童養
護 施 設や乳 児 院で生 活している子ども
を自 宅で預かる「フレンドホーム」も募
集しています。

「学芸員と学ぶ古民家の魅せ方」
生涯学習課☎内線2921

平成30年秋の
「大沢二丁目古民家
（仮称）
」
の一般公開に向けて、古民家の展示
やその魅せ方をプロの学芸員から学びます。
◇
「大沢二丁目古民家
（仮称）
」とは
明治35
（1902）
年に創建された、わさび栽培や養蚕を行っていた古民家です。
文化財としての価値を保存しながら体験学習が行える施設として整備を進めて
います。
10月14日㈯、
11月12日㈰・18日㈯、
12月10日㈰、
いずれも午前10時〜正午(全4回)
全回参加できる方20人
生涯学習センター
※途中、
「大沢二丁目古民家
（仮称）
」
の整備現場の見学を予定しています。
国際基督教大学湯浅八郎記念館学芸員の福野明子さん、具嶋恵さん
9月19日㈫から必要事項
（11面参照）を同課☎内線2921・ shogai@city.
mitaka.tokyo.jpへ
（先着制）

◆養育家庭
（ほっとファミリー）
体験発
表会
10月27日㈮午後2時から

字入力ができる方①10人、②～④各20人、
保育
（6カ月～就学前のお子さん）
各4人
※①受講者は、②〜④いずれかを受講。
三鷹産業プラザ
9月17日㈰から㈱まちづくり三鷹
project@mitaka.ne.jpへ
（先 着 制。保
育は申込多数の場合は抽選）
同社☎40-9669

三鷹産業プラザ
当日会場へ
子ども家 庭 支 援センターのびのびひ
ろば☎40-5925

三鷹市シルバー人材センター
入会説明会

㈱まちづくり三鷹

臨時社員

◆職務内容 市政窓口業務
（1人）
◆資格 初・中級程度のパソコン操作が
できる方
◆勤務期間 11月1日～平成30年6月30
日
◆勤務時間 週4日
（実働週28時間の交
代制）
◆勤務場所 三鷹駅前市政窓口
◆報酬 時給970円、交通費支給
（日額

10月4・18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

防衛大学校などの学生

◆募集内容 ①防衛医科大学校看護学
科
（自衛官コース）
、②防衛医科大学校
医学科、③防衛大学校
（一般前期）
◆資格 平成30年4月1日時点で21歳未
満の高卒以上の男女
◆試験日程 ①10月14日㈯、②10月28
日㈯・29日㈰、
③11月22日㈬
（いずれも
願書受付は9月29日㈮まで）

上限864円）
9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同 意 書
を直接または郵送で「〒181-8525㈱ま
ちづくり三鷹」へ
（面接あり）
※くわしくは同社ホームページ

自衛隊西東京地域事務所☎042463-1981へ

//www.mitaka.ne.jp/へ。
同市政窓口☎42-5678

https:

（社福）三鷹市社会福祉協議会
嘱託職員
女性のための就労支援講座

①エクセル講座＝10月2・16～30日
の毎週月曜日午前10時～正午
（全4回）
、
②就職支援準備セミナー＝11月7日㈫午
前10時30分～正午、③ビジネスマナーと
コミュニケーション技術＝11月9日㈭午前
10時～正午、④キャリアライフプランセ
ミナー＝11月16日㈭午前9時30分～正午
再就職を希望する女性で、
パソコンの文

◆職種 ①総務
（2人）
、②地域福祉権利
擁護事業専門員
（2人）
◆資格 昭和27年4月2日以降生まれで、
パソコン操作ができる方
（②社会福祉士）
◆勤務期間 10月1日～平成30年3月31
日
（更新の場合あり）
◆勤務時間 週5日
（実働週30時間）
◆勤務場所 福祉センター
◆報酬
（月額） ①173,800円、②192,000
円、
いずれも交通費支給
（月額上限20,000
円）

市内の空間放射線量測定結果

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）

（毎時マイクロシーベルト）
平成23年7月5日から定点 29年8月16日～9月12日
観測地点
（6カ所）
と市内公共
測定結果
（地上1m)
施設数
施設などで、地上5㎝・1m （定点観測地点を含む）
最小値
最大値
地点での空間放射線量を引
28施設
0.03
0.12
き続き計測しています。
※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
くわしい測定結果は市ホ 目安とされています。
ームページのトップページ
「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 http://twitter.com/mitaka_tokyoからご覧ください。

②小児初期救急平日準夜間診療所
（こども救急みたか）

＜そのほかの市内放射性物質測定結果＞

休日・夜間・緊急時の診療 はこちらへ

総合保健センター☎46-3254

午前10時〜11時45分、午後1時〜4時30分、午後6時〜9時30分

環境政策課☎内線2524

午後7時30分〜10時30分
（受付は10時まで）

採取日

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）
① ②は いずれも
午前10時〜午後0時15分、午後1時30分〜4時
三鷹市医師会館
（野崎1-7-23）

