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総合防災訓練に参加して
「防災力」
を高めよう

2面

10月は消費者月間です

3面

市からのお知らせ

11面から

第4回図書館フェスタ

12面

第3回
三鷹駅前ストリートパーティー

12面

子 ど も も 大 人 も、 障 が い の あ る 方 も、 み ん な で 体 を 動 か そ う！

2017 みたかスポーツフェスティバル

10月

8㈰
日

午前10時〜午後3時（雨天決行）

西広場

   入場・参加費無料

中央広場

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ、SUBARU総合スポーツセンター

誰もが気軽に楽しめるスポーツの祭典
「みたかスポーツフェスティバル」
。今年
は、4月にオープンした三鷹中央防災公園とSUBARU総合スポーツセンターを会場に、たくさんの
催しを用意してみなさんをお待ちしています。秋の一日、体を動かす楽しさを満喫してみませんか。
市、市教育委員会、三鷹市体育協会、（公財）三鷹市スポーツと文化財団
スポーツ推進課☎内線2931
※自家用車での来場はご遠慮ください。
同日開催「2017みたかケンコウデスカ？デー」
➡12面をご覧ください。

●
① SUBARU総合スポーツセンターの催し
メインアリーナ
【オープニング】
午前9時40分〜10時15分
◆一小鼓笛隊パレード／◆開会式／◆三鷹体操
【一緒にパラスポーツを楽しもう！】

午前10時30分〜11時30分

◆合気道

◆ボッチャ

◆ストレッチ体操

◆卓球バレー

つばささん（写真上）。

◆輪投げ

◆ヨガ体操 午後1時〜3時

◆シャッフルボード
◆日レク体力測定

1階

▲パラリンピック公式種目にもなっ
ているボッチャ

【トレーニングルーム：無料開放】
体を効果的に鍛えることができ

るトレーニングマ

シンを、この機会

に体験してみませ

んか
（16歳以上の
方のみ）。

1階

◆バルーンアート 風船がさまざまな形に変身！
◆昔あそび お手玉、ベーゴマ、けん玉など

ダンスインストラクターの山縣

高齢者・障がいのある方へ
下記のサービスをご利用ください

美保さん（写真下）。

◆サポートツアー

【プール：自由遊泳】※水着と帽子をお持ちください。

小学3年生以下のお子さんは、水着着用の保護者が

同伴してください。

サポートスタッフが会場を一緒に回ります。
午前10時30から、午後1時30分から
開催時間に元気創造プラザ1階へ

【多目的体育室】

◆ハンディキャブ
（福祉送迎サービス）

◆土俵で相撲フィットネス

みたかハンディキャブ会員の方を対象に、ご自

午前10時15分〜正午

宅と会場間を無料で送迎します。

◆ボルダリング

同会☎41-0185へ

午後1時〜3時

市外局番「0422」は省略。

33

50

市長コラム
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主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

費用

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

三鷹市長

丁寧に時間をかけて進める
「井の頭文学施設
（仮称）
」

台風 号による被害を避けるために中止した
「敬
老のつどい」 日目の 月 日は、防災無線や広報車
でのお知らせが届かず、寒い雨の中を会場に来られ
た方に、私は公会堂前でお待ちしてお詫びさせてい
ただきましたが、改めて心からお詫び申し上げます。
さて、芸術文化の秋を迎えています。戦中・戦後
を三鷹で暮らした作家・太宰治は、作品に三鷹や井
の頭公園を登場させています。三鷹市は、
「太宰治没
後 年」
を契機に、中断していた
「太宰治賞」
を１９９
９年度から筑摩書房と共同主催により復活し、今年
の第 回まで毎年１，
０００篇を超す応募があり、後
に芥川賞などの文学賞を受賞する優れた新人作家を
世に送り出しています。
２００８年 月には、同年の没後 年と２００９
年の生誕１００年を記念して、太宰が通った酒店の
跡地に、
「太宰治文学サロン」
を開設し、小規模なが
ら独自の展示と市民による展示説明やゆかりの場所
をガイドするボランティアの活躍により、全国から
多くの来館者があります。
２０１５年、２０１６年には、ご遺族のご協力に
よる
「津島家寄託 太宰治資料展」を三鷹市美術ギャ
ラリーで開催し、初公開を含む絵画や愛用品の展示
は高い評価を得ました。
一方、太宰治賞の初代受賞者である吉村昭は、井
の頭に住まい、数々の作品を執筆しました。吉村昭
の妻で、三鷹市名誉市民の作家・津村節子氏より三
鷹市に書斎の寄贈の申し出を受けています。
こうした経過から、三鷹市は都立井の頭恩賜公園の
管理者である東京都と連携して、公園内に
「井の頭文
学施設
（仮称）
」（太宰治記念文学館
〈仮称〉
・吉村昭書
斎
〈仮称〉
）
の開設を目指して準備を進めてきました。
本施設の基本プランを 月中に確定する予定でし
たが、私はこれまで市議会総務委員会や文教委員会
等で頂いたご意見や、パブリックコメントで頂いた
多様なご意見を尊重して、より丁寧に時間をかけて
東京都と連携して進めていくことと致します。本施
設が、価値ある展示等を行い、国内外から文学を愛
する人々が集い交流し、ガイドボランティア等の活
動拠点となるとともに、公園の環境と景観にも配慮
した施設となるように努めていきますので、皆様の
ご理解とご支援をお願いいたします。

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 面参照）
。

12

④ 西広場の催し
●

講師はヨガ、フラ、タヒチアン

◆スポーツ能力測定会（申込終了・見学自由）
地下

スがずらりと並び、おいしさ盛りだくさんです。

◆武術太極拳 午後1時〜3時

◆ペットボトルラインクッブ

ビーの楽しさや魅力を

ホットドッグやパンケーキなど、数多くの飲食ブー

講師はアクション女優の秋本

◆車いす体験

ラグビーワールドカップ2019まであと2年。ラグ

③ 東広場の催し
●

午前10時30分〜午後0時30分

◆シッティングバレーボール

SUBARU総合スポーツセンター

馬券を配布します。

午前10時15分〜正午

会場でみなさんと一緒にプレーに参加します。

むらさき橋
通り

1時15分に中央広場で乗

武道場

トとして柔道家の篠原信一さん
（写真）も、

東八道路

③
●

午前10時15分と午後

◆インディアカ 午後2時〜3時

を体験できます。当日は、スペシャルゲス

②
●

◆ポニーの乗馬体験

キックターゲット／ガガ 午後0時30分〜2時

しめるパラスポーツやニュースポーツなど

①
●

気軽に体験できます。

◆ファミリーバドミントン／ストラックアウト／

年齢や障がいの有無を問わず、誰もが楽

東広場

◆ラグビー体験

◆ひろみちお兄さんの親子体操
（申込終了・見学不可）

午前10時15分〜午後3時

④
●

② 中央広場の催し
●

サブアリーナ

2階

バス停

（元気創造プラザ内。1階〜地下2階）

※体育館履きをお持ちください。

地下

会場図

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。
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今年のメーン会場は連雀地区

わくわくが
いっぱい！
楽しく防災を
学ぼう！

総合防災訓練に参加して
「防災力」
を高めよう
10月29日㈰午前10時〜正午（雨天決行）

市では、毎年各地区で総合防災訓練を行っています。メーン

一中

当日会場へ

防災課☎内線4511

防災わくわくイベント

会場では、警察・消防などの防災関係機関や医療機関、ライフライン関係機関などの全

お子さん向けの楽しく防災を学べるイベントです。

面的な協力のもと、体験訓練コーナーや防災情報提供ブースを多数設けるほか、お子さ

◇スタンプラリー

ん向けに楽しく防災を学べるイベントも実施します。私たちの住む東京でも、いつ大地

会場内にある防災クイズなどにチャレンジ。スタ

震が起きてもおかしくありません。災害時の対応を実際に体験することで、「自助」
「共

ンプを集めて景品をもらおう！

助」のための防災技術や正しい防災知識を学び、いざという時に備えましょう。

◇大声コンテスト

いざという時に大きな声が出せるように、「火事

主な参加体験型の訓練内容

だ！」と叫んで大声を競おう！

◇避難訓練

◇防災すごろく

首都直下地震の発生を想定して、自宅から避難

防災にちなんだマス目のお題をクリアしながら

場所
（訓練会場）まで、徒歩で移動してみましょう。

ゴールを目指そう！

◇避難所体験

そのほかの会場の総合防災訓練

避難所設備の見学や仮設トイレの組み立てな

煙体験の様子

ど、避難所の生活を体験できます。

地区
駅前
10月15日㈰
大沢
新川中原
10月28日㈯
西部
11月 5日㈰
井の頭
11月12日㈰
※東部地区は終了しました。

◇地震体験

大地震の揺れを再現する起震車で、身の守り方

を体験できます。
◇煙体験

煙を充満させたテントを抜け、火災時の避難方

法を確認しましょう。
◇応急救護訓練

AED（自動体外式除細動器）や三角巾を使った応

子どもたちに大人気！市の防災
キャラクター
「じじょまる」
が今年
も訓練に参加します

日時
午前10時～正午
午前10時～午後0時30分

会場
四中
七中
東台小
二小
五小

三鷹消防署開署50周年記念式典を開催します

AEDを使った応急救護訓練の様子

市内の消防署・出張所で参加チケットを配布しています
（枚数限定）
。

急救護の方法などが学べます。

11月5日㈰午後1時30分から＝火災予防業務に尽力された方への表彰

◇炊き出し訓練

式、3時から＝東京消防庁音楽隊による火災予防コンサート、3時50分か

避難生活を想定した炊き出しを実施。訓練後は

ら＝三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文さんによる記念講演

試食の時間もあります。

三鷹市公会堂光のホール

◇消火訓練

参加チケットを持参し、当日会場へ

火元に見立てた的に向けて消火器を操作し、正

同署☎47-0119

消火訓練の様子

しい使い方を学びましょう。

平成
30年度

障がい者の就労を
考えるつどい2017

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2713

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

「障害者雇用、平成30年度に向けた
仕組みづくり」

方が対象です。

来年4月から始まる精神障がい者の雇用義務化に伴い、民間

庁舎4階へ（土・日曜日も受付。11月30日㈭・12月5日は8時まで）

企業などにおける障がい者の法定雇用率が引き上げられます。
障がいのある方が社会の中でより活躍できるように、企業・
当事者・支援者の取り組みはどうあるべきでしょうか。

10年目を迎える今回のつどいは、
「障がいのある方が企業

の中でより活躍できるように」をテーマに、実際の取り組みを
通じて学び合う機会です。どなたでも参加できます。

※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

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

◆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〜午後3時、

5日㈰午前9時〜正午に必要書類を同課へ

※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、三鷹市社会福祉協議会、北
野ハピネスセンターなどで配布します。

三鷹市、武蔵野市、ハローワーク三鷹

11月10日㈮午後1時30分〜4時30分（1時から受付）
150人
（車いす可）

三鷹産業プラザ

11月2日㈭までに申込書（市ホームページから入手）を三

鷹市障がい者就労支援センターかけはし☎27-8864・
1442へ（先着制）

76-

平成
30年度

保育園などの入園申し込み
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、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）

