
2017三鷹ウエスト祭り
◆種目　ニュースポーツ体験、フットサ
ル体験、ソフトバレーボール大会など

三鷹ウエスト
11月23日㈷午前9時～午後3時
二小、二中

当日会場へ。ソフトバレーボール
大会のみ事前に同クラブ（西野入）☎31-
4072へ
三鷹市民駅伝大会の 
ボランティアを募集
　11月26日㈰に開催する同大会のボラ
ンティアを募集しています（昼食の支給
あり）。

在学・在勤を含む高校生以上の市民
20人

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
ほか中継所

11月10日㈮（必着）までに往復はがき
または電子メールで必要事項（15面参
照）・性別を「〒181-8555スポーツ推進
課」・ supotsu@city.mitaka.tokyo.
jpへ（先着制）

同課☎内線2931
第2回初心者硬式テニス教室

三鷹市体育協会、三鷹市テニス協会
12月1日㈮・4日㈪・6日㈬・7日㈭・

11日㈪・14日㈭・18日㈪・21日㈭午前
10時～正午（全8回。予備日1月11日㈭）

20歳以上の市民12人
新川テニスコート
5,000円（8回分）
ラケット、テニスシューズ
11月21日㈫（必着）までに往復はが

きで必要事項（15面参照）・テニス歴を
「〒181-0013下連雀5-3-1-111藤瀬隆
始」へ（申込多数の場合は抽選）

三鷹市テニス協会（藤瀬）☎42-3282
ソフトバレーボールフェスト
　初心者体験コーナー、シッティングバ
レーボールの体験コーナーもあります。
◆種目　ファミリーの部（小学4～6年
生2人と大人2人）、シニア女子の部（50
歳以上）、シニア混成の部（50歳以上の
男女、男子は2人以下）

三鷹市ベッセルスポーツクラブ
12月2日㈯午前10時～午後5時

市民
SUBARU総合スポーツセンター
当日会場へ
同クラブ（有宗）☎90-3669・ besse

rung2017@gmail.com

国際基督教大学　市民聴講生
科目により異なる
学生を除く18歳以上の市民
1科目15,000円（別途教材代が掛か

ります。1科目に限り1,500円を市と同
大学が助成）

11月28日㈫までの平日午前9時～午
後5時に受講料を同大学総務グループ社
会サービス担当へ（正午～午後1時を除
く。郵便振替可）

同大学☎33-3013
※科目などくわしくは同大学ホーム
ページ http://www.icu.ac.jp/へ。
三鷹市シルバー人材センター生涯
学習教室「想いを贈る絵手紙教室」

毎月第2・4水曜日午前9時30分～11
時30分
※11月29日㈬に無料体験教室あり。

同センター
月額2,400円

同センター☎48-6721へ
三鷹いきいきプラス 
iPad（アイパッド）無料体験会

11月14日㈫・16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
11月6日㈪以降の月・水・金曜日

午前10時～午後4時に同会事務局☎70-
5753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）。
リサイクル市民工房の催し

①ぽんぽんリース作り＝11月15日、
②クレイジーキルトのポーチ作り＝22
日、③タオルドッグ作り＝29日、いず

れも水曜日午後1時～3時30分
各12人
筆記用具、①毛糸（太さ自由、白・

こげ茶・赤・黄・ベージュ・肌色など
6色以上）、厚紙10×10㎝1枚、キャラ
クター用パーツやフェルト、ビーズな
ど（目、鼻、つの用）、接着剤、はさみ、
②布5×5㎝5・6枚、レース10㎝、キ
ルティング布18×20㎝、バイヤステー
プ（バイヤス用布でも可）1m、マジック
テープかスナップボタン1個、裁ちばさ
み、裁縫道具、③浴用タオル1枚、ハン
ドタオル1枚、フェルト（赤と別に2色）、
目用パーツ（動眼やボタンなど）、髪用
毛糸、ひも、あれば首飾り用鈴など、綿、
接着剤、はさみ、裁縫道具