④休日調剤薬局

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

☎24-8199

①③④の受付は、日
曜日・祝日・年末年
始です。

主催者

日時・期間

対象・定員

医薬品管理センター

（休日調剤薬局）

三鷹
図書館

一中

むらさき橋通り

◆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

三鷹通り

◆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）
三鷹駅
◆東京都保健医療情報センター
（ひまわり）
大成高校
山中通り
☎03-5272-0303
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
人見街道

医師会館

（休日診療所・こども救急みたか）

市役所

JA東京
むさし

総合保健センター

（休日歯科応急診療所）

場所・会場

講師

所

対象

東部水再生センター

8月 8 日 クリーンプラザふじみ

ハイキュウキュウ

⑤医療機関案内
（24時間）

⑥市内救急指定病院

8月 1 日

場

脱水汚泥

※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
83.5
不検出
12.9

放流水

不検出

不検出

不検出

主灰

―

不検出

不検出

飛灰

―

不検出

89

※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。

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

◇市立保育園給食の放射性物質検査結果
6月27日～7月4日に市立保育園
（全13園）で提供している給食を検体として
採取し測定した結果、すべての給食で、放射性物質
（放射性セシウム134・137）
は
不検出でした。
子ども育成課☎内線2734
◇市立小・中学校給食の放射性物質検査結果
で提供している給食を検体として
6月27日～7月6日に市立小・中学校13校
（＊）
採取し測定した結果、すべての給食で、放射性物質
（放射性セシウム134・137）
は
不検出でした。
＊そのほかの9校は、12月に検査を実施予定です。

学務課☎内線3238
※
「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。

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。

50人
消費者活動センター
ICU名誉教授の吉野輝雄さん

9月25日 ㈪ ま で に 同 セ ン タ ー ☎
43-7874へ
（先着制）

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ワード活用＝10月2・16～30日の毎
週月曜日午後1時～3時
（全4回）
、②デジ
カメ・スマホ写真の活用＝10月2・16～
30日の毎週月曜日午後3時30分～5時30
分
（全4回）
、③スマホ・タブレット教室＝

10月の毎週木曜日午後2時～4時
（いずれ
か1日）
、④エクセル活用＝10月の毎週金
曜日午後3時30分～5時30分
（全4回）
、⑤
ゆうゆう教室＝10～12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）
①ワードが多少できる方、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
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

9月24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

①ハンカチで作る花のブローチ作り＝
10月4日、②ボックスティッシュカバー作
り＝11日、③ハロウィーン刺しゅう作り＝
18日、いずれも水曜日午後1時～3時30分

各12人
はさみ、筆記用具、①使用済みハンカ
チ1枚、缶バッジ
（大きさ自由）1個、飾り
用ビーズ、爪ようじ、ピンセット、接着
剤、②布
（2種類）
25×38㎝各1枚、布
（2種
類）
13×38㎝各1枚、ボタン
（直径2㎝）
2個、
裁縫道具、③刺しゅう糸
（だいだい系濃淡
2色と黒、紫）
、刺しゅう針、ハロウィーン
の飾りシール、あれば額縁
（18×13㎝程
度）
、マスキングテープ、裁縫道具
①9月26日㈫、②10月3日㈫、③10月
10日㈫
（いずれも必着）までに往復はが
きで必要事項
（11面参照）
を「〒181-85
55ごみ対策課」へ
（申込多数の場合は抽
選）
同課☎内線2533

みたか健康づくりセミナー

市、大沢住民協議会
①しっかり食べて低栄養予防＝10月
7日、②お口の健 康は長 寿の秘けつ＝
14日、③足腰の筋力アップ＝28日、い
ずれも土曜日午後1時30分〜3時
各40人
大沢コミュニティセンター

①管理栄養士の早川宏子さん、②歯
科衛生士の冨澤資子さん、③介護予防
運動指導員の並木富士子さん
同センター☎32-6986へ
（先着制）

こと三味線尺八長唄篠笛講習会
三鷹市邦楽連盟

10月9日㈷・22日㈰、11月5日㈰、初心
者＝午後1時から、経験者＝午後3時から

三鷹市公会堂さんさん館ほか
1,500円
（3回分、大学生以下は無料）
同連盟
（大浦）
☎・

寄せ植え講習会

シャベル、持ち帰り用袋、筆記用具
9月19日 ㈫～10月2日 ㈪に参 加 費を
同センターへ
（先着制）
同センター☎45-5100

ことばと文化講座

韓国コース

15人
（最少催行人数10人）

10,000円
（教材代を含む）
10月3日㈫までに直接または電話・
ホームページで同協会☎43-7812・
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①マンション管理士の谷野利夫さん
必要事項
（11面参照）
・参加人数・②
は個別相談シート
（市ホームページから
入手可）
を「〒181-8555都市計画課」
・☎
内線2813・
46-4745・
jutaku@

（公財）三鷹国際交流協会
10月11日～12月13日の毎週水曜日
午後6時30分～8時
（全10回）
同協会
東京女子大学講師の姜勝薫
（カンスン
フン）
さん

2017.9.17

10月14日㈯①講演会「マンション管理
運営に関する最近の課題について」＝午
前10時～11時15分
（9時45分開場）
、②
個別相談＝11時15分～午後0時15分
市内の分譲マンション居住者①70人、
②6組
三鷹産業プラザ