◆プログラム

※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。

◇基調報告

・「ハローワークの窓口業務からみえること—これまでの10
年、これからの10年」

ハローワーク三鷹統括職業指導官の石井克枝さん

・「企業に求められる、これからの障害者雇用環境」

東京障害者職業センター多摩支所主任障害者職業カウンセ

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、みたか子育てねっとホームページ

らも入手できます。

http://www.kosodate.mitaka.ne.jp/か

ラーの井上量さん

◆市外の保育園の申し込みも、受け付けは三鷹市です

進行役は井上量さん、パネリストは働く障がい当事者の方、

自治体にご確認ください

◇パネルディスカッション

企業担当者、支援者のみなさん（下記）です。
・「障害者雇用創出の取り組み」

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

◆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。くわしくは同課、同園で配布して

社会保険労務士法人肥後労務管理事務所

いる「保育認定枠入園手続きのご案内」をご覧ください。

㈱シダックスオフィスパートナー

◆障がいのあるお子さんの入園申し込み

・
「障害のある社員の能力向上を目指して」
・「10年の就労継続とハッピーリタイア」
生活協同組合コープみらい

11月1日㈬に必要書類を同園（井の頭2-13-20）
へ

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5歳までのお子さん若干名

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

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。

広報みたか

3

No.1604

●市役所電話（代表） ☎ 45-1151

2017.10.1

10月 は 消 費 者 月 間 で す
悪質商法にご注意！困ったときはお気軽にご相談ください

消費者活動センター☎43-7874

消費者相談窓口から

悪質商法の手口は年々巧妙化し、常に市民のみなさんを狙っています。おかしいと感じた

314

ら、すぐに消費者相談窓口にご相談ください。契約上のトラブルや、商品・サービスに関する
相談など、消費活動全般にわたる相談を受け付けています。
◇消費者相談窓口☎47-9042

消費者相談窓口☎47-9042

相談事例

月〜金曜日午前10時〜正午、午後1時〜4時（祝日・年末年始を除く）

庭でつまずいて散水栓を壊してしまい、水が噴き上がって止まら

同センター

くなり、パニック状態になってしまった。夜も遅かったので東京

消費者被害ゼロへ！「消費者被害防止キャンペーン」

都指定の修理業者は営業を終了していると思い、インターネットで

探した修理業者に来てもらったところ、
「一部修理は2万円、全部

悪質商法に対する注意喚起と、被害の未然防止を呼び掛け、啓発品を配布します。

修理は5万円です」と言われた。高額なので
「修理は結構です」と答

10月7日㈯午前11時〜正午

えたが、「1万円のキャンセル料が必要」と言われて仕方なく支払っ

JR三鷹駅南口周辺

た。その後冷静になって業者のホームページを改めて確認すると、

くらしフェスタ in みたか

キャンセルについてくわしく書かれていたが、本当にキャンセル料

第47回みんなの生活展

を支払う必要があったのだろうか。

市内消費者団体
（9団体）による展示や活動紹介など、くらしを彩る生活の知恵と工夫が満載
消費生活展実行委員会、市

10月20日㈮・21日㈯午前10時〜午後3時
期間中会場へ

上記の事例は、特定商取引の通信販売に該当します。
「不意打ち

同センター

性がない」ことから、インターネットショッピングなどの通信販売
についてはクーリングオフの対象外です。契約をすると解約できな

◆同時開催！消費者月間記念講演会

いこともあります。業者を呼ぶ前に、キャンセル料は発生するの

心理カウンセラーが「子どもの社会性の育て方—将来消費生活で困らないために」をテーマ

か、作業料金はいくらぐらい掛かるのかなど、しっかり確認するこ

に講座を開催。座談会では子育てに関する相談にも応じます。

とが大切です。内容に疑問を感じたときにはその場で契約をするの

くらしフェスタ in みたか みんなの生活展実行委員会、市

はやめましょう。また、日ごろから、水道の元栓や止水栓の場所を

10月20日①講座＝午前10時30分〜正午、②座談会＝正午〜午後3時

確認しておきましょう。

30人、保育は1歳〜未就学児5人（②はお子さんの同伴可）

困ったときや判断に迷うときは、消費者相談窓口または消費者ホッ

心理カウンセラーの藤山友弘さん

トライン☎188にご相談ください。

当日会場へ。保育は10月2日㈪から直接または電話で同センター☎43-7874へ（先着制）

秋 の 味 覚 を 味 わ い ま せ ん か

三鷹産ギンナン生産農家の
庭先販売が始まります
生活経済課☎内線3063

市内のギンナン生産

農家の多くは、通常よ

「大沢二丁目
古民家
（仮称）
」
整備工事
見学会

り大粒の品種
「嶺南（れ

生涯学習課☎内線2922

いなん）
」を栽培してお
り、市場でも人気が高
く、都内の料理店にも
納品しています。
ビタミンA・Cや鉄分が豊富で、コレステ
ロールを下げるレシチンなども含みます

10月上旬〜11月下旬

（50代・女性）

アドバイス

です。

同センター

通信販売はクーリングオフの対象外です

品種や販売時期、価

格は生産農家へお問い

期間限定 !

合わせください。

昔ながらの民具の展示や体験学習事業などを行う施設として、平

成30年秋の一般公開に向けて、明治35
（1902）年に創建された市

指定有形文化財
「大沢二丁目古民家
（仮称）
」
の整備工事を進めていま

す。市内初となる文化財建造物の工事の様子を見学してみませんか。
10月15日㈰午前10時〜10時30分、10時30分〜11時、11時〜

11時30分（荒天中止）
各15人

同施設
（大沢2-17-6）

動きやすい服装・靴

必要事項（11面参照）
・希望時間を同課☎内線2922・

@city.mitaka.tokyo.jpへ
（先着制）

shogai

中近東文化センター附属博物館
市民特別公開 同館☎32-7111、市芸術文化課☎内線2912

古代エジプトの木棺蓋（ふた）やカバ像など、エジプトやトルコを含む西ア

◆生産農家

小林果樹園
（牟礼1-2-14
〈久我山ゴルフ練習場内〉
）
☎43-

3000、岡田果樹園
（北野3-13-30）
☎090-2342-6182、藤
原農園
（新川6-4-26）☎71-3268、山本果樹園
（井口3-15-

3）
☎32-1774、野崎果樹園（野崎1-12-23）☎44-6731、キ

ウイフルーツ宗武園
（野崎3-9-26）
☎31-6738、宍戸園（野
崎4-7-19）
☎31-3714

※JA東京むさし三鷹緑化センター（農業公園内）☎487482でも販売します。

ジアを中心とした中近東地域の歴史的に貴重な収蔵品を展示する同館。通常
は予約制（有料）ですが、下記期間中に限り、市民は予約不要・無料で入館で
きます。館内ではエキゾチックな民族衣装を着用して写真撮影が楽しめるほ
か（着用体験200円）、同センターの創設を発意された故三笠宮崇仁殿下の半
世紀以上にわたるご学績の一部を紹介する特設コーナーもあります。
10月18日㈬〜22日㈰午前10時〜午後5時（入館は4時まで）
在学・在勤を含む市民
住所を確認できるもの

ラスター彩唐草文把手付壺／
12〜13世紀 イラン

同館（大沢3-10-31）
期間中会場へ

※対象となる市民以外の方は、一般1,000円、高校・大学生・65歳以上500円の入場料が掛かります。

「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、外国人に簡単な英語で積極的に声を掛け、道案内などの手助けをするボランティア

を育成します。中学校で学習する内容と同程度の初級者向けで、受講者同士のロールプレイングを交えながら、定型的な表現を中心に学びます。
（公財）三鷹国際交流協会（MISHOP)、都

おもてなし講座＝11月8日㈬午後1時30分〜5時、語学講座（英

語）＝11月15・22日の水曜日午後1時〜3時・3時30分〜5時30分

（全5回）

在学・在勤を含む15歳以上の市民で、全回参加できる方36人（中

学生を除く）

三鷹駅前コミュニティセンター

主催者

日時・期間

対象・定員

10月18日㈬（必着）までに往復はがきで必要事項（11面参照）・性別、在学・在勤の方は

学校・勤務先（名称・所在地・電話番号）、保育希望者はお子さんの氏名・年齢を「〒1810013下連雀3-30-12中央通りタウンプラザ4階（公財）三鷹国際交流協会」へ
（申込多数の場合
は抽選）

同協会☎43-7812

※昨年度の講座や東京都・他の自治体などが行った同講座を修了した方は受講できません。
※受講者の氏名・住所などの情報は、東京都に提供します。

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。

認知症を身近に感じよう

高齢者支援課☎内線2622

認知症の方が住み慣れた地域で、

いつまでも安心して自分らしく暮ら

せる「認知症にやさしいまち三鷹」を

目指し、認知症への理解を深める展
示と講座を行います。
認知症関連書籍のご紹介
認知症に関する図書の展示と貸し出し、パネル展示を行い

ます。

10月3日㈫〜31日㈫
期間中会場へ

三鷹図書館（本館）

認知症サポーター養成講座
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東京都シルバーパス
新規取得のお知らせ
（一社）東京バス協会
（シルバーパス専用電話）
☎03-5308-6950
（平日午前9時〜午後5時）
満70歳以上の都民（寝たきりの方を除く）に、都内民営バスや都営交通を利用できる
「東京都シルバーパス」を発行します。満70歳の誕生月の初日から申し込めます
（有効期
限は平成30年9月30日まで）。
①29年度住民税非課税の方、29年度住民税が課税されているが28年の合計所得金
額が125万円以下の方＝1,000円、② ①以外の方＝20,510円
本人確認書類（保険証、運転免許証など）、①は所得金額などを確認できる書類（29年
度介護保険料納入〈決定〉通知書、29年度市民税課税〈非課税〉証明書、生活保護受給証明
書のいずれか一つ）
必要書類と代金を最寄りの小田急バスの営業所へ

認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、認知症

の方や家族を温かく見守る応援者です。認知症の基礎知識
や認知症の方への接し方などを学び、身近なことからでき
る範囲で活動を広げてください。

10月28日㈯午後2時〜3時30分
30人

同館

東多世代交流センターに移動動物園
「どうぶつむら」がやってくる！
同センター☎44-2150

10月26日㈭までに同課☎内線2622へ（先着制）

犬やウサギなどの身近な動物のほか、ガチョウやホロホロチョ

ウなどの珍しい動物、羊やヤギなど動物園に行かないと見られな
いような動物まで、100頭以上が大集合。触れたり、抱き上げる
だけでなく、餌やりも体験できます。

第16回みたか市民活動・
NPOフォーラム
「みたか わの縁日」
テーマは
「つながる。ひろがる。はじまる。
」
NPO法人みたか市民協働ネットワーク
市民協働センター☎46-0048
さまざまな活動をしている市民やNPO法人、市

民活動団体が交流を深め、新たな協働を育むきっか
けづくりとなることを目的に、毎年開催している秋
のお祭りです。

飲食物や布小物などを販売するコーナーを設け

るほか、交流会の時間もありますので、どなたで
も楽しく参加できます。

10月28日㈯・29日㈰午前10時〜午後6時（展

10月6日 ㈮
（小雨決行）午前10時〜11時30分、午後0時30分〜

2時

餌用の野菜
（キャベツ、ニンジンなど）

当日会場へ

講演会 「井の頭恩賜公園

開園100周年を終えての一歩」

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☎43-7874

大正6
（1917）
年5月に日本初の郊外型公園として開園してから今年で100年。周辺の都市化が進む中、井

の頭公園は今なお豊かな森と水の残る貴重な空間として多くの人に親しまれています。この自然環境を守り、
魅力ある公園として後世に残していくため、地域のみなさんと関係団体、行政が連携して実施してきたさま
ざまな活動を振り返り、未来に向けた第一歩を踏み出します。
10月6日㈮午前10時〜正午

