※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。

10月11日㈬午後2時30分から、3時
30分から
小学1・2年生
150円
エプロン、三角巾、タオル、皿、フォー
ク、飲み物
10月6日 ㈮ 午 後5時までに直 接また
は電 話、ファクスで同センター☎316039・
31-6261へ
同センター☎31-6039

むらさき子どもひろばの催し
（10月）

◆乳幼児のあそびひろば
大型遊具で遊ぼう・ボールプール＝月
曜日午前9時～正午、げんきっ子ランド

＝火～金曜日午前9時～10時50分
（10日
㈫・13日㈮を除く）
、みんなであそぼ！＝
火～金曜日午前11時 ～11時30分
（4日
㈬・5日㈭・10日・13日・18日㈬を除く）
当日会場へ
◆乳幼児対象のスペシャルイベント

①手形アートスタンプ＝4・5日午前
11時～11時30分、②リズム遊び＝10
日 午 前11時 ～11時30分、 ③mamaカ

フェ＝13日午前10時30分～11時30分、
④にこにこキッズ＝18日 午 前10時45
分～正午
（10時30分から受付）
、⑤変身
スペシャルバースデー＝25日㈬・26日
㈭ 午 前11時～11時30分、⑥わくわく

ミニ運 動 会 ＝28日 ㈯ 午 前10時15分～
11時30分
（10時から受付）
①④⑤就学前のお子さん、②1歳6カ

④あれば一輪車）
、⑥持ち帰り用袋
当日会場へ
同ひろば☎49-5500

東多世代交流センターの催し

パソコンの日＝4・18日の水曜 日 午
後3時30分～4時50分、将棋の日＝5日
午後3時30分～4時50分、トランポリン
の日=7日㈯午後3時30分〜4時45分
※そのほかの定 例 行 事は、同センター

で配 布の『じどうかんだより』や市ホー
ムページをご覧ください。
◆おもちゃの病院
10月11日㈬午後2時～4時

特殊部品などの交換は実費

10月17日㈫午後1時30分～2時30分
1歳未満のお子さんと母親20組
ヨガインストラクターの平手紘子さん

タオル
10月10日午前9時から直接または電

事 前ミーティング
（10月17日 午 後1
時～2時）
に参 加し、準 備・運 営・片 付
けのいずれかに協 力できる個 人または
グループ10店舗
（1区画1坪）
10月2日㈪～11日
（9日を除く）
に代表
者の必要事項
（11面参照）
・販売予定品

30分、⑤卓球大会＝27日㈮午後3時30

分～5時、⑥ハロウィーンデー＝30・31
日
※⑥は23～30日に衣装を作ります。
①③④⑤飲み物、タオル
（③④運動靴、

♪♩♬♪5市共同事業

11時30分～午後0時30分
市内の①初めて参加する平成28年8
月1日～11月30日生まれのお子さんと

食物の出店不可）
。
11月7日㈫午前10時～正午
（雨天決行）

目を直接または電話で同センター☎442150へ
（先着制）
同センター☎44-2150

みたかおもちゃの病院
（10月）

三鷹市消費者活動センター運営協議会

消費者活動センター＝4・18日の

水曜日、リサイクル市民工房＝14・28
日の土曜日、いずれも午後1時～3時
特殊部品などの交換は実費

③500円

当日会場へ
（③は10月4日午前10時か
ら直接または電話で同施設☎39-3401
へ
〈先着制〉
）
同施設☎39-3401

幼稚園ってどんなところ？幼稚園
在園・卒園児ママとのおしゃべり会
三 鷹 台・三 鷹のぞみ・明 星 台・国 学

院幼稚園について、在園・卒園児のマ
マたちと情報交換できます。
母親クラブわっしょい

いずれも当日会場へ
◆ママヨガ講座

当日会場へ
（③⑥は10月2日㈪から直
接または電 話で同ひろば☎49-5500へ
〈先着制〉
）

～5時
（23・30日の月曜日を除く）
、②
みんなであそぼうデー＝火曜日午後3時
30分～4時30分
（31日㈫を除く）
、③ス
ポーツの日＝木曜日午後3時30分～5時、
④一輪車教室＝23日午後3時40分～4時

ショップ第1回「ひょうたん種 抜き」＝
10月9日㈷、第2回「ひょうたんランプ」
＝11月12日 ㈰、いずれも午 前10時30
分から、または午後1時30分から
（12日
のみ午後3時からも実施）
、④絵本リレー
=10月11日㈬午後3時30分から
③両日参加できる方40人

◆定例行事
（10月）

10月10日㈫午前10時～正午
東多世代交流センター
当日会場へ
同センター☎44-2150

こどもプログラミング教室
「Scratch
（スクラッチ）
を使って
プログラミングをする」

三鷹市シルバー人材センター
10月10日～31日の毎週火曜日午後5
時15分～6時45分
（全4回）
小学3～6年生8人
6,000円
（教材費を含む）

USBメモリー、筆記用具
10月5日 ㈭
（必 着）までに往 復はがき
で必要事項
（11面参照）
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

すくすくひろばの催し

◆あそびとおしゃべりの会
（10月）

11日＝牟礼コミュニティセンター、
11・25日＝井口コミュニティセンター・
井の頭コミュニティセンター、18・25
日＝大沢コミュニティセンター・新川中
原コミュニティセンター、いずれも水曜
日午前10時30分～正午
年少までのお子さんと保護者

子ども体験塾
「音楽は世界をつなぐ」 ♬♩

♪♪

5市共同事業実行委員会
（武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市）
小学生～高校生
同事務局☎03-3221-0244
（平日午前10時～午後5時）
、武蔵野市企画調整課☎60-1801