連雀コミュニティセンター
園芸家の八原ダリさん
2,000円

city.mitaka.tokyo.jpへ
（先着制）

地球市民講座
「世界の飢餓と国連WFPの活動」

http://www.mishop.jp/へ
（先着制）

「災害時の家庭での調理」
の実習
ビニール袋でできる調理

三鷹市消費者活動センター運営協議会
10月13日 ㈮ 午 前10時30分～午 後0
時30分
市民30人
消費者活動センター

三鷹市赤十字奉仕団のみなさん
エプロン、三角巾、布巾、筆記用具
9月21日㈭午後1時～3時は同運営
協議会☎41-0510へ、21日午後3時か

市、NPO法人三鷹ネットワーク大学
推進機構、（公財）三鷹国際交流協会
10月15日㈰午前10時～正午
（9時40
分開場）
三鷹ネットワーク大学
NPO法 人 国 際 連 合 世 界 食 糧 計 画
WFP協会事業部ゼネラルマネジャーの
小寺祐二さん
当日会場へ
企画経営課☎内線2115

写経講習会

三鷹市書道連盟

10月15日㈰午後1時30分～3時30分
市民協働センター
同連盟理事の竹内香雪さん

ら同センター☎43-7874へ
（先着制）

分譲マンション維持管理セミナー

市、東京都マンション管理士会たま
むさしの支部

500円
書道道具一式

10月13日㈮までに必要事項
（11面
参照）
を同連盟
（竹内）
☎・ 27-7847へ

45-3377へ

杏林大学・三鷹ネットワーク大学共催

連雀地区住民協議会

「地
（知）
の拠点整備」事業 無料講演会

10月11日㈬午後2時～4時
在学・在勤を含む市民20人

①訪日外国人から見た“隠れた日本の魅力”
②知っておきたい“頭痛の基本”

三鷹ネットワーク大学「民学産公」協働研究事業
中間報告会

10月14日㈯①午前11時〜午後０時30分
（10時30分開場）
、②午後
1時30分〜3時
（1時開場）
各180人
杏林大学井の頭キャンパス
（下連雀5-4-1）
杏林大学①外国語学部准教授の安江枝里子さん、②医学部第一
内科学教室神経内科講師の宮崎泰さん
当日会場へ
（先着制）
杏林大学広報・企画調査室☎44-0611

正会員・賛助会員の大学・企業など7団体と行っている協働研究事業
（実証実験）の中間報告会です。

9月29日㈮午後3時～5時
（入退場自由）
30人程度
同大学
当日会場へ
（先着制）
同大学☎40-0313

三鷹ネットワーク大学

No.1603

★ 基礎講座

★★ 応用講座

★★★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

三鷹ネットワーク大学 秋学期受講者募集中！
☎40-0313・

40-0314・

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

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

講座名

日時・定員・講師・費用など

三鷹ネットワーク大学企画サロン みたか星空散歩―10月の星空解説

★

三鷹経営コンサルタント協会寄付講座 心理学実践講座
しなやかに自分自身の人生を生きる 4
「自分軸づくりのための自己理解」
（ワークショップ形式） ★
（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 10月
「ビューティフル エージングとは何か―生 涯にわたり、変 化し発 達・成 長
するために」 ★
科学宅配塾企画講座
“もっと科学に親しもう！ 5”
「蛋白
（たんぱく）
質を工学する」 ★
NPO法人みたか都市観光協会企画講座
大人のための音読講座
（ワークショップ付朗読会）
三鷹ゆかりの作家・作品たち
（58）
―太宰治の『乞食学生』
よりその1
三鷹ネットワーク大学企画講座
「キャリア・カウンセリング」
―幸せに生きるためにカウンセリングを受けてみませんか

11月

★

★

9月30日㈯午後7時～8時30分

50人

当日同大学へ
（先着制）

①10月15日、②11月12日、いずれも日曜日午後1時30分～4時30分
（各回申込可）
各回20人
カウンセリングルーム・メイウッド室長の服部治夫さん
①500円、②1,000円
（材料代を含む）
10月18日㈬午後3時～4時30分
20人
BAAライフデザイン・アドバイザーでファイナンシャル・プランナー の浦田健一郎
さん
500円
10月19日㈭午後7時～8時30分
50人
東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻教授の長棟輝行さん
500円
10月20日㈮午前10時30分～午後0時30分
10人
フリーアナウンサーで朗読家の原きよさん
市民1,600円、一般2,000円
11月15日㈬午後6時30分～8時40分
10人
1,000円
9月19日㈫午前9時30分～11月7日㈫午後5時に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）

特に記載のないものは9月19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。

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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広報みたか

No.1603

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

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。

すくすくひろばの催し

家庭教育学級

◆こんぺいとうコンサート
10月3日㈫午前11時～11時40分

年少までのお子さんと保護者70組
当日会場へ
（先着制）
◆ベビーヨガ
10月4日 ㈬ ① 午 前10時30分 ～11時
30分、②午後1時30分～2時30分
初めて受 講する市 内の① 平 成28年
12月5日～29年4月4日 生まれのお子さ
ん と 母 親、 ②29年4月5日 ～7月4日 生
まれのお子さんと母親各15組