30人

同センター

◇第一部

井の頭池再生への取り組み（かいぼり隊）

◇第二部

井の頭公園の古今—三鷹産の蝶と平山博物館

井の頭公園検定1級合格者の会「あか井の」の渡邊安浩さん
グループ多摩虫の会の倉澤誠也さん
当日会場へ（先着制）

示は29日4時まで）
同センター

三鷹の 秋 祭り

期間中会場へ

※自家用車での来場はご遠慮ください。
◆主な内容

・活動発表・展示（ポスターセッションなど）
・ワークショップ、パフォーマンスなど

農作物の収穫を祝うため、古くからこの時期に行われてきた秋祭り。秋を彩るお祭りが市内各地で開催

・トークセッション（下記参照）

されます。

・NPOだれでも交流会

1星と森と絵本の家 秋まつり2017

29日午後4時〜5時30分
500円

国立天文台三鷹キャンパスの特別公開イベント「三鷹・星と宇宙の日2017」の一環として開催します。

◇トークセッション

クラフト工作やICU留学生のおはなし会、模擬店など楽しい企画が盛りだくさんです。

「食でつながるサードプレイス」

誰でも自由に出入りでき、多様な人々がつなが

ることで豊かな関係性を構築する地域の居場所

「サードプレイス」が注目されています。互助・共
助や新たなコミュニティが生まれるきっかけにも

発展する
「まち中の居場所づくり」について、食を
通じたつながりに焦点を当てて考えます。
40人

okatteにしおぎの竹之内祥子さん、共奏キッ

チンの青柳彰一さん、つながりのはじめましての
ル・モアン直美さん

10月20日㈮までに必要事項
（11面参照）
を同セン
46-0148・

@collabo-mitaka.jpへ（先着制）

10月14日㈯午前11時〜午後4時（施設の開館時間は午前10時〜午後5時）

※当日の入退場は国立天文台正門をご利用ください（裏門・駐車場は閉鎖）
。

kyoudou

同施設

2三鷹のふるさと ふれあいの里秋まつり

市内3カ所のふれあいの里で開催される三鷹の秋の風物詩。恒例のお囃子
（はやし）
や模擬店をはじめ、そ

れぞれの里が趣向を凝らした催しを用意しています。
◆第23回 牟礼の里公園秋まつり

28日午後6時〜9時

タ ー ☎46-0048・

いずれも当日会場へ（小雨決行）
1星と森と絵本の家☎39-3401、2NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会☎46-2081

10月15日 ㈰午前10時〜午後1時ごろ

同公園

10月22日 ㈰午前10時〜午後2時ごろ

新川丸池公園周辺

◆第22回 丸池わくわくまつり
◆第22回 大沢の里秋まつり

11月3日㈷午前11時〜午後2時ごろ

七中

※牟礼の里公園秋まつり、丸池わくわくまつりには
「みたか太陽系

ウォーク2017 スタンプラリー」の当日限定「彗星
（すいせい）ス
タンプ」を設置します。

牟礼の里公園秋まつりの様子

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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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

11月5日発行号
原稿締切日

11月19日発行号
原稿締切日

田中藍子 藍染展
しろがねGallery 10月4日㈬
までの午前11時～午後7時
（4日は
5時まで） 同画廊 期間中会場
へ 同画廊☎43-3777
金澤英亮展 水彩を主体に約30点
ぎゃらりー由芽 10月15日㈰
までの正午～午後7時 同画廊
期間中会場へ 同画廊☎47-5241
元気ひろば おれんじの催し
①動物ぽんぽん作り＝10月2日
㈪午前11時30分～午後1時、②ボッ
チャ体験会＝3日㈫午後1時30分
～3時、③三鷹まるごと絵本市関連
イベント
「原画展示＆ワークショッ
プ＆絵本とりかえっこ」
＝7日㈯～
21日㈯午前10時～午後4時
（7日は
ワークショップあり）
、④介護予防
教室体験版＝13日㈮午前10時～
11時
同会
（中 原3-1-65） ①
1,800円
（材料代を含む）
、③ワーク
ショップのみ500円、④2,000円
同会☎76-5940・ 26-94
19

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：三鷹駅周辺地域包括支援セン
ター長の池川明美さん
「地域包括
支援センターの一週間」
＝10月30
日㈪午後1時30分～3時30分 ①
③みたか・みんなの広場
（下連雀
4-5-19みたかの家内）
、②井の頭自
然文化園向かい駐輪場 ①500
円、③200円
なりきよ☎0801362-5359

なんでも相談おしゃべり会
「聞い
てきいて」
暮らしの保健室みたか 毎月
第1・3月曜日、毎週金曜日午後1
時～4時 みたかスペースあい
当日会場へ 浜☎050-3708-27
49
認知症・生活習慣病予防のため
皆で歌う会
三鷹楽若会 10月3・24日の
火曜日午後1時30分～4時 芸術
文化センター 600円
（1回。初回
は800円） 歌の会
（㈱プロシステ
ム 内）☎0120-565-525（当 日 参
加も可） 小林☎・ 26-6825
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＝10月7
～28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
（1回）
、②500円
①当日会場へ
（先着制）
、②
NPO法 人 シ ニ アSOHO普 及 サ ロ
ン・ 三 鷹 ☎40-2663・
40-26
64
中秋の名月を眺め・歌いません
か
（俳句、和歌、漢詩吟、唱歌な
ど。流派・初心者 不問）
楽しい詩吟・むつみ会 10月
4日㈬午後5時～7時
（雨天決行）
天神前地区公会堂
伊藤☎455386
（当日参加も可）

第11回
「森の地図スタンプラリー」
（一社）武蔵野コッツウォルズ
10月7日㈯～11月26日㈰午前9時
から 三鷹市、調布市、府中市、
小金井市、国分寺市、小平市 一
部入園料などが掛かります 期間
中 各 会 場 へ※くわしくは同 法 人
http://www.musashino-cots
wolds.jp/ 同法人
（鈴木）☎320962
よもぎBOOKSの催し
①村田エミコ木版画展 えほんの
じかん＝10月7日㈯～14日㈯の平
日午前11時～午後5時、土・日曜
日、祝日正午～午後6時
（7・14日
午後1時～7時）②村田エミコさん
来場イベント
「だいすきなかぞくの
にがおえはいかが？」＝7日・8日
㈰・14日午後2時～6時 同店
（下
連 雀4-15-33） ②1,000円
①期間中会場へ、②直接または電
話、 電 子 メ ー ル で 同 店
（辰 巳）☎
050-6870-6057・
yomogi
works@gmail.com
（当日参加も可）
浜矩子さん経済講演会★
総合コースを考える会 10月
7日 ㈯ 午 後1時 ～3時
（0時30分 開
場） 福祉センター 同志社大学
大学院ビジネス研究科教授の浜矩
子さん 100円
（資料代） 当日
会場へ 今井☎49-9451
地域の居場所
「おむすびハウス」
10月オープニングイベント
おむすび倶楽部友の会 ①開
所式＝10月7日㈯午後1時30分～
3時、②朗読と小噺
「絵本と笑い」
＝
8日㈰、③手作りサロン＆カフェ＝
10日㈫、④カフェサロン＝13日
㈮、⑤朗読と歌声
「絵本と音楽」
＝
14日㈯、いずれも午後1時30分～
4時、⑥ゆめ体操をご一緒にしませ
んか
（歌って体操）
＝毎月第1・3金
曜日午後1時30分～3時 おむす
びハウス
（下連雀1-10-20） ①～
⑤100円、⑥300円
（1回）
同
会
（藤原）☎・
46-4117・
omusubimitaka@gmail.com

戦＝14日㈯午前10時～正午 同
法人
（下 連 雀1-14-3） ②500円
同法人
（兼子）
☎47-8706

源氏物語無料公開講座★
こむらさき会 10月11日㈬午
前10時～正午 三中地域交流棟
古典文学・仏像研究家の貝瀬弘
子さん
当日会場へ
荒川☎
090-1697-0034
古ネクタイでネックレス作り
三鷹市の福祉をすすめる女性の
会 10月11日㈬午前10時～正午
福祉センター 400円 戸田
43-2180 戸田☎43-2180
甲州道中の歴史を辿る
「上高井戸
宿～上布田宿」
「歴史の道を歩く会」三鷹支部
10月11日㈬午前10時京王線
芦花公園駅東口改札外集合～午後
3時 500円
五十嵐☎・
49-6101
中高年の体操教室★
みゆきクラブ 10月11日㈬午
後3時～4時30分 SUBARU総合
スポーツセンター テレビ体操イ
ンストラクターの舘野伶奈さん
当日会場へ
斉藤☎090-22192739
NPO法人子育てコンビニの催し
①コンビニひろば＝10月12日
㈭午前10時30分～11時30分、②
自分の強みを知る数秘＆カラー講
座＝16日㈪午前10時～11時30分
元気ひろば おれんじ
（中原3-165） ②1,500円 同法人
①
kosodatenet@mitaka.ne.jp、②
info2@kosodate.or.jp 同法人
☎41-7021
10月おはなしの森―昔話や文学
小品を語りで
「お月さまの話」
ほか
わたげの会 10月14日㈯午後
2時30分～3時30分 中学生以上
の方 西部図書館 当日会場へ
米屋☎33-9011
つぎあてポッケワークショップ！
ピアノに合わせてリズム遊び
NPO法人子ども生活・ゆめこ
うば 10月18日㈬午前11時～正
午 フリースペースつぎあてポッ
ケ
（大沢1-16-26） 300円、お子
さん200円 当日会場へ 同法
人
（相川）
☎34-0040
シニア体操公開講座★
い ち ょ う ク ラ ブ 10月18日
㈬午後1時～3時 SUBARU総合ス
ポーツセンター 元NHKテレビ体
操講師で健康運動指導士の平井
孝子さん
常行☎・ 31-8680

自主性を育てる 知育・造形リト
ミック
（想像力を楽しむ心）
ぷりも・ももリトミック 10
月5・12日の木曜日午前9時30分
～10時30分
平成27年4月2日
～29年3月31日生まれのお子さん
と母親15組 芸術文化センター
500円
（1回）
千 賀 ☎0801227-3048
（平日正午～午後3時）
・
p.rythmique@gmail.com
（先
着制）

笑う呼吸法
（笑いヨガ）
わっははわいわいクラブ 10
月8・22・29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

日本歌人クラブ東京ブロック幹事
の藤井徳子さんによるミニ講演会
「三鷹に住んだ大歌人・宮柊二」
三鷹短歌会 10月18日㈬午後
1時30分～3時30分 芸術文化セ
ンター
八島☎43-6922

ラテンダンス ルンバの基礎★
ペガサス 10月8日㈰午後1時
30分～3時 三鷹駅前コミュニ
ティセンター スタンダード、ラ
テンA級現役プロの山内砂穂さん
当日会場へ 大内☎31-8656

フラワーアレンジメント
（生花・
プリザーブドフラワー）
フラワー・プランティエ 10
月5・19日の木曜日午前10時30分
～正午 三鷹駅前コミュニティセ
ンター 2,500円
（1回）
大西
☎080-1122-6086

NPO法人文化学習協同ネットワー
クの催し
①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＝10月10日㈫・20日㈮午後2時
～3時、②ガリレオ教室
（子ども科
学実験教室）
でモーターづくりに挑

てとてと 野外編 虹染めの会
ヴァルドルフの森キンダーガル
テンなのはな園 10月20日㈮午
前10時～11時30分 井の頭公園
三角広場 1,600円
（材料代を含
む） 当日会場へ 同園
794598

主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

市民のための経済講座
「貨幣
（おカ
ネ）
とは何か？」
★
市民社会の実現をめざす会
10月21日㈯午後1時30分～3時30
分 生涯学習センター 東京外
国語大学教授の中山智香子さん