◆ブラショフ・フィルハーモニー交響楽団コンサート
海外で活躍する指揮者・曽我大介さんによる留学体験談や楽
器紹介のほか、指揮者体験、打楽器演奏体験も行います。
①11月26日、②12月3日の、いずれも日曜日午後3時～5時
①560人、②1,200人
（1グループ4人まで、小学3年生以下は
保護者同伴）
※打楽器演奏体験は各5人
（事前抽選）
、指揮者体験は各3人
（当
日抽選）
。
①小金井 宮地楽器ホール 大ホール
（小金井市本町6-14-45）
、
②武蔵野市民文化会館
（武蔵野市中町3-9-11）
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星と森と絵本の家の催し

くわくランド＝14日㈯午前10時～11時
30分
① ③ 就 学 前のお子さん、②1歳まで
のお子さん

曜日、6日㈮、9日㈷、10・24日 の 火曜
日を除く）
、②ひよこランド＝水曜日午前
10時～午後1時、③お父さんもいっしょわ

No.1604

当日会場へ
◆年齢別あそびましょ
（10月）
①ひよこぐみ3
「1歳のお誕 生 日 前 後

◆親子ひろば
（10月）
①わくわくランド＝月・火・木・金
曜日午前10時～午後2時
（5・26日の木

話で同センター☎44-2150へ
（先着制）
◆フリーマーケット出店者
出店物は子育てに関する物
（業者、飲

◆小学生対象のスペシャルイベント
①卓球の日＝月・金曜日午後3時30分

当日会場へ
同センター☎43-7874

①絵本のおはなし「みんなのおすすめ
えほん」＝10月4・25日の水曜日午後2
時から、②むかしあそびの日 ＝10月7
日㈯午後2時から、③ひょうたんワーク

月～就 学 前のお子さん、③1歳6カ月ま
でのお子さんと母 親10組、⑥3歳～就
学前のお子さんと保護者15組
④のみ牟礼コミュニティセンター
①③⑥タオル
（⑥飲み物）

広報みたか

◆ワークショップ
「オザワ部長の青春吹奏楽部！」
吹奏楽作家・オザワ部長が全国の中学・高校
の吹奏楽部強豪校の実態を紹介。メンタル面の
アドバイス、プロ奏者による解説も実施します。
11月26日㈰午後1時～2時15分
150人
（1グループ4人まで）
※保護者・未就学児の入場はご遠慮ください。
小金井 宮地楽器ホール 小ホール

10月2日㈪～11月2日㈭
（必着）
に必要事項
（11面参照）
・参加希望プログラム・学校名・保護者または同伴者全員の氏
名・年齢、①②は打楽器演奏体験の参加希望有無を「〒102-0083千代田区麹町1-8 2階 音楽は世界をつなぐ事務局」
・
http://www.jfn.co.jp/ongaku/へ
（申込多数の場合は抽選、当選者のみ通知）

のお子さんの発達や健康、食事など」＝
17日㈫午前10時15分 ～11時45分、 ②
ぞうぐみ「からだを動かしてあそぼう」
＝19日 ㈭ 午 前10時15分～11時15分、

保護者12組、 ②26年4月2日 ～27年4
月1日生まれのお子さんと保護者各10組
①10月3日㈫、②5日㈭、いずれも午
前10時から直 接または電 話で同ひろば
☎45-7710へ
（先着制）

◆フリーマーケット出店者
出 店 物は就 学 前の子 育てに関する物
（食品、生き物、ゲームは不可）
。
11月26日㈰午前10時～午後0時30分
就 学 前のお子さんを持つ市 民3人 以

上のグループ8店舗
（1区画1.2×1.8m）
10月17日 ㈫
（必 着）までに往 復はが
きで全 員の必 要 事 項
（11面 参 照）
・お子
さんの年 齢・販 売 予 定 品 目を「〒1810013下連雀4-19-6すくすくひろば」へ

（申込多数の場合は抽選）
※11月10日㈮午前10時15分～11時45

分の事前ミーティングに、グループか
ら1人出席してください。
同ひろば☎45-7710

市立小・中学校教育研究会
研究授業を公開します

10月11日㈬午後
市立小・中学校
（研究部会により異な
る）
※くわしくは10月5日 ㈭ 以 降に市ホー
ムページをご覧ください。
室内履き
当日会場へ
指導課☎内線3243

第20回中学生意見発表会

各市立中学校の代表生徒が、中学生
から見た社 会や世 界、自 身の体 験から
学んだことなどを自由に発表します。
10月14日㈯午前10時～正午
120人程度
生涯学習センター
当日会場へ
（先着制）

児童青少年課☎内線2713

※自家用車での来場はご遠慮ください。

赤ちゃんとお母さんのサロン

地域ケアネットワーク・新川中原
（ケ
アネット・しんなか）
10月20日 ㈮ 午 前10時30分～午 後0
時30分
新 川、中 原 地 区および周 辺の3歳ま
でのお子さんと保護者
（妊婦も可）
新川中原コミュニティセンター
バスタオル、おむつ、お子さんのお
菓子と飲み物
（必要な方のみ）
当日会場へ
地域福祉課☎内線2663

小さく生まれたお子さんと
その親の交流会

保育士との親子遊び、参加者同士の
情報交換など。

10月25日㈬午前10時～11時45分
（9

時45分から受付）
市内在住で出生時の体重が2,000g以
下の就学前のお子さんと保護者10組
総合保健センター
直接または電話で健康推進課☎内
線4228へ
（先着制）

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。

古紙配合率100％再生紙を使用