バスタオル
9月20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）
◆年齢別あそびましょ うさぎぐみ「か
らだを動かしてあそぼう」

10月12日㈭午前10時15分～11時15
分、11時30分～午後0時30分
市内の27年8月1日～11月30日生ま
れのお子さんと保護者各10組
9月28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）
◆ベビーマッサージ

10月13日 ㈮ ① 午 前10時30分 ～ 正
午、②午後1時30分～3時
初めて受講する市内の①29年1月14
日～5月13日 生まれのお子さんと母 親、
②5月14日 以 降 生まれのお子さんと母
親各23組
バスタオル
9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

9月26日㈫ から

市教育委員会、①二中・同校PTA、②
井口小・同校PTA、③羽沢小・同校PTA、
④一小・同校PTA、⑤三小・同校PTA
①講演会「
『今日から始めるシンプル
収納！』自立した大人になってもらうた
めの整理収納術」
＝10月10日㈫午前10
時～11時30分
（9時45分から受付）
、②
講演会「スマホ・SNSの安心安全な使い

方、ネットいじめを防ぐ方法」＝11日㈬
午後2時～4時
（1時30分から受付）
、③
講演会「腸もみスペシャリストが教える
『元氣な腸』のつくり方 家族で美腸に
なるセルフケア」＝13日㈮ 午前10時～
正午
（9時45分から受付）
、④講演会「
『正

しい姿勢とは？悪い姿勢とは？』姿勢に
ついて考える」
＝18日㈬午後1時30分～
3時
（1時15分から受付）
、⑤講演会「
『私
たちの選択が子どもの未来を変える』
エ
シカルな暮らしのすすめ」
＝20日㈮午前
10時～11時45分
（9時40分から受付）
①二中、②井口小、③羽沢小、④一小、
⑤三小
①整理収納アドバイザーの小宮真理
さん、②ITジャーナリストの高 橋 暁 子
さん、③ 養 腸 家の真 野わかさん、④ス
ポーツケア三 鷹 院 長の楠 木 徳 幸さん、

おばけやしきクラブ

①演芸大会＝10月1日㈰午前10時～
午後3時、②お茶会＝10月10日㈫午前
11時～午後3時
福祉センター
当日会場へ
（①の出演希望者は三鷹市
社会福祉協議会☎46-1108へ）
同協議会☎46-1108

10月11～25日の毎週水曜日午後3時
30分～4時50分、11月1日午後2時～5時
小学3年生以上20人
東多世代交流センター
10月10日 ㈫までに直 接または電
話で同センター☎44-2150へ
（先着制）

第17回けやき苑・
西部地域包括地域サービスデー
サツマイモ
（紅アズマ）
を収穫します。 「わたしたちの老い支度」

丸池の里で親子収穫体験

10月14日㈯午前10時30分～正午
（雨

10月8日㈰午前10時～午後2時30分

天の場合は21日㈯に延期）
市内在住の小学生以下のお子さんと
保護者15組

高齢者センターけやき苑
（深大寺2-2913）
当日会場へ

新川丸池公園内の農園
（新川3-17）
1組200円
作業用手袋、長靴、タオル、汚れて
もよい服装
（長袖、長ズボン）
、はさみ

同施設☎34-5440
※自家用車での来場はご遠慮ください。

9月27日 ㈬
（必 着）までに往 復はがき
で必要事項
（11面参照）
・参加人数と全
員の年齢を「〒181-0012上連雀8-3-10
NPO法 人 花と緑のまち三 鷹 創 造 協 会」
へ
（申込多数の場合は抽選）
同協会☎46-2081
※自家用車での来場はご遠慮ください。

三鷹市公立学校PTA連合会合同
研修会
「今日から実践！安心して子
育てをするために、できること」

※④はお子さんの同伴不可。

10月24日 ㈫ 午 前10時30分～午 後0
時30分
（10時10分開場）
三鷹市公会堂光のホール
花まる学習会代表の高濱正伸さん
当日会場へ

市教育委員会、同PTA連合会

ごみ対策課☎内線2535

①生活保護を受給している
②中国在留邦人等支援給付を受給してい
る

①体操とおしゃべり
②高齢者の生活相談会

9月20日㈬午後2時～4時
①65歳以上の方、②日常生活に不安
のある方、介 護や認 知 症について聞い
てみたい方

9月26日 ㈫ 〜10月26日 ㈭ の 平 日
（9月30日㈯と10月15日㈰は実施）
午
③児童扶養手当または特別児童扶養手
前9時〜午後4時30分に第三庁舎へ
当を受給している
※10月27日㈮以降は同課
（第二庁舎2
④老齢福祉年金を受給している
階）でお渡しします
（11月以降は交
⑤75歳以上の方のみで、収入が年金
付枚数が少なくなります）
。
のみまたは収入がない
※本 人が来庁できない場合は代理申
⑥身 体障害者手帳
（1・2級）
、東京都愛
請が可能ですが、委任状・申請者
の手帳
（1・2度）
、精神障害者保健福
の身分証明書
（コピー可）
・代理人
祉手帳
（1・2級）
のいずれかを持つ方
の身分証明書が必要です。
がいて、全員が住民税非課税
※1月2日以降に転入した⑤ ⑥の方
交付枚数とサイズ
は、世 帯 員 全 員の平 成29年 度 住
1世帯当たり100枚
（1年間分）
。単身
民税課税・非課税証明書
（1月1日
世帯はS袋
（10ℓ）
、2～4人世帯はM袋
時点の所在地で発行）を併せて提
（20ℓ）
、5人以上の世帯はL袋
（40ℓ）
出してください。