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

300円 当日会場へ
080-6250-1496

石黒☎

井の頭わが街コンサート
「安芸彊
子さんをしのんで」
井の頭わが街コンサートの会
10月21日㈯午後2時から 明
星学園小中学校いちょうのホール
1,000円、高校生500円
（中学生
以下無料）
同会
（とびやま）
☎
44-1095
第165回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会
10
月22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
中国語初級会話を楽しむ茶話会
中国語を楽しむ会 10月22日
㈰午後1時30分～4時 三鷹駅前
コミュニティセンター
王☎
090-6487-5278
第13回演奏会
女声合唱みたかブルーコーラス
10月22日 ㈰ 午 後2時 か ら
（1時
30分開場） 芸術文化センター風
のホール 当日会場へ 湯浅☎
41-9382
K-WindEnsemble第17回定期演
奏会
10月22日㈰午後2時から 三
鷹市公会堂光のホール 当日会場
へ 同会
（串田） kwe.informa
tion@gmail.com
不登校 親の会
フリースペース コスモ 親の会
10月22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
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
10月24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
写真整理が出来るスクラップブッ
キング―手作りアルバム作成会
ル ヴァンヴェール―緑の風
10月26日㈭・27日㈮午前11時～
午後0時30分 ギャラリーカフェ
「テ ラ ス」
（下 連 雀1丁 目） 1,500
円 写真5・6枚
中野☎0907429-3635・
71-1785・
na-chi-0514@u01.gate01.com
第150回井の頭かんさつ会
「秋の
植物」
井の頭かんさつ会 10月29日
㈰午前10時～正午 井の頭公園
300円 同会
http://kansa
tsukai.net/ 同 会
（日 置） rsf
44658@nifty.com
講習会
「タンゴ」男子の役割・女
子の役割を学びましょう★
ステップ＆ステップ 10月29
日 ㈰ 午 後0時15分 ～2時45分
SUBARU総合スポーツセンター
JCF東部総局審査員の吉田亮一さ
ん、峯岸佳代さん ヒールカバー
当日会場へ 関根☎43-6855
みたか・ダンス交流会―晩秋の
集い
ステップ＆ステップ 11月19
日㈰午後1時～3時 生涯学習セ

申込方法

問い合わせ

10月 26日（木）

いずれも午後5時まで

※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。

催し

10月 12日（木）

ンター 500円 ヒールカバー
当日会場へ 羽根田☎44-10
99

伝言板
糖尿病教室
「糖尿病の検査」
「外食
の仕方・お弁当の選び方」
武蔵野赤十字病院 10月7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
みたか小鳥の森保育園バザー
10月8日㈰午前11時～午後2時
同園隣接の公園 当日会場へ
同園
（関）
☎45-4558
井之頭病院の催し
①東京都精神科医療地域連携
事業 漫才師の松本ハウスさんによ
る住民向け講演会
「相方は、統合失
調 症」＝10月14日 ㈯ 午 後2時 ～4
時、②青木病院長の飛鳥井望先生
による第60回公開講演会
「トラウ
マ体験や死別の悲嘆とどう向き合
うか」
＝21日㈯午前10時～正午
①200人、②120人 ①三鷹産業
プラザ、②同病院 当日会場へ
（いずれも先着制） 同病院☎445331
第41回朝陽学園バザーと物品寄
付のお願い
10月15日㈰午前10時～午後2
時
（8時から整理券配布。雨天の場
合は10月22日㈰に延期） 市役所
中庭 当日会場へ◆物品寄付は新
品の日用雑貨、学用品、贈答品、
CD・本
（中古可）
を開催日の1週間
前までに、直接お持ちいただくか
お送りください
（送料は自己負担）
同学園
（花島）☎32-6234・
34-1170
生涯学習講座 戦間日本
（英語講
座）
ICU 10月18日 ～11月1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☎333013・ http://www.icu.ac.jp/
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 10月18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
2017年度ICU祭／ ICU Festival
2017
ICU祭実行委員会 10月21日
㈯・22日 ㈰ 午 前10時 ～ 午 後6時
同大学 期間中会場へ 同実
行委員会
information@icufes.com
トーンチャイムをやってみよう！
ルーテルこどもクラブ 10月
22日㈰午前10時40分～11時30分
小・中学生の方 ルーテル学
院大学三鷹教会 当日会場へ
同教会☎33-1122

わがまちジャーナル10月号
地上11chで放送中

三鷹阿波おどり
みたか連（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。

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。

ばなお可）
◆勤務期間 11月1日〜平成30年3月
31日
（更新の場合あり）

web-tamashin.jp/bloom/へ
（先着制）

就職活動支援セミナー
「仕事探しのコツと応募テクニック」
10月26日㈭午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職活動中の方
30人
市民協働センター

わくわくサポート三 鷹 相 談 員で2級
キャリアコンサルティング技 能 士の中
里紀子さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保
険受給資格者証
10月23日 ㈪までに必 要 事 項
（11

◆勤務場所 三鷹産業プラザ
◆勤務時間 月 〜 金 曜 日 午 前8時30分
〜午後5時30分
◆報酬
（月額） 226,000円、交通費支給

（上限20,000円）
10月11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 https:

面 参 照）
をわくわくサポート三 鷹 ☎458645・

//www.mitaka.ne.jp/へ。

45-8646へ
（先着制）

平成29年度福祉職場入門研修

11月10～24日の毎週金曜日午前9時
30分～午後4時30分
（全3回）

11月2日㈭までに同研修事務局☎01
20- 998- 632（平日午前9時30分～午

後5時30分。フリーダイヤル）
・
036846-1217へ
（先着制）
（社福）東京都社会福祉協議会☎03-62
61-3925
※くわしくは同協議会ホームページ
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai
taisaku/nyumon.htmlへ。

㈱まちづくり三鷹

契約社員

◆職務内容 一般事務、イベントなど

の企画・運営
（1人）
◆応募資格 中級程度のパソコン操作
ができる方
（普通自動車運転免許があれ

No.1604

で「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市社
会福祉事業団」
・☎44-5211へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。

三鷹ちしろの木保育園
（平成30年4月開園） 職員

2017.10.1

公証週間は、電 話による無料公証相談
も行います。
◆無料公証相談 ☎03-3502-8239
（午

前9時30分～正午、午後1時～4時30分）
東京法務局東京公証人会☎03-35028050、武蔵野公証役場☎22-6606

◆職種 ①保育士
（経験者）
正職員、②

不動産法律相談会

45分～午後8時
（実働平均8時間の交代
制、月1・2回早番、土曜日の勤務あり）
、
③ 月～金 曜 日 午 前8時30分～午 後5時
15分、④応相談

鷹商工会
10月13日㈮午後1時～4時
三鷹商工会館
（下連雀3-37-15）
三鷹商工会☎49-3111へ

保育士
（新卒・既卒）
正職員、③看護師
正職員、④看護師非常勤職員
◆勤務時間 ① ② 月 ～ 金 曜 日 午 前6時

◆勤務場所 同園
（野崎2-11-7）

6

不動産に関する法律・相続・賃貸・売
買などの疑問に専門家がお答えします。
（公社）東京都宅地建物取引業協会、三

同協会武蔵野中央支部☎26-5891

行政書士による無料相談会

◆職種 介護職
（契約職員）
※正職員への登用あり。
◆資格 介護福祉士、介護職員初任者

◆報酬 ①③月額225,300円～、②大
卒＝月額217,390円、短大・専門卒＝
月額202,810円、④時給1,200～1,600
円、交通費支給、住宅手当、賞与あり
※宿舎借り上げ支援制度あり
（月額82,000

◆勤務時間 午 前7時15分～午 後4時、
午前8時30分～午後5時15分、午前11

10月31日㈫
（必着）までに履歴書
（写
真貼付）
を「〒181-0014野崎2-11-7（社福）

同支部☎30-5899、市相談・情報課
☎内線2215

同社☎40-9669

（社福）三鷹市社会福祉事業団

介護の職場で働く意思があり、全回
参加できる方50人
市民協働センター

広報みたか

職員

研修または実務者研修修了者
◆勤務場所 老人保健施設はなかいどう

時30分～午 後8時15分、午 後5時～午
前9時
（月4～6日程度）の4交代制（応相
談）

◆報酬 月額240,000円
（介護福祉士以
外は230,000円）

円まで）
。
◆採用予定日 平成30年4月1日

ちしろの森」へ

同法人☎30-5341・
chishiro.org/

http://www.

◆採用予定日 随時
電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
・
あれば資 格 証の写しを直 接または郵 送

弁護士など8士業による相談会。
10月28日 ㈯ 正 午 ～ 午 後4時
（3時30

三鷹産業プラザ
10月2日 ㈪からの平 日 午 前9時30分

東京公証人会の無料公証相談

都内45カ所の公証役場では、いつで
も無料で公正証書の作成に関する相談

に応じています。10月1日～7日 ㈯の

～午後7時に多摩パブリック法律事務所
☎042-548-2450へ
（先着制）
同事務所☎042-548-2422、
市相談・
情報課☎内線2215

※
「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

「ユネスコ世界遺産の今とこれから」

杏林大学・三鷹ネットワーク大学共催 「地
（知）
の拠点整備」事業

10月21日㈯午後2時～4時
（1時30分開場）
70人
三鷹ネットワーク大学
世界遺産総合研究所所長の古田陽久さん
（写真）
直接または電話、インターネットで同 協 会 ☎43-7812・

無料講演会 脱毛症と再生医療

10月21日㈯午後1時30分～3時
（1時開場）

140人
杏林大学病院
杏林大学医学部皮膚科学教室教授の大山学さん
当日会場へ
（先着制）
杏林大学広報・企画調査室☎44-0611

http://www.mishop.jp/へ
（先着制）
同協会☎43-7812

★ 基礎講座

第6回事業とくらしの無料相談会

者32人

（公財）三鷹国際交流協会・第78回国際理解講座

三鷹ネットワーク大学

市役所1階市民ホール
当日会場へ

分まで受付。1人30分程度）
在勤を含む三鷹・武蔵野市民と事業

※賞与あり
（昨年度実績210,000円程度。
採用1年目は異なる）
。夜勤手当あり
（1回
7,000円）
。

行政手続き、相続、遺言、成年後見
制度に関する相談に応じます。
東京都行政書士会武鷹支部
10月16日㈪午前9時30分～11時50分

★★ 応用講座

★★★専門講座

三鷹ネットワーク大学 秋学期受講者募集中！

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 ☎40-0313・ 40-0314・
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

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

日時・定員・講師・費用など

東京女子大学寄付講座 数学はこんなに面白い！8・11月
「不動点について」 ★★

11月2日㈭午前10時～11時30分
30人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円

くらしとバイオプラザ21企画サロン
サイエンスカフェみたか11月・第43回
「野菜の病害虫対策」 ★

11月9日㈭午後7時～8時30分
20人
住友化学園芸㈱普及部長の草間祐輔さん

三鷹ネットワーク大学企画講座
誰でもできる！起業入門 11月 ★

800円
（茶菓代を含む）

11月11日㈯午後2時～5時
10人
SOHO CITYみたか推進協議会会長の前田隆正さん

東京女子大学寄付講座 数学カフェみたか4・11月
「双曲平面と双曲幾何学（Ⅱ）」 ★★
国立天文台企画サロン アストロノミー・パブ11月・第133回
「ギリシア哲学と宇宙」 ★★
NPO法人みたか都市観光協会寄付講座
「三鷹『通』養成講座」
―井の頭公園検定1級合格者がガイドする井の頭公園の魅力 ★

500円
（飲み物付き）

11月14日㈫午前10時～11時30分
15人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円
ゲストは東京大学大学院人文社会系研究科教授の納富信留さん、ホストは天文ライ
ターでアストロノミー・パブ店主の梅本真由美さん。
11月18日㈯午後6時30分～8時30分
25人
3,000円
（飲食代を含む）
10月3日㈫午前9時30分～10月31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
（申込多数の場合は抽選）
11月19日㈰午前10時～午後0時30分
井の頭地区公会堂
500円

15人

特に記載のないものは10月3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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ファブスペースみたか
（超初心者
向け）
デザイン＆モデリング講習会

連雀歌謡教室

らUVプリンターで出 力まで＝10月12
日 ㈭、13日 ㈮、いずれも午 後1時30分
～4時30分、 ② か ん た ん3Dモ デ リ ン
グ！―スマホスタンド＝10月18日㈬午