①11月7日㈫、②14日㈫、③21日㈫
（いずれも必着）までに往復はがきで必要
事項（15面参照）を「〒181-8555ごみ対
策課」へ（申込多数の場合は抽選）

同課☎内線2533
市民大学総合コースオープン講座

「グローバル化と格差 
―格差の政治争点化」

11月18日㈯午前10時～正午（9時30
分開場）

在学・在勤を含む市民90人
生涯学習センター
東京大学大学院教授の古城佳子さん
当日会場へ（先着制）
同センター☎49-2521

冬の寄せ植え講習会（初心者向け）
11月18日㈯午後1時30分～3時
20人
農業公園
1,000円（材料代）
作業に適した服装

11月6日㈪午前9時から直接また
は電話でJA東京むさし三鷹緑化セン
ター☎48-7482へ（先着制）
※自家用車での来場はご遠慮ください。
タイルのデコパージュ教室

連雀地区住民協議会
11月18日㈯午後1時30分～4時30分
市民15人
連雀コミュニティセンター
600円（材料代）

黒のボールペン、はさみ
11月6日㈪から直接または電話で

同センター☎45-5100へ（先着制）
三鷹いきいきプラス講演会 

「商品・製品づくりのエピソード」
11月20日㈪午後1時30分～3時30分

（1時開場）
おおむね55歳以上の方100人
三鷹産業プラザ
花王㈱元社長の後藤卓也さん
当日会場へ（先着制）
同会事務局☎70-5753（月・水・金

曜日午前10時～午後4時）
※参加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）。
みんなでつながる「老い支度」

11月21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☎40-26 

35
ファブスペースみたかワークショップ
―モデリングマシン（切削加工機）
でマグネットをつくろう！

11月23日㈷午後1時30分～4時
2人
三鷹産業プラザ
㈱ウッドボックスの浅古綾香さん
1,500円
必要事項（15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

認知症を正しく知ろう！ 
認知症サポーター養成講座

地域ケアネットワーク・大沢、大沢
住民協議会

11月25日㈯午後1時30分～3時30分
40人
大沢コミュニティセンター
大沢地域包括支援センター長の香川

卓見さん
同協議会☎32-6986へ（先着制）

植木の剪定（せんてい）講習会
11月26日㈰午後1時30分～3時30分

（雨天時は翌日に順延）
農業公園

アレクサンダー・クリッヒェル　
ピアノ・リサイタル
芸術文化センター　風のホール　全席指定
12月2日㈯　午後3時開演  
チケット発売中
会員＝S席4,050円、A席3,150円
一般＝S席4,500円、A席3,500円
U-23（23歳以下）＝2,500円
［曲目］ガーシュウィン：ラプソ
ディ・イン・ブルー（ピアノ独奏版）、
ラべル：夜のガスパール、ムソル
グスキー：組曲『展覧会の絵』
　名門ソニー・クラシカルと専属契約を結び、ヨーロッパ
で熱い注目を浴びているドイツの新鋭ピアニストです。

柳
や な ぎ や

家喬
き ょ う た ろ う

太郎みたか勉強会
芸術文化センター　星のホール　全席指定
平成30年2月24日㈯
昼の部 午後2時／夜の部 午後6時開演　
チケット発売日
会員＝11月19日㈰　
一般＝11月22日㈬
各回　会員＝2,250円　
一般＝2,500円
※1人各回2枚まで。
※昼の部と夜の部で、演目が異
なる場合があります。
　常に挑戦し続ける、柳家喬太郎さんの落語会で
す。お見逃しなく！

柳
やなぎや

家権
ご ん た ろ う

太楼独演会
芸術文化センター　星のホール　全席指定
平成30年3月11日㈰　午後2時開演　
チケット発売日
会員＝11月19日㈰　
一般＝11月22日㈬
会員＝2,700円　
一般＝3,000円　
学生＝2,000円　
高校生以下＝1,000円
　爆笑派の寄席の華、柳家
権太楼さんの落語を満喫し
てください。

チケットインフォメーション

©Henning Ross

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。

●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）
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
※U-23（23歳以下）、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。 
※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。

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。

●インターネット予約（要事前登録）
パソコン  https://mitaka-art.jp/ticket
携帯電話  https://mitaka-art.jp/ticket-m 
 （座席自動採番）

●電話予約　
芸術文化センター  
☎47-5122 
 10:00～19:00

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）。

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

発売初日は電
話とインター
ネットで受け
付けし、窓口
販売は翌日か
らです。

チケット
お求め方法

●市役所電話（代表）　☎45-115111 広報みたか　No.1606　2017.11.5

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