1,000円
（社協会員は500円）

9月19日 ㈫～10月6日 ㈮に身 分 証 明
書を同協議会へ
（初めての方を優先して
先着制）
同協議会☎46-1108

50ℓ
（福 祉タクシーを併 給している方
は30ℓ）
。各 月の使 用 量に応じて算 定
した金額を助成します
10月2日㈪～20日㈮
（消印有効）
に直
接または郵 送で「〒181-8555障がい者
支援課」
（市役所1階14番窓口）
へ

牟礼地区公会堂
①飲み物
当日会場へ

同課☎内線2618

東部地域包括支援センター☎48-8855

がんばった 夏休み 市立中学生が活躍しました！
指導課☎内線3243

市立中学生が、夏休み中に開催されたスポーツ大会に
出場し、健闘しました
（敬称略）
。
◇関東中学校水泳競技大会
石山温大
（三中・２年）
200ｍ平泳ぎ出場
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難 病 と 疫 学の 話

47

現在、指定難病と呼ばれる国の定めた疾患

は３３０あります。昭和 年に 疾患が指定

されてからかなり増えていることが分かりま

す。現在の難病は公害、薬害による指定疾患

40

はありませんが、国として難病患者さんの支

S

援を開始するきっかけとなったのは、昭和

年代のスモン
（ ＭＯＮ）
という病気が契機に

なっています。視神経障害と脊髄炎を生じ、

当時は奇病といわれ原因不明でした。この原

因となったのは、医薬品として販売されてい

たキノホルムという物質でしたが、どのよう

に作用して病気が発症するかを解明するより

も先にキノホルムが原因であると特定し、キ

ノホルムの販売を中止することによって発症

を激減させています。その方法は、全国調査

によるキノホルムとスモンの因果関係を明ら

かにすることでした。このように個人ではな

く、集団を対象として疾病の発生原因などを

突き止めるための学問を疫学と呼びます。現

在は、伝染病、疾患だけでなく公害、天災、

がんの発生因子など、さまざまな応用がされ

ています。

一方で、疫学的に問題となる原因が分かっ

ても解決まで非常に時間がかかり、社会的に

31

も大きな問題を引き起こした疾患
（公害）
もあ

りました。昭和 年に発見された水俣病で

す。詳細はここでは述べませんが、水俣湾で

捕れた魚を摂取することにより、有機水銀中

毒特有の神経症状を呈した多くの方々が発見

され、昭和 年には原因として有機水銀が疑

われ、食中毒として対応を求めましたが、科

学的因果関係へのこだわりや、企業や国の思

惑により被害が拡大し続け、今日まで裁判が

続いていることはご存じのことと思います。

さまざまな科学的手法を用いて疾患の原因

を探り、治療薬の道を開いていくのが現在の

難病治療の王道ですが、難病医療の最初のき

っかけは疫学的手法で克服された疾患でした。

ちなみにキノホルムはその後、アルツハイマ

ー病の進行を阻止する可能性があることが発

-

見され、注目を浴びることにもなりました。

三鷹市医師会☎
47
2
1
5
5
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三鷹市社会福祉協議会
10～12月の毎月第2・4金曜日午前
10時～11時40分
（全6回）
在勤を含む55歳以上の市民20人
福祉センター

助成の対象者として認定されている方
※対象者には必要書類を郵送します。
◆助成対象期間
4月1日～9月30日に給油した分
◆助成金額
1ℓにつき50円単位で、1カ月の上限

家庭系ごみ指定収集袋をお渡しします

減免事由の分かるもの、身分証明
書、交付された袋を入れるマイバッ
グなど

高齢者くらしアップ事業
「ふまねっと運動教室」

心身障がい者自動車等燃料費
助成金
（前期分）
の請求を
受け付けます

指導課☎内線3243

対象世帯は忘れずに申請を！

減免対象になる世帯

2017.9.17 10

高齢者福祉センター敬老行事

11月1日 ㈬に行うおばけやしきを一
緒に作るメンバーを募集します。

⑤（一社）エシカル協会代表理事の末吉里
花さん

室内履き
（①②③下足入れ、②④筆記
用具、
④飲み物、
タオル、
動きやすい服装）
①③⑤は開催日の前日まで、②9月
27日㈬まで、④22日㈮までに指 導 課 ☎
内線3243へ