30分～3時30分
（全4回）
50人
連雀コミュニティセンター
歌唱健康指導士の細田千惠子さん

連雀地区住民協議会
11月4～25日の毎週土曜日午後1時

①フォトフレーム作り―デザインか

後1時～4時
各4人
三鷹産業プラザ

①㈱ウッドボックスの鎌田純子さん、
②㈱SMPの北原輝明さん
①3,000円、②1,500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

大菊作り講習会

輪台の取り付け方、盆養・ダルマ出品
前の高さ調整、開花までの手入れなど。
10月15日㈰午後1時30分から
JA東 京むさし三 鷹 緑 化センター
（農
業公園内）
三鷹菊友会のみなさん
作業に適した服装
当日会場へ

同センター☎48-7482
※自家用車での来場はご遠慮ください。

みんなでつながる
「老い支度」

10月17日㈫午前10時～11時30分
山中地区公会堂

動きやすい服装、タオル、飲み物
当日会場へ

連雀地域包括支援センター☎40-2635

三鷹いきいきプラスiPad
（アイパッド）
無料体験会

機器は貸し出します。
10月17日㈫・19日㈭午前10時～正

午
（全2回）
おおむね55歳以上の市民でiPad初心
者または未経験者10人
三鷹産業プラザ
10月2日㈪以降の月・水・金曜日
午前10時～午後4時に同会事務局☎705753へ
（先着制）
※ 受 講 者は同 会の会 員になっていただ
きます
（入会金・会費は無料）
。

剪定
（せんてい）
講習会
室内での講習です。

10月17日㈫午前10時～正午
20人
上連雀分庁舎

造園家の加藤治平さん
筆記用具、あれば剪定ばさみ
10月2日㈪午前9時からNPO法人
花と緑のまち三鷹創造協会☎46-2081
へ
（先着制）

第7回

100円
10月2日 ㈪から参 加 費を同センター
へ
（先着制）
同センター☎45-5100

自由自在に書く喜びを！文章講座

①執筆前の準備＝11月6日、②執筆時
の注意点=20日、③実践指導＝12月4日、
いずれも月曜日午後1時30分～3時

16歳以上の方15人
生涯学習センター
小説家の誉田龍一さん
3,000円
（3回分。教材代を含む）
10月2日 ㈪～20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.mi

takagenki-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

男性向け栄養料理教室
新川中原住民協議会

11月9日㈭午前10時～午後1時
市民20人

新川中原コミュニティセンター
管理栄養士の鈴木明子さん
500円

10日、②お口の健康は長寿の秘けつ＝
17日、③足腰の筋力アップ＝24日、い
ずれも金曜日午後1時30分～3時
（全3回）
市民30人
井の頭コミュニティセンター① ② 本
館、③新館
①管理栄養士の早川宏子さん、②歯

第23回三鷹まちづくりフォトコン
テスト作品

室内履き
10月3日 ㈫に直 接、または4日 ㈬
から直接または電話で同センター☎447321へ
（先着制）

市 内で撮 影した、未 発 表でほかに発 表
の予定のない作品
（各部門1人5点まで）
◆部門 一般部門、U18
（18歳以下）
部門
◆賞 各部門＝金賞1点、銀賞2点、銅

科衛生士の佐藤市子さん、③介護予防
運動指導員の並木富士子さん
①②筆記用具、③運動しやすい服装、

緑のボランティア講座

樹 木や雑 木 林、竹 林などの管 理、竹
の伐採実習など。
11月11・25日、12月9日、 平 成30
年1月13・20日、2月3日の土曜日午前
10時～午後3時30分
（全6回）
全回出席できる方25人
市内の公園緑地
（雑木林、竹林）
ほか

東京農業大学教授の濱野周泰さん
5,000円
（活 動 用ヘルメット代を含

む。協会会員は3,000円）

筆記用具、昼食、作業用手袋、活動
しやすい服装

墨絵教室

東部地区住民協議会
11月9・16・30日の木 曜 日 午 前10
時15分～正午
（全3回）
20人
牟礼コミュニティセンター

柳墨会主宰の柳紫水さん
600円
小 皿2枚、雑 巾1枚、筆 洗い
（口の広

い空き瓶など）
2個

11月6日 ㈪ ま で に 参 加 費 を 同 セ ン
ターへ
（先着制）
同センター☎49-3441

みたか健康づくりセミナー
高齢期の
「虚弱」
に注意しましょう！
井の頭地区住民協議会、市
①しっかり食べて低栄養予防＝11月

武蔵野エリア産業フェスタ

三鷹市・武蔵野市・小金井市の中小企業が有する高度な技術や製品を一堂に
展示し、他企業と直接面談することで受注拡大、新規取引先の開拓、情報収集

テーマは
「三鷹の
『瞬間
（とき）
』
を撮る。
」
。
入賞者には表彰状や賞品などが贈呈さ
れます。
市、㈱まちづくり三鷹
◆ 応 募 作 品 1月1日～12月31日 ㈰に

賞3点、全部門＝入賞数点、三鷹フィル

ムコミッション賞1点
平成30年１月10日㈬までにインター
ネットで同社ホームページ
https://
www.mitaka.ne.jp/から専用サイトに
アクセスし、作品画像をアップロード。
応募方法が分からない場合はヘルプデス
ク☎090-1609-4428
（水曜日を除く平
日午後1時～4時）
へ
同社☎40-9669

（社福）三鷹市社会福祉事業団の会員
会費を値下げしました

高齢者や障がいのある方の安否確認付

10月13日㈮
（必着）
までに往復はがき
またはインターネットで必要事項
（11

きの食事配達や生活支援などの利用会員
会費を、10月1日から値下げしました。

NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会」
・
http://hanakyokai.or.jp/へ
（申込多

月 額300円
（1世 帯、別 途サービス利 用
料が掛かります）
、協 力 会 員
（サービス

面参照）
を
「〒181-0012上 連 雀8-3-10

数の場合は抽選）
同法人☎46-2081

エプロン、三角巾、筆記用具
10月8日 ㈰から参 加 費を同センター

へ
（先着制）
同センター☎49-6568

※業者の出店、食品・家電製品などの販
売は不可。
※自家用車での来場はご遠慮ください。

利用会員
（サービスを利用する方）
＝

を提供する方）
＝年額1,000円、賛助会
員 ＝ 個 人は年 額1,000円から、法 人は
年額5,000円から
同事業団☎43-8804へ

シルバー人材センター
生涯学習教室
「油絵教室」
受講生
高齢者用住宅
（福祉住宅）
入居者

緊急通報システムを設置し、生活協
力員を配置しています。
①大沢福祉住宅
（大沢3-8-2）
＝単身用
2戸
（1DK）
、②上連雀福祉住宅
（上連雀
2-14-8）
＝ 単 身 用2戸
（1DK、ガス器 具

毎月第1・2・4金曜日午後1時30分
～3時30分
三鷹市まちづくり交流室
（牟礼6丁目）
月額2,800円
同センター☎48-6721へ
※見学・体験可。

使用不可）
◆家賃
（月 額） ①18,800円 ～36,900
円、②19,000円～37,400円
（いずれも
所得により決定。共益費別）

◆入居資格 次の要件を全て満たす方。
①満65歳以上で自立して生活でき、ほ

かの親族と同居していない、②市内に3
年以上居住している、③住居に困ってい
る
（住宅・土地や共有部分を所有する方
は不可）
、④平成28年中の所得が 256万
8,000円以下である、⑤暴力団員でない
◆入居予定日 12月中旬以降
10月2日㈪～18日㈬
（必着）
に直接ま
たは郵送で「〒181-8555高齢者支援課」
（市役所1階12番窓口）
へ
※10月31日㈫午後2時から抽選会。

10月11日㈬午前9時30分～正午
（11

時30分まで受付）
内職相談は市民
三鷹産業プラザ
雇用保険受給者は雇用保険受給資格
者証、内職相談者は身分証明書
当日会場へ
生活経済課☎内線2543

第124回ミニブルーム交流カフェ

①講演「
『自分らしさ』を生かす『仕事
づくり』
、はじめました」と②トークセッ

などにつながる場を提供します。展示会のほかに講演会も開催します。

秋のフリーマーケット出店者

ションを行います。
多摩信用金庫、日本政策金融公庫

三鷹商工会、武蔵野商工会議所、
小金井市商工会

天時は19日㈰に順延）
在 学・在 勤を含む18歳 以 上の市 民、

分から受付）
創業を考えている・興味がある方、創

※未成年者は保護者の署名、押印が必要。
リサイクル市民工房
10月23日 ㈪
（必 着）までにはがきで
必要事項
（11面参照）
・販売予定品目を
「〒181-8555ごみ対策課」へ
（申込多数
の場合は抽選、結果は封書で送付）

三鷹産業プラザ
①㈱ヒトコトヤ代表取締役の宇山淳
子さん
10月10日㈫午後5時までに創業支
援センターTAMA☎042-526-7766
（平
日午前9時～午後5時）
、ミニブルーム交

11月8日㈬①オープニングセレ
モニー＝午後4時～4時30分、②講
演会「恐竜たちが連れて行ってくれ
る地平」＝午後4時30分～6時30分、
③展示・商談＝11月9日㈭午前11時
～午後5時30分
②500人
小金井 宮地楽器ホール
（小金井市
主催者

日時・期間

対象・定員

本町6-14-45）
②歩く恐竜プロジェクト
「ディノ

アライブ」の金丸賀也さん
①②ファクスまたはインターネッ
トで必要事項
（11面参照）
を小金井市

商工会
042-382-8585・ http:
//koganei-s.or.jp/へ
（先着制）
、③
当日会場へ
同フェスタ委員会事務局
（小金井
市商工会内）
☎042-381-8765
場所・会場

講師

同課☎内線2627

しごとの相談窓口

11月18日 ㈯ 午 前10時～午 後1時
（雨

22店舗
（1区画2×2m）

同課☎内線2533

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

10月12日㈭午前10時〜正午
（9時30

業から間もない方20人

流カフェホームページ
保育あり

https://www.