No.1603

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。

11 広報みたか

No.1603

●市役所電話（代表） ☎45-1151

2017.9.17
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）

平成29年度認定農業者の
申請申し込みを受け付けます

お知らせ
自動交付機・コンビニ交付
一時停止のお知らせ

システム改 修のため、下 記の日 程で
各種証明書の交付を一時停止します。
◆停止期間
9月26日㈫午後7時30分～27日㈬午
前8時30分
（コンビニ交 付は午 前6時30
分まで）
※作業の状況により、停止時間が前後
する場合があります。
市民課☎内線2326

粗大ごみインターネット受け付け
一時停止のお知らせ
システムメンテナンスのため、イン
ターネットによる粗 大ごみの受け付け
を一時停止します。
◆停止期間
9月30日㈯午後10時～10月1日㈰午
前0時
※作業の状況により、停止時間が前後
する場合があります。
ごみ対策課☎内線2533

消費者活動センターの貸し出し申
し込み・利用を休止します

エレベーターの更新工事のため、三
鷹駅前地区公会堂を含む会議室などの
貸し出し申し込み・利用を休止します。
◆貸し出し申し込みの休止
9月30日㈯～12月3日㈰
◆貸し出し利用の休止
10月30日㈪～平成30年1月3日㈬
※消費者相談窓口は通常どおり受け付

けます。
※30年1月4日㈭以降の貸し出し申し込
みは1カ月前から窓口で受け付けます。
ただし、１月中は完了検査の検査済証
が交 付されるまで、エレベーターは使
用できません。
同センター☎43-7874

申 請 申し込みをした方は、認 定 支 援
相談を受け、
「農業経営改善計画認定申
請書」を作成していただきます。
◆申請申込受付
9月19日㈫～10月6日㈮午前9時～午
後5時
申請申込書
（生活経済課
〈第二庁舎2
階〉
または市ホームページから入手可）
を
同課へ
◆認定支援相談
10月13日㈮、24日㈫の午前中
（時間は

応相談）
同課☎内線3063へ

住民投票実施請求資格者の
総数と50分の1の数を公表

三鷹市自治基本条例に基づき、市政
の重要事項に関して、住民投票の実施
を求める署名ができる方
（住民投票実施
請求資格者）
の総数は、平成29年9月1

日時点で154,050人、必要署名数であ
る50分の1の数は3,081人です。
政策法務課☎内線2216

千羽鶴のご献呈
ありがとうございました

8月15日に実施した「戦没者追悼式並
びに平和祈念式典」に千羽鶴をご献呈い
ただきました
（敬称略・順不同）
。
みたか紫 水 園デイサービスセンター利
用者一同、佐藤千恵子、連雀のわ、西
尾八重、浅野泰子、成田富貴子、東多

世 代 交 流センター利 用 者、浜 中 睦 美、
澤井智恵子、古川敏雄・百合子、 井口
立 寄りサロン、槙 田めい、小 幡 愛 子、
亀の会、三鷹駅前立寄りサロン、斉藤
理香・今岡理恵、三鷹市原爆被害者の

会、堀合友の会、三鷹市西部地区住民
協 議 会、新 川 一 丁 目シルバーピア1号
棟有志、水野知香子、貝塚教子、浦野
たま、渡辺佳唯、一ツ橋初子、東京土
建三鷹武蔵野支部主婦の会、齊藤くに
子、山田美和子、近藤智子、庄司タケ、

参 加 者・傍 聴 者 募 集

第83回 市長と語り合う会

民で生涯学習センターを利用し

ている方10人、傍聴者＝在学・
在勤を含む市民3人、保育
（1歳～
未就学児）
3人

総合防災センター

10月13日㈮
（必着）
までに必要事項
（上記

り合いたい内容、保育希望者はお子さんの
氏名
（ふりがな）
・性別・年齢を
「〒181-8555
48-2593・

hisho@

city.mitaka.tokyo.jpへ
（申込多数の場合は
抽選）

※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。

※

ろみ、中川ヒロ、久米田昌子、大竹峰子、
塩野サダエ、塩野淳平、小川淑子、三
鷹市赤十字奉仕団、三鷹市遺族会、三
鷹 市の福 祉をすすめる女 性の会、桜 井
博之・テル子、匿名8人
企画経営課☎内線2115

私道非課税扱いの申告

平成30年1月1日時点で次の条件を全
て満たす私 道は、申 告によって30年 度
以降の固定資産税・都市計画税が非課
税扱いとなります。
◆対象 ①幅員が1.8m以上、②起点、
終 点が公 道に接 続またはそれに準じる
もの
（行き止まりの私道であっても当該
道 路のみによって接 道している建 築 物
が2戸以上存在する場合は対象）
、③使
用上の制約を設けず、広く不特定多数
の方が利 用している、④ 道 路の形 態が

整い、道路敷地が明確である、⑤求積
図
（土 地の面 積を測 量した図 面）などに
よって私道部分が特定できる
30年1月31日 ㈬ ま で に 資 産 税 課
（市役所2階28番窓口）
☎内線2366へ

※すでに非 課 税 扱いを受けている私 道
については、申告の必要はありません。

高圧線下にある土地の申告

平成30年1月1日時点で次の条件を全
て満たす土 地は、申 告によって30年 度

以降の固定資産税・都市計画税が軽減
されます。
◆対象 ①高圧線下または高圧ケーブ
ルが地 中に埋 設されている宅 地、市 街
化区域農地など、②東京電力㈱または

東日本旅客鉄道㈱などと土地所有者の
間で契 約 書、証 明 書またはそれに準ず
るものがある土地
30年1月31日 ㈬ ま で に 資 産 税 課
（市役所2階28番窓口）
☎内線2366へ

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

参照）
・性別、参加・傍聴の別、参加者は語

秘 書 広報課」
・

三 鷹 中 央リハケアセンター通 所リハビ
リテーション一 同、ほのぼのネット深
大寺北班、園山知子、連雀地区住民協
議会、石井友子、成毛美江子、浅野ひ

家屋調査にご協力ください

秘書広報課秘書係☎内線2011
参加者＝在学・在勤を含む市

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

※すでに軽 減を受けている土 地につい
ては、申告の必要はありません。

生涯学習センターを利用されている方と
超高齢社会の学びについて語る
11月6日㈪午後2時～3時30分

申し 込 み記入例

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

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）

国民健康保険の保険証を
送付しました

現在使用している国民健康保険被保
険 者 証は9月30日 ㈯で有 効 期 限が切れ
ます。新しい保 険 証は世 帯 単 位にまと
め、世 帯 主 宛てに簡 易 書 留 郵 便で9月
15日に発 送しました
（24日 ㈰までに配
達完了予定）
。
※配達時に不在の場合は、
「書留等ご不
在連絡票」の記載に沿ってお受け取りく
ださい。
保険課☎内線2382

65歳以上の方の医療療養病床入院
時の居住費が変わります

10月1日 ㈰から、医 療 療 養 病 床に入
院している65歳以上の方の居住費が変
わります。
◇医療の必要性の低い方 1日370円
◇医療の必要性の高い方 1日200円

（平成30年4月1日からは370円）
※指定難病患者、老齢福祉年金受給者
は現行どおり居住費は掛かりません。
保険課☎内線2386
（国民健康保険加
入者）
・☎内線2384
（後期高齢者医療制
度加入者）

10月2日㈪は
国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料の納期
（第3期）
です
◆納付は便利な口座振替で

納税通知書、通帳またはキャッシュ
カード、口座届出印を納税課
（市役所2階
25番窓口）
、市政窓口、指定金融機関へ
同課☎内線2417
（口座振替）
・☎内線
2433
（納税相談）
※勤務先の健康保険に加入した場合は、
保険課または市政窓口で国民健康保険
の脱退手続きが必要です。

国民年金保険料の免除・猶予申請
を受け付け中

平 成29年 度 分
（7月 ～30年6月）の 申
請を受け付けています。申請時点から2
年1カ月前の月分まで申請できます。
年金手帳、本人確認書類を市民課
（市
役所1階3番窓口）
へ
同課☎内線2394、武蔵野年金事務所
☎56-1411

母と子のちいさなお話し会

連雀地区住民協議会
10月2日㈪午前10時30分から
3歳までのお子さんと保護者
連雀コミュニティセンター
当日会場へ
同センター☎45-5100

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508号
（9月17日〜9月30日）
三鷹市美術ギャラリー新企画展
「届かない場所 高松明日香展」
／
清原市長のひとことコーナー
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。

市民相談専用電話

●困りごとの相談は

☎0422-44-6600

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」

市民の声専用FAX

●あなたのご意見を

0422-48-2810

広報

●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.1603│平成29年│2017.9.17

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9月1日現在 （ ）内は前月との増減

住民登録者数：186,329人
（198人増 ） 男：91,333人
（97人増 ）
／女：94,996人
（101人増 ）
世帯：92,916世帯
（98世帯増 ）