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。

午後3時解散予定
（雨天中止）
30人
東京環境工科専門学校講師の星野順

子さん
昼食、飲み物、ルーペ、敷物、筆記用具、
雨具、歩きやすい服装
10月2日 ㈪ ～25日 ㈬ にNPO法 人
花と緑のまち三鷹創造協会☎46-2081
へ
（先着制）

※老人保健施設の入所、病院
（療養型施
設）
・長期入院なども、三鷹市社会福祉
協議会が認めた場合は対象です。

6,000円
（1世帯2人目以降12,000円）
10月13日㈮までに同協議会☎793505へ
（申込多数の場合は初参加の方
を優先後、抽選）

健康づくり体験学習会
（日光そば打
ち体験と日光東照宮参拝）
三鷹駅周辺住民協議会

11月1日㈬午前8時三鷹駅南口発
〜日光そば打ち体験～日光東照宮〜三

平成30年1月から大沢総合グラウン
ドで夜間照明設備が利用できます

市民34人
4,500円
（昼食代を含む）
10月11日㈬
（必着）
までに往復はがき
で参加者全員の必要事項
（11面参照）
を

テニスコート＝250円、多目的スポーツ
広場
（新設）
＝500円、サッカー・ラグビー
場＝1,000円、野球場
（B面）
＝1,200円
◇利用時間の拡充

鷹駅南口着
（雨天決行）

「〒181-0013下連雀3-13-10三鷹駅周
辺住民協議会」へ
（1通2人まで、申込多
数の場合は抽選）
同協議会☎71-0025

三鷹動物祭

犬猫の健康相談、高齢動物表彰、介

助犬実演・体験、ふれあい動物園など。
（公社）東京都獣医師会武蔵野三鷹支部
11月12日 ㈰ 午 前9時～正 午
（三鷹市
農業祭と同日開催）
市民センター

当日会場へ。高齢動物表彰への参加
を希望する方は10月17日㈫までに同支
部所属の動物病院
（下記）
へ
◆同支部所属の動物病院
浅野獣医科医院☎45-3884、
アルファ

動物診療所☎46-5585、かえで動物病院
☎31-3232、加藤動物病院☎48-8364、
宍戸動物病院☎48-5362、中原動物病
院☎46-2074、ふじもと動物病院☎240661、三鷹通りどうぶつ病院☎70-1156
環境政策課☎内線2523

介護者のつどい
―千葉県
「たてやま温泉 千里の風」
料理自慢の宿・海と温泉の楽園

50歳以上の初心者水泳講習会

剣道初心者教室

三鷹市体育協会、三鷹市剣道連盟
10月15日 ㈰、11月19日 ㈰、12月
17日 ㈰・23日 ㈷、平 成30年1月7日 ㈰
午前9時～10時30分
（全5回）

三鷹市クレー射撃協会
10月19日㈭午前9時～午後3時

在勤を含む市民
鹿留射撃場
（山梨県都留市）
8,000円
（撃ち返しをする場合は別途

//www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/へ

銃砲所持許可証、弾譲受許可証

卓球練習会

10月23日㈪
（必着）
までに往復はがき
で必要事項
（11面参照）
を「〒181-8799
三鷹郵便局留三鷹市水泳連盟」へ
（申込
多数の場合は抽選）
同連盟
（丸岡）
☎47-1346
（夜間のみ）
・
maru.c1945@kmh.biglobe.ne.jp

東京都、（公財）東京都体育協会、三鷹

午後3時～5時
（全3回）

在学・在勤を含む6歳以上の市民30人
SUBARU総合スポーツセンター

市体育協会、三鷹市弓道連盟
10月22日㈰午後1時～4時30分
（雨天

午後3時～6時

200円
（1回）
ラケット、ボール、室内履き
当日会場へ
（先着制）

決行）
在学・在勤を含む60歳以上の市民お
よび同連盟会員

同連盟
（柳沢）
☎43-3350

旧第二体育館和洋弓場
弓道用具、弓道衣、飲み物

カワハギ釣り大会

三鷹市釣魚連盟
10月15日㈰午前5時30分市役所前ま
たは三鷹駅南口集合～午後5時30分市役

10月15日 ㈰
（必 着）までに必 要 事 項
（11面参照）
・性別・段位を「〒181-00

所前または三鷹駅南口解散
（雨天決行）
在学・在勤を含む18歳以上の市民お

10月11・25日、11月8日の水曜日

パソコンで文 字 入 力やメール受 信が
でき、全回参加できる方8人
三鷹産業プラザ
M's Createの土井松志さん
1,000円
（1回）

Wi-Fi対応のノートパソコン
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

第91回太宰治作品朗読会『朝』
『雪の夜の話』

入可）
、帽子、長靴
（スニーカーでも可）
、
雨 具、昼 食、15ℓ程 度のクーラーボッ

朗読は、俳優で演劇集団アクト青山主宰の小西優司さん
（写真）
。
11月17日㈮午後6時～6時50分
25人
太宰治文学サロン
11月7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

チケットインフォメーション

同財団 ☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/

三回忌・原節子

芸術文化センター 星のホール 全席指定
10月14日㈯ 各回2本立て／昼夜入替制
昼の部 午前11時／夜の部 午後4時上映開始
チケット発売中
各回 会員＝900円 一般＝1,000円 学生＝800円
『誘惑』
（松竹大船／1948年／85分／白黒／16㎜）
監督：吉村公三郎 出演：原節子、佐分利信、
杉村春子 ほか
『白痴』
（松竹大船／1951年／166分／白黒／35㎜）
監督：黒澤明 出演：原節子、森雅之、三船敏郎
ほか
※この映画シリーズは、毎月1回、平成30年3月まで
続きます。

水着、水泳帽、ゴーグル、タオル、バ
スタオル、ロッカー代100円
（返還式）
、

ミタカフェセミナー
「自分で作ろう！
会社のウェブサイト制作講座」

みたかシニア弓道大会

以内の介護経験者、要介護者が老人ホー
ムに入所してから2年以内の方35人

CINEMA SPECIAL

SUBARU総合スポーツセンター
4,500円
（保険料を含む）

当日会場へ
同協会
（上野）
☎090-4050-5204

三鷹市卓球連盟
10月14・21日、11月25日の土曜日

11月14日 ㈫ 午 前8時30分 市 役 所
発～15日㈬午後4時30分市役所着予定
在宅などで高齢の家族を介護してい



三鷹市水泳連盟
11月1～22日の毎週水曜日午前9時
～11時
（全4回）
在 学・在 勤を含む 50歳 以 上の市民
10人

1ラウンド1,000円が掛かります）

スポーツ推進課☎内線2931

さお
（貸しさおあり）
、仕掛け
（現地購

後6時～8時）

靴箱代100円
（返還式）

◆種目 トラップおよびスキート
◆ 試 合 方 法 両 種 目 と も100点 満 点、
撃ち返しあり、最高点を採用

に拡充します。
10月1日から三鷹中央防災公園・元
気創造プラザ講座申込システム https:

8

野）☎090-1129-8190・
yoshino@
ci.kagu.tus.ac.jpへ
（先着制）

第67回三鷹市市民体育祭
クレー射撃大会

夜間照明設備の利用開始に伴い、上
記施設の利用時間を午前7時〜午後9時

2017.10.1

04新 川6-37-1三 鷹 市 体 育 協 会」
・
mitakakyudo@yahoo.co.jpへ
同連盟
（中井）
☎090-9676-0966
（午

当日会場へ
（先着制）
同連盟
（吉野）
☎31-4837

◇施設・料金
（1面30分）

No.1604

クス、飲み物、酔い止め
10月11日㈬ ま で に 必要事項
（11
面参照）
・貸しさおの有無を同連盟
（好

在学を含む小学生以上の市民20人
SUBARU総合スポーツセンター

よび同連盟会員25人
久里浜・巳之助丸
（神奈川県横須賀市
久比里1-1-4）
12,500円
（乗 船 料、氷・餌 代、保 険
料を含む）

る市民、要介護者が亡くなってから2年

広報みたか

みたかジュニア・オーケストラ
（MJO） 第3回オータム・コンサート

『白痴』
©1951松竹株式会社

芸術文化センター 風のホール 全席指定 10月15日㈰ 午後2時開演
チケット発売中
会員＝800円 一般＝1,000円
市内の小学生～高校生＝500円
小学生～高校生＝800円
未就学児
（4歳以上）
＝無料
※3歳以下のお子さんのご入場はご遠慮ください。
［出演］
内藤佳有
（指揮）
、小川正毅
（指揮）
、みたかジュ
ニア・オーケストラ
（管弦楽）
［曲目］
モーツァルト：弦楽四重奏曲第17番
『狩り』
よ
り第1楽 章、第4楽 章、バッハ：ブランデンブルグ協
奏曲第3番BWV1048、ハイドン：交 響曲第102番
Hob.I:102 ほか

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

● インターネット予約（要事前登録）

☎47-5122

パソコン
携帯電話

芸術文化センター

10:00〜19:00

● 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）

http://mitaka-art.jp/ticket
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
http://mitaka-art.jp/ticket-m
※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。
（座席自動採番）

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
学児の入場をお断りしています。

※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。

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。

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.1604

子どもの居場所づくり講座
「子どもの声を聴く」

料代を含む。
① 抱っこひも、飲み物、タオル、②
バスタオル、授 乳ケープ、④ ⑤バスタ

10月25日～11月22日の毎週水曜日

午後6時30分～8時30分
（全5回。8日㈬
は７時～９時）
在勤・在活動を含む市民で子どもに
関心のある方30人
みたかボランティアセンター
500円
（社協会員は300円）
10月2日 ㈪ ～20日 ㈮ に 必 要 事 項

オル、⑥タオル3枚、ビニール袋
10月16日 ㈪ 午 前9時から必 要 事
項
（11面参照）
・お子さんの名前
（ふりが
な）
・年 齢を同センター☎46-0048・

46-0148・ kyoudou@collabomitaka.jpへ
（先着制）

三鷹産野菜収穫体験＆
エコ料理教室

（11面 参 照）
・保 育の有 無とお子さん
の年齢・応募動機・質問などを三鷹市
社 会 福 祉 協 議 会 ☎76-1271・

●市役所電話（代表） ☎45-1151

2017.10.1

「収穫野菜たっぷりの豚汁」
「青菜のサ

ラダ」
「新米のおにぎり」など。
11月19日㈰午前10時～午後2時

76-

1273・ chiiki@mitakashakyo.or.jp
へ
（申込者多数の場合は抽選）

市 内の小 学3～6年 生と保 護 者12組

家庭教育学級

市教育委員会、四小、同校PTA
講 演 会「
『生きる力』もめごとはこや
し」＝10月26日㈭午前10時～正午
（9時

24人
大沢地区の畑、大沢コミュニティセ
ンター
管 理 栄 養 士でママkidsネットワーク

花まる学習会野外体験部部長の箕浦
健治さん
筆記用具、室内履き、下足入れ

ル2枚、古 布
（約10cm角に切ったもの）
2枚、軍 手2組、ビニール袋2枚、お子
さんの室内履き、
動きやすい服装・靴
（ス

40分開場)
四小

子育て世代向け
―和食の基本

支援課
（市役所1階16番窓口）
・
479577へ
（申込多数の場合は抽選）
同課☎内線2652

北野ハピネスセンターの歯科相談

11月16日、平成30年1月18日、3月
15日の木 曜 日、いずれも午 前10時15
分～11時45分
障がいがあり、次のようなことでお

困りの方。① 口の中で気になることが
あるが、歯科医院の受診を迷っている、
② 歯ブラシの使 用などが難しい、③ 指
示に従うことが苦 手、雰 囲 気に慣れる
のに時 間がかかるなどの理 由で受 診を
ためらっている
同センター☎48-6331へ

の伯母
（うば）
直美さん
エプロン、三 角 巾、布 巾2枚、タオ

10月19日㈭までに指導課☎内線

3243へ

10月20日 ㈮までに直 接またはファ
クスで必要事項
（11面参照）
を障がい者

カート・ハイヒール不可）

11月2日㈭
（必着）
までに参加者全員の

料理の基本教室

必要事項
（11面参照）
を
「〒181-8555環境
政策課」
・ kankyo@city.mitaka.tokyo.
jpへ
（申込多数の場合は初めて参加する

「豚肉のしょうが焼き」
「キュウリとワ

カメの三杯酢」
「けんちん汁」など。

方を優先して抽選。結果は通知します）

井の頭地区住民協議会、市
10月26日 ㈭ 午 前10時15分～午 後0

生涯学習自主グループを対象に
保育サービスを提供します
（12月分）

4〜18日の毎週月曜日午後、毎週水

管理栄養士の葭谷麻利子さん
500円
（材料代）

エプロン、三角巾、布巾、スリッパ、
筆記用具
10月11日 ㈬に直 接、または12日
㈭から直 接または電 話で同センター☎
44-7321へ
（先着制）

おやこでよってチョコっとあっぷ
るーむ
（11月）

NPO法人みたか市民協働ネットワーク
①ママ護身術エクササイズ
（キック編）
＝2日㈭、②みんな一緒にベビーマッサー

曜日午前、21日㈭午後
コミュニティの創生に関する地域の
課題について主体的な学習を行う自主グ
ループ、2グループ。保育は1歳～未就
学児、1グループ5人
（1歳児は2人）
まで
子ども発達支援センター
10月2日㈪～13日㈮に必要書類を生