第 回

ガーデニングフェスタ2017

街中が絵本で
あふれる2週間

5

三鷹を花と緑でいっぱいに！
9月30日㈯午前11時〜午後3時
三鷹中央防災公園東広場

みたか・子どもと絵本プロジェクト連絡会
星と森と絵本の家☎39-3401

10月7日㈯〜22日㈰

三鷹まるごと絵本市は、街の中で絵本と出会い、絵本を通して人
市、三鷹市市民緑化推進委員会

と人とのコミュニケーションを楽しむお祭りです。5回目となる今年

当日会場へ

は、開催エリアを市内全域に拡大。市民のみなさんから募集した持
昨年の様子

NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会☎46-2081

ち込み企画をはじめ、期間中、市内のあちこちで絵本を楽しむイベン
トが行われるほか、店頭などで気軽に絵本が読める
「絵本スポット」

子どもから大人まで楽しめる花や緑に関する催しをたくさん用意してお待ちして
います
（来場者には風船のプレゼントもあります）
。

や、いつでも絵本やおはなし会が楽しめる
「絵本市ステーション」
（下

●オープニングセレモニー
（午前11時から）

連雀3-22-13）
も登場します。くわしくは同イベントホームページ
http://mitaka-ehon-ichi.jimdo.com/をご覧ください。

●市内のすてきな庭や風景の写真作品のパネル展示

※同事業は子どもゆめ基金助成金を活用しています。

●花・緑クイズ 会場内にある花や緑に関するクイズに答えよう。正解者全員にお

絵本市ワークショップ
「高畠那生と はではでチーター大セール？！」

菓子をプレゼントします。

絵本作家の高畠那生さんと一緒に、絵本に登場するチーターのように、

●ガーデニング相談コーナー 質問やお悩みに三鷹市市民緑化推進委員がお応え

アクリル絵の具を使って水玉模様のオリジナルＴシャツを作ります。

します。

10月9日㈷午後1時〜3時
（0時30分開場）

●花壇ボランティアコーナー リボンサシェ作り体験や、ミニブーケ、ラベンダー

3歳以上のお子さん30人
（保護者同伴）

クラフトなどを販売。ハーブティーの無料提供もあります
（無くなり次第終了）
。

市民協働センター

●緑のボランティアコーナー 市内の竹を使った花器や手ぼうき、竹とんぼなどの

1人1,000円
（材料代を含む。保護者も参加の場合は別途1人1,000円）

工作が体験できます。

汚れてもよい服装

●模擬店 花苗などの販売のほか、市内のカフェやレストランが出店。三鷹産の蜂

9月20日㈬午前10時から直接または電話で星と森と絵本の家☎39-3401へ
（先着制）

蜜を使ったお菓子も登場します。

◇高畠那生
（たかばたけ・なお）
さん
（写真）
プロフィル
1978年、岐阜県生まれ。2003年、
『ぼく・わたし』
（絵本館）
でデビュー。主な作品に
『チー
ター大セール』
（絵本館）
、
『だるまだ！』
『カッパのあいさつ』
（いずれも好学社）
など。

●体験コーナー 花や緑をテーマにしたクラフト作り、間伐材を使った丸太切り体
験、木工品作りなど。
●消防士に変身！火災予防コーナー
（協力：三鷹消防署）
※緊急出動や天候により中止となる場合があります。

星と森と絵本の家の催し

◇みたか太陽系ウォーク2017 スタンプラリー
当日限定の彗星
（すいせい）
スタンプを設置します。

いずれも当日会場へ

同施設☎39-3401

「中秋の名月お月見会」
未経験者
歓迎！

10月1日㈰午後2時〜8時
※午前10時〜午後5時は、通常どおり開館しています。

発掘体験
ワークショップ

昼の部 午後2時〜6時

事前ガイダンスを受講して、実際に遺跡の発

夜の部 午後6時〜8時
（雨天の場合は中止）

・
「わたげの会」
によるおはなし会
・街頭紙芝居
・おやじの読み聞かせ
・ジュニアスタッフの模擬店
・ジュニアスタッフによる幻燈会

掘を体験します。今年は
「とにかく掘ってみたい」
Aプランと、
「やる気まんまん」
Bプランを用意しました。
ガイダンス＝10月22日㈰午後2時〜4時、発掘体験①Aプラン親子＝11月3日㈷
午前9時30分〜正午、②Aプラン一般＝11月3日午後1時30分〜4時、③Bプラン＝
10月28日㈯・11月4日㈯・5日㈰午前10時〜午後4時
（全3回）
、報告会=12月10日
㈰午後2時〜4時

・和太鼓演奏会
未来太鼓道場のみなさんによる演奏。
・星空観望会
国立天文台天文情報センターの職員による、星
のおはなしと観望会。

定例行事
（9月）

①小学3年生以上のお子さんと保護者10組、②③中学生以上の方15人
ガイダンス・報告会＝生涯学習センター、発掘体験＝滝坂遺跡
（中原二丁目）
中央大学教授の小林謙一さんほか
9月19日㈫から必要事項
（11面参照）
・希望プランを生涯学習課☎内線2921・
shogai@city.mitaka.tokyo.jpへ
（先着制）

◆絵本リレー
20日㈬午後3時30分から
◆おやじの読み聞かせ
23日㈷午前10時30分から
◆星のおはなし
23日午後2時から
24日㈰午後1時30分から、2時30分から
◆ICU留学生のおはなし会

三鷹コミュニティシネマ 35㎜フィルム ワンコイン上映会
平成29年度
優秀映画鑑賞推進事業

「黒澤明監督特集」

上映作品
（いずれも白黒・
モノラル）

10月
9日㈷

①午前10時30分から＝
『用心棒』
(110分）
②午後2時から＝
『羅生門』
（デジタル復元版 88分）
③午後4時から＝
『酔いどれ天使』
(98分）
※②③はバリアフリー活弁士による音声ガイドあり
（先着20人）
。

㈱まちづくり三鷹☎40-9669
http://cinema.mall.mitaka.ne.jp/
同社、三鷹コミュニティシネマ実行委員会、文化庁、
東京国立近代美術館フィルムセンター
後援：市、三鷹商工会、NPO法人みたか都市観光協会
特別後援：木下グループ
70人
（全席自由、座席はパイプ椅子）
三鷹産業プラザ
各回1人500円
（各回入替制）

『用心棒』

当日会場へ
（先着制）

市外局番「0422」は省略。

主催者

日時・期間

対象・定員

『羅生門』
（デジタル復元版）

場所・会場

講師

費用

持ち物

申込方法

『酔いどれ天使』

問い合わせ

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