涯学習課
（第二庁舎2階）
へ
（申込多数の
場合は抽選）
同課☎内線2921

いきいき健康講座
「脳と体を混乱さ
せて認知症を予防しよう」

までのお子さんと親、妊 婦、① 首 据わ
り ～1歳6カ 月 の お 子 さ ん と 母 親6組、
②9カ月までのお子さんと保 護 者8組、
③ ⑥6組、④6カ月～2歳 前のお子さん

と保護者6組、⑤⑨ハイハイ前のお子さ
んと母親8組、⑦4カ月～1歳6カ月のお
子さんと保護者8組、⑧妊婦、首据わり
までのお子さんと保護者4組、⑩10組
市民協働センター
① ④ ⑦ ⑨1,500円、 ② ⑤1,800円、
③ ⑥2,000円、⑧1,500円
（夫 婦2,000
円）
、⑩500円
※①防犯ホイッスル付き、②⑤オイル・
シート代を含む、③さらし付き、⑥ 材
対象・定員

①元気ひろば おれんじ
（中原3-1-65）
、
②高齢者センターけやき苑
（深大寺2-2913）
、
③特別養護老人ホーム恵比寿苑
（牟
礼1-9-20）
、④ピアいのかしら
（井の頭
2-13-6）
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

シルバー人材センター作品展

10月13日㈮～15日㈰午前10時～午
後5時
（13日は午 後1時から、15日は3
時まで）
同センター
期間中会場へ

精神科専門医による個別相談。

①10月5日、②11月2日の木曜日、い

ずれも午前10時30分～正午
（1回30分）

①第二庁舎、②三鷹市公会堂さんさ
ん館
障がい者支援課☎内線2656へ

園児、小・中学生作品展、ふれあい
広場、
模擬店など。
「みたか太陽系ウォー

ク2017 スタンプラリー」
の当日限定
「彗
星
（すいせい）
スタンプ」を設置します。
連雀地区住民協議会

10月14日㈯・15日㈰午前10時～午
後3時30分
（15日は3時まで）
連雀コミュニティセンター
期間中会場へ
同センター☎45-5100

第27回東部コミュニティまつり
みたか星風マート
（障がい者自主製品展示即売会）
市、星と風のカフェ

10月4日㈬午前10時30分～午後2時
（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

東部地区住民協議会
10月28日㈯・29日㈰午前10時～午

後4時
（29日は3時まで）
牟礼コミュニティセンター
期間中会場へ
同センター☎49-3441

秋の植物観察会

10月30日㈪午前10時多磨霊園管
理事務所前
（正門）
集合～浅間山公園〜

健康コラム

「災害時医療救護所」
の場所を
確認しておきましょう
三鷹市医師会☎47-2155

日㈭、④親子ヨガレッチ＝11日㈯、⑤ベ
ビーマッサージで親子のふれあい＝13
日㈪、⑥ママの手仕事
「冬支度」
オリジナ
ル・キッズマフラーを作りましょう！＝
16日㈭、⑦ベビーサインで楽しい子育
て＝20日㈪、⑧泣きやむ、よく寝る抱っ
この方法と抱っこひも＝25日㈯、⑨ヨ
ガママで骨盤調整
（ハイハイ前）＝27日
㈪、⑩こもれび子育てサロン・冬を楽し
く おやこでほっと一息タイム＝30日
㈭、いずれも午前10時30分～正午
特に記 載のないものはおおむね3歳

日時・期間

①10月12日㈭午後1時～3時、②19
日 ㈭ 午 後2時～4時、③20日 ㈮ 午 前10
時～正午、④25日㈬午前10時～正午
介護者、介護経験者

第33回連雀コミュニティまつり

三鷹市精神保健福祉相談

ジ＝6日㈪、③産前・産後の骨盤ケア＝9

主催者

介護者ひろば

同センター☎48-6721

同課☎内線2523

時30分
市民20人、保育8人
井の頭コミュニティセンター新館

同施設☎44-2255
（火～土曜日午前
11時30分～午後7時）

10月25日㈬午後2時～3時30分
65歳以上の市民30人
新川中原コミュニティセンター
フィットネスインストラクターの清
水武さん
飲み物、動きやすい服装
10月2日㈪午前9時から直接または
電話で健康推進課☎内線4224へ
（先着制）

聴覚障がい者のための
パソコン講習会

パソコンの基本操作を中心に、スマー
トフォンを使った情報収集も学びます。
11月2～16日の毎週木曜日午後1時
30分～4時
（全3回）
在学・在勤を含む市民で聴覚障がい
のあるパソコン初心者8人
市役所5階

場所・会場

講師

市内で震度6弱以上の地震が発生
した場合は、三鷹市医師会、歯科医

力し、限られた医療資源を最大限に活
用して効率的な医療活動を行うため、

て自院を閉院し、職員は各住区に設
置された災害時医療救護所
（井の頭
地区＝五小、東部地区＝高山小、新
川中原地区＝中原小、連雀地区＝南
浦小、駅前地区＝三小、西部地区
＝井口小、大沢地区＝大沢台小）
や、
医療拠点である市内6病院
（三鷹病
院、篠原病院、野村病院、井之頭病
院、三鷹中央病院、長谷川病院）
に
分散して参集します。また、三鷹商

ので受診できません。被災し、けが
をしたり、体調が悪くなったりした
方でも、歩ける場合はお近くの災害
時医療救護所に行ってください。医
療拠点となっている6病院は主に、歩
けないような重症の方を診療するた
め、受診しても医療救護所に回され
る可能性が高くなります。
なお、杏林大学病院は、最重症者
の診療を行う災害拠点病院に指定

師会、薬剤師会、助産師会、柔道整
復師会に所属する医療機関はすべ

工会の職員も事務スタッフとして
参集します。平成28年11月、武蔵
野病院は閉鎖されたため、医療拠点
は6病院となりましたので、ご注意
ください。
大規模災害が発生した場合、多数
の傷病者が発生しますが、医療を提
供する側も被災しているため、医療
サービスの著しい供給不足が予測さ
れます。活動可能な医療スタッフが協

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

災害時医療救護体制をとります。か
かりつけ医療機関は臨時休診となる

されているため、軽症の方が直接受
診しても診療してもらえません。
また、持病のある方は最低でも3
日分、できれば1週間分のお薬を備
蓄しておくと安心です。
大規模災害時、バスは止まり、道
路は閉鎖され自動車を使えない可能
性が高いので、徒歩で行くことを前
提に医療救護所の設置場所を確認し
ておきましょう。

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。

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
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●市役所電話（代表） ☎45-1151
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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）

お知らせ
家庭系ごみ指定収集袋の
減免申請会場が変わります
10月22日㈰の衆議院議員選挙
に伴い、10月10日㈫〜26日㈭は
第二庁舎1階で、27日㈮以降はご
み対策課
（第二庁舎2階）
で申請を
受け付けます。
同課☎内線2535

コンビニ交付一時停止のお知らせ

都庁の電気設備点検に伴い、コンビニ

エンスストアでの住民票の写し・印鑑登

録証明書などの交付を一時停止します。
10月21日㈯
※市内の自動交付機は使用できます。
市民課☎内線2326

「敬老のつどい」
の中止について

9月17日の
「敬老のつどい」
（2日目）
は、

東京都最低賃金の改正

10月1日から東京都最低賃金が時間

額958円に改 正されました。都 内で働

マイナンバーカード
（個 人 番 号カー
ド）または住 民 基 本 台 帳カードをお持

10月19日㈭・20日㈮＝ごみ減量・
リサイクル協力店、24日㈫＝三鷹駅南

師が必 要と認めたコルセットなどの治
療用装具代を支払った、③骨折、脱臼、

三鷹上連雀郵便局で
証明書交付サービスを開始します

袋の一 層の削 減を推 進するため、啓 発
用ポケットティッシュを配布します。

ちの方は、10月2日 ㈪から三 鷹 上 連 雀

口、いずれも午後5時～6時

郵便局
（上 連 雀9-42-24）内のマルチコ
ピー機
（多機能端末機）
でも住民票の写
しなどが取得できます。
平日午前9時～午後5時
※利用時間が市内の自動交付機および

全 国のコンビニエンスストアと異なり
ますのでご注意ください。
※コンビニ交 付の利 用 申 請がお済みで
ない方は、事 前に市 民 課
（市 役 所1階7
番窓口）
で申請が必要です。
同課☎内線2326

平成25年3月までごみ焼却場として使

今 号のテーマは「
“コーヒーいれて！”

する経路がないことから「健康被害が生
じるおそれがない土地」に指定されまし

企画経営課☎内線2115

◆工事の説明会

新築や建て替え、出入り口を変更し

たときは住居表示新築届出が、共同住
宅など建物の名称を変更するときは物
件 名 称 変 更 届 出が必 要です。届け出
がないと、正しい住 所が確 定せず、転
入・転居、印鑑登録などの手続きがで
きない場 合がありますのでご注 意くだ
さい。
市民課
（市役所1階）
☎内線2323へ

中小企業退職金共済制度
（中退共制度）
をご活用ください

中小企業の事業主が、従業員の退職
金を計画的に準備できる国の退職金制
度です。

中小企業退職金共済事業本部☎
03-6907-1234・ http://chutaikyo.
taisyokukin.go.jp/へ

赤い羽根共同募金にご協力を

10月1日から第71回赤い羽根共同募
金を実施しています。地域に根差した社
会福祉サービスを支援するために、今年
もみなさんのご協力をお願いします。
三鷹市募金委員会事務局
（三鷹市社会
福祉協議会）
☎46-1108
※

道路交通課☎内線2884

場合は、医療費を全額自己負担で支払っ

環 境に配 慮した買い物の実 践とレジ

用していた同センター敷地内
（新川1-61）
の土地の一部から土壌環境基準を超
える物質が検出され、東京都に報告した
ところ、基準を超えた物質を人が摂取

住居表示の届け出をお願いします

原付バイク4,000円）
を徴収します。

替え払いした場 合は、療 養 費の支 給を
受けることができます。次に該 当する
た後、保険課へ支給申請してください。
審査で保険診療分として扱える金額を
決定し、自己負担相当額を差し引いた
金額を支給します。
◆対象

しました。ご来場された皆様をはじめ、
関係者の皆様に深くお詫びいたします。
高齢者支援課☎内線2625

から
“Shall we?”へ 男 女をめぐる四 半
世紀」
。市内公共施設・郵便局などで配
布しています。

所
（中原3-3-15、☎44-0012）
で保管し、
返還の際には撤去料
（自転車2,500円、

10月は環境にやさしい買い物キャン
ペーン月間 ─マイバッグキャンペー
ンを実施します

環境センターで
アスファルト被覆工事を行います

男女平等参画を考える啓発誌
『Shall we?』
65号を配布中

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

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）

くすべての労働者に適用されます。
東京労働局賃金課☎03-3512-1614、
東京都最低賃金総合相談支援センター
☎0120-311-615
（業務改善助成金など
について。フリーダイヤル）

台風18号の接近に伴い中止しました。
防災無線、広報車での中止のお知らせが
全ての方に届かず、大変ご迷惑をお掛け

申し 込 み記入例

た。現在、土地の一部をシートで覆って
いますが、さらなる安全対策としてアス
ファルト舗装などの工事を行います。

10月5日㈭午後7時～8時30分、8日
㈰午後2時～3時30分

新川中原コミュニティセンター
当日会場へ
ごみ対策課☎内線2533
※自家用車での来場はご遠慮ください。

駅前放置自転車
クリーンキャンペーン
「困ります！
自転車置きざり知らんぷり」

10月19日 ㈭～27日 ㈮の期 間 中、放
置自転車の撤去体制を強化します。定
期・一時利用駐輪場をご利用ください。
◆自転車を放置すると
● まちの美 観を損ねるだけでなく、体

の不 自 由な方や高 齢の方など、歩 行

●

者が歩きにくくなり危険です
安 全でスムーズな車の通 行ができな
くなり交通渋滞を招きます

災害時の避難や、消防車の消火・救
急活動を妨げます
◆放置自転車などは撤去します
歩道・車道などに放置している自転
車や50㏄以下の原動機付自転車
（原付バ
イク）
は撤去します。撤去した自転車・

◇ボランティアとして参加しませんか
三 鷹 駅 南 口でキャンペーンに協 力し
ていただける方を募集します。
10月10日 ㈫ ま で に 必 要 事 項
（11面
参 照）
・学 生は学 校 名と学 年をごみ対
策 課 ☎ 内 線2535・
47-5196・
gomi@city.mitaka.tokyo.jpへ
同課☎内線2535

税

打撲、捻挫などで柔道整復師の施術を

受けた、④医師が必要と認めたマッサー
ジ、はり、灸
（きゅう）
の施術を受けた
（単
に疲労回復や慰安を目的としたものや、
疾病予防のためのものなどは対象外）
※支給は申請から3カ月程度かかります。
※医療費を支払った日の翌日から2年を
過ぎると申請できません。
同課☎内線2388へ

金

臨時納税相談窓口を開設します

同日程で電話相談も受け付けます。
10月12日㈭～22日㈰の平日午前8時
30分～午後5時、土・日曜日午前9時～
午後4時30分

就学時健康診断通知書を
発送しました

内容を確認し、必ず受診してください。
平成30年4月に小学校に入学するお子
さん
（23年4月2日～24年4月1日生まれ）

納税課
（市役所2階25番窓口）
※土・日曜日は庁舎南側スロープ下の地

児童手当を振り込みます

固定資産税
（償却資産分を含む）
・都市計

児童育成手当を振り込みます

下1階警備室前通用口からお入りください。
◆相談・納付
（納入）
できる税目など
市民税・都民税
（普通徴収・特別徴収）
、
画税、軽自動車税、法人市民税、国民
健康保険税、後期高齢者医療保険料
同課☎内線2432

10月31日㈫は市民税・都民税の
納期
（第3期）
です

学務課☎内線3238

10月10日 ㈫に6～9月 分の児 童 手 当
を指定預金口座に振り込みます。
子育て支援課☎内線2753

10月10日㈫に6～9月分の児童育成手
当を指定預金口座に振り込みます。同手

当は、ひとり親家庭などの経済的負担軽
減のために支給する手当です
（所得制限あ
り）
。くわしくは、
みたか子育てねっとホー
ム ペ ー ジ http://www.kosodate.
mitaka.ne.jp/をご覧ください。
子育て支援課☎内線2751

市 税を未 納のままにすると、法 令に
基づき延 滞 金が加 算されます。特 別な
事情で納期内納付が困難な場合は、納
税課
（市 役 所2階25番 窓 口）
へご相 談く
受験生チャレンジ支援貸付
ださい。納付は便利な口座振替のほか、 （無利子）
金 融 機 関やコンビニエンスストア、ペ
学習塾受講費
（200,000円まで）
、受験
イジー対応のATMでも可能です。
料
（高校27,400円、大学80,000円まで）
※ゆうちょ銀行は同課へお申し込みくだ
さい。また、キャッシュカードによる口

を貸し付けます
（返済免除制度あり）
。
中学3年生、高校3年生などのお子さ

同課☎内線2417
（口座振替）
・☎内線
2433
（納税相談）

電話連絡のうえ、必要書類を三鷹
市社会福祉協議会☎46-1108へ

座振替受付サービスを実施しています。

●

原付バイクは、三鷹市自転車等保管場

① 旅 行 先での急 病など、やむを得ず保
険 証で治 療が受けられなかった、② 医

医療費を全額自己負担したとき
（療養費の支給）

国民健康保険加入者が医療費を立て

んを養育し、一定要件を満たす方

西多世代交流センターの催し

◆乳幼児のあそびひろば
乳幼児タイム＝開館日の午前9時～午
後1時、サークルタイム＝月～土曜日午
前11時15分〜11時45分、乳幼児向け
秋の運動会＝10月4日㈬午前11時から
当日会場へ
◆子ども料理教室「トーフDEだんご」

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509号（10月1日〜10月14日）
庁舎等建替えに向けた基本的な考え方／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
※同番組は無料動画共有サイト「YouTube」でも配信しています。

交換手に各課の内線番号をお伝えください。

●困りごとの相談は

市民相談専用電話

●あなたのご意見を

市民の声専用FAX

☎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」

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.1604│平成29年│2017.10.1

●いつでも無料で

防災無線の内容確認

☎0120-119-921（フリーダイヤル）

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 ）

2017みたかケンコウデスカ？デー

第5 回

─ 健康のために、今日からできることがあります！

健康推進課☎内線4202

星と森と絵本の家☎39-3401

何かやらなきゃと思ってはいるけれど、何をしたらいいのか分からない。そんな方に、すぐに

実践できる生活習慣の改善方法や健康づくりに役立つ情報を紹介します。2017みたかスポーツ

フェスティバル
（1面参照）と同日開催です。「みたか太陽系ウォーク2017 スタンプラリー」の当
日限定
「彗星
（すいせい）スタンプ」を設置します。
10月8日㈰午前10時〜午後3時

総合保健センター（元気創造プラザ2階）

※自家用車での来場はご遠慮ください。

ントを開催します。くわしくは同イベントホームページ
mitaka-ehon-ichi.jimdo.com/をご覧ください。

https://

三鷹まるごと絵本市 特別企画

当日会場へ

◆主なイベント

10月7日㈯〜22日㈰の期間中、市内のあちこちで絵本を楽しむイベ

◆ 神沢利子さんのおはなし会

『くまの子ウーフ』や
『ふらいぱんじいさん』など、世

・最新健康機器による体成分測定と測定結果説明会

代を超えて愛される児童文学作家で、市内在住の神沢

・管理栄養士・歯科衛生士によるお口と栄養のおはなし会

利子さんによる、特別おはなし会です。

・けんこうクイズラリー
（先着制でプレゼントを差し上げます）

10月18日㈬午後3時〜3時30分

◆さまざまなブースが登場します

星と森と絵本の家

トクホってなぁに？／お口のこと歯(し) ってますか？／おいしく減塩
しよう！
（※）
／乳がん・肺がん予防／血圧・運動機能測定 など

※ご自宅のみそ汁の塩分濃度を測定します。ご希望の方はみそ汁を
お持ちください。

東京都健康づくり
推進キャラクター
「ケンコウデスカマン」

ミタカメくん

当日会場へ

◆ おとな絵本ラウンジ特別編
「おとな絵本バー」

夜の街中で、絵本が大好きな大人同士が語り合う「おとな絵本バー」

を開催します。飲み物片手に、絵本の話をしませんか。気軽にお越し
ください。

地域安全市民のつどい

守ろうよ わたしの好きな 街だから

10月21日㈯午後6時〜9時

絵本市ステーション
（下連雀3-22-13 キズナ・バー）
500円（ワンドリンク付き）

安全安心課☎内線4521

当日会場へ

10月11日㈬〜20日㈮の全国地域安全運動にちなみ、防犯・交通安全に役立つ情報や振り

込め詐欺への対処法などを紹介する催しです。歌手のDream Amiさん

第3回

（写真）
が一日署長として参加します。

三鷹警察署、三鷹防犯協会（共催：三鷹市）

10月14日㈯ 午後2時〜4時15分（1時開場）
三鷹市公会堂光のホール

三鷹駅前ストリートパーティー

700人

当日会場へ（先着制）

NPO法人みたか都市観光協会☎40-5525

◇プログラム 式典／振り込め詐欺などの被害防止寸劇／杏林大学生に
よるダンスパフォーマンス・管弦楽・マジックなど

さまざまな団体が連携して、ユニークなイベントを開催します。
10月22日㈰午前10時〜午後6時

特に記載のないものは当日会場へ

第4回図書館フェスタ
当日会場へ

❶三鷹コラルワンコイン商店街

各店が趣向を凝らし、税込み100円・500円の商品をご用意

三鷹図書館（本館）☎43-9151

します。また、22日限定のスタンプラリー参加者には、同会

三鷹図書館サポーターのみなさんが同館の庭をガーデンカフェとして演出。参加者が一押し

場で開催する
「三鷹ゆかりのアニメ
『魔法の天使 クリィミーマ

の本の魅力を紹介し合う書評ゲーム
「ビブリオバトル」も見逃せません。本や読書の魅力を再発
見できるイベントです。

ミ』ビジュアル展」
のオリジナルエコバッグを贈呈します
（先着

※自家用車での来場はご遠慮ください。

100人）。

10月15日㈰午前10時〜午後4時30分（同館は午前9時30分〜午後5時開館。雨天時は一部プ

三鷹コラル商店会

ログラムの変更あり）

50以上の出店者によるアート、手づくりクラフト、パフォー

午前10時〜午後4時

マンスなど。

古本市、パンやコーヒー・紅茶の販売（いずれも午前10時〜午後3時）、市民グループ「ピピッ

三鷹中央通り商店会

タパン」によるシャンソンショーやジャズ演奏（午前11時〜正午、午後1時〜2時30分）

三鷹中央通り商店街

午前10時〜午後2時
「本の修理屋さん」による本の修理実演・展示
修理の実演を行いますので、ご自宅の破損本をお持ちください（先着20人）

「まるごと1日絵本リレー」
や
「変身フォトスポット」
など。
みたか・子どもと絵本プロジェクト連絡会
午前10時〜午後5時

品などを販売するほか、ワークショップなども行います。

絵本市ステーション
（下連雀3-22-13 キズナ・バー）
、みた

「おはなしどんどこ」
「あずきの会」によるおはなし会
午前10時30分〜11時、午後2時30分〜3時
3歳以上のお子さん

かスペースあい ほか

❹2017 MITAKA HALLOWEEN

午前11時〜11時30分
子どもの本クイズ
正解者にはバルーンアートを差し上げます（協力：三鷹市文庫連絡会）。

お店を巡る「お菓子ラリー」や、ハロウィーン撮影ができる

「フォトブース」
を設置します
（完全予約制）
。正午から中央通り

布えほんの展示
「てのひらの会」から寄贈していただいた手作りの布えほんを展示します。

で仮装パレードも開催しますので、ぜひご覧ください。
withbaby

午後2時30分〜4時30分
「みたかとしょかん図書部！」によるビブリオバトル
一押しの本の魅力を3分で紹介。観戦者に
「読みたい」と思わせたら勝ちの書評ゲーム。今回は

三鷹駅前周辺

❶ 〜❸ のイベントでは、当日限定「彗星（すいせい）スタンプ」

を同館☎43-9151へ

も登場します。

午後3時15分〜4時

対象・定員

http://withbaby.jpへ

スタンプを集めてオリジナル天文グッズをもらおう。上記

紹介希望者は10月13日㈮までに必要事項
（11面参照）・参加部門・紹介したい本のタイトル

日時・期間

1,000円

❺ みたか太陽系ウォーク2017 スタンプラリー

紹介者として参加する場合は紹介したい本

主催者

正午〜午後4時

withbabyホームページ

「学校が舞台の物語部門」
「フリーテーマ部門」
でチャンプ本を決定します
（紹介者は各部門先着2人）
。

市外局番「0422」は省略。

正午〜午後6時

❸三鷹まるごと絵本市（最終日。上記もご覧ください）

午前10時〜午後4時
ひとはこ絵本市
出店者のみなさんが「ひとはこ」分のスペースを使って、絵本や絵本に関係するおもちゃ、手芸

三鷹まるごと絵本市企画ワークショップ
魔法の言葉を書いてお守りを作ります。

三鷹コラル

❷ M -マルシェ

主なプログラム
ガーデンカフェ

午前10時〜午後5時

みたか太陽系ウォーク実行委員会ほか

場所・会場

講師

費用

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

