7

広報みたか
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●市役所電話（代表） ☎45-1151

2018.1.1
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
三鷹都市計画公園の都市計画変更
案の縦覧と意見書の受け付け

北野中央公園と新川天神山公園を都
市計画公園として位置付けるものです。
◆縦覧
1月9日㈫～23日㈫の平日午前8時30
分～午後5時
緑と公園課（市役所5階56番窓口）
◆意見書の提出

1月23日
（必着）
までに意見と必要事項
（上記参照）
を
「〒181-8555緑と公園課」
・
midori@city.mitaka.tokyo.jpへ
同課☎内線2833

「三鷹市小額契約受注希望者登録制
度」
の受け付けを開始します

同制度は、市が発注する小額な契約
（入札によらない契約）について受注希
望者のリストを作成し、発注する際の
参考資料とすることで、市内事業者の
受注機会の拡大と地域経済の活性化を
図ることを目的とするものです。
1月15日 ㈪～2月2日 ㈮に所 定の申
請書（市ホームページから入手可）と必
要書類を契約管理課（第二庁舎3階）へ
※登録の要件・申請方法、対象となる
契約など、くわしくは市ホームページ
をご覧ください。
同課☎内線2263

1月15日㈪〜2月9日㈮は
冬の耐震キャンペーン

①耐震フォーラム＝1月16日㈫午後
1時〜4時30分、②耐震化個別相談会

＝16日午後2時30分〜5時、③耐震改
修工法などの展示会＝21日㈰〜23日
㈫午前10時〜午後6時（23日は4時30
分まで）、④ 防 災 体 験・耐 震 改 修バス
ツアー＝2月2日㈮・3日㈯・9日午後

①250人、②30組、④各日20人
①②都庁都議会議事堂、③新宿駅西
口広場、④清水建設技術研究所、本所防
災館、立川防災館、都内マンションなど
①②④必要事項
（上記参照）
、②は希
望の時間帯・相談内容、④は希望日を同

事務局☎045-661-1415・

045-661-

0604・ taishin2018@y-offside.co.jp
へ（先着制）、③期間中会場へ
同事務局☎045-661-1415
※ツアーのコースなど、くわしくは東京都
耐震ポータルサイト http://www.tai
shin.metro.tokyo.jp/をご覧ください。

避難行動要支援者名簿の
提供に関する研修会・説明会

1月31日㈬午後1時30分～3時30分

町会、自治会、マンション管理組合、
民生・児童委員、自主防災組織の方70人
第二庁舎4階

NPO法人災害福祉広域支援 ネット
ワーク・サンダーバード副 代 表の高 橋
洋さん
直接または電話で地域福祉課（市
役 所2階22番 窓 口）☎内 線2663へ（先
着制）

税

金

1月31日㈬は市民税・都民税の
納期
（第4期）
です

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
ださい。納付は便利な口座振替のほか、
コンビニエンスストアやペイジー対応

のATMでも可能です。
同課☎内線2417（口座振替）
・☎内
線2433（納税相談）

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

当日会場へ
◆幼児料理教室「ヨーグルトポムポム」
17日㈬午後2時から、3時から
150円
エプロン、三角巾、タオル、皿、フォー
ク、飲み物
15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☎31-60
39・
31-6261へ
◆冬の風物あそび
昔あそび、お汁 粉（1杯50円）
・綿 菓
子（1本30円）の販売など。
20日㈯午後1時30分～4時
当日会場へ
同センター☎31-6039

むらさき子どもひろばの催し
（1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～11時30分、げんきっ
子ランド＝ 火～金 曜 日 午 前9時～10時
50分
（23日 ㈫・26日 ㈮を除く）
、みん

なであそぼ！＝火～金曜日午前11時～
11時30分
（17日㈬・23日・26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＝10日 ㈬・
11日 ㈭ 午 前11時 ～11時30分、 ② け
ん 玉 工 作 ＝13日 ㈯ 午 前10時30分 ～
11時30分、③にこにこキッズ＝17日
午 前10時45分～正 午（10時30分から
受 付）、④リズム遊び＝23日 午 前11

時～11時30分、⑤mamaカフェ＝26
日 午 前10時30分 ～11時30分、 ⑥ 変
身スペシャルバースデー＝30日 ㈫・
31日㈬午前11時～11時30分
①③⑥就学前のお子さん、②3歳～
就学前のお子さんと保護者10組、④1
歳6カ月～就学前のお子さん、⑤1歳6
カ月までのお子さんと母親10組

西多世代交流センターの催し
（1月）
◆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、お正月あそ
び＝4日㈭～11日㈭午前9時〜午後5時、
アスレチック＝10日㈬午前10時から

成人を祝福するつどい
（成人式）
児童青少年課☎内線2713
対象者には12月上旬に案内状をお送りしました。20歳の記念に、ぜひご
参加ください。
1月8日㈷午後1時～3時30分
（0時30分から受付）
平成9
（1997）
年4月2日～10
（1998）
年4月1日生まれの方
三鷹市公会堂光のホール・さんさん館
案内状を持参し、当日会場へ
（式典のメイン会場
〈光のホール〉
への入場は
先着制。定員を超えた場合は中継会場
〈さんさん館〉
へご案内）
※自家用車での来場はご遠慮ください
（送迎のみ可）
。
※現在は市外在住で、三鷹市の成人式に参加希望の方はご連絡ください。

※

申し 込 み記入例

③のみ牟礼コミュニティセンター
①⑤タオル
当日会場へ
（②⑤は4日㈭から直接ま
たは電 話で同ひろば☎49- 5500へ
〈先
着制〉
）
◆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～4時45分
（29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、③スポーツの日 ＝ 木 曜
日午後3時30分～5時、④大すごろく大
会＝13日午後2時～3時、⑤卓球大会＝
26日 午 後3時30分～4時45分、⑥ 一 輪
車教室＝29日午後3時40分～4時30分
④15人
①③⑤⑥飲み物、タオル（③⑥運動

靴、⑥あれば一輪車）
当日会場へ
（④は4日から直接または
電話で同ひろば☎49-5500へ
〈先着制〉）
同ひろば☎49-5500

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）

曜日午前10時～午後2時（4・18・25
日の木 曜 日、5日 ㈮を除く）、②ひよ
こランド＝水曜日午前10時～午後1時

①就学前のお子さん、②1歳までの
お子さん
◆おもちゃの病院
10日㈬午後2時～4時
特殊部品などの交換は実費
◆定例行事
水曜文庫によるおはなし会「てぶく
ろ」＝10日午後3時30分〜4時、トラン
ポリンの日＝20・27日の土曜日午後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。
◆正月まつり
昔あそびを中心としたお祭りです。
13日㈯正午～午後3時
いずれも当日会場へ
同センター☎44-2150

妊婦さん、赤ちゃんがいる方向け
オペラミニコンサート
お子さんも一緒に参加できます。
1月15日㈪午後1時～3時
生涯学習センター
当日会場へ

みたかボランティアセンター☎761271、三鷹市助産師会ホームページ
http://mitaka-jyosanshi.net/

すくすくひろばの催し
（1月）
◆キッズヨガ
24日㈬午後2時～3時

初めて参 加する市 内の2歳6カ月～
3歳のお子さんと保護者12組
10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）

◆ワークショップ「3menパパの子 育
て法」

27日㈯午前10時30分～正午
1～3歳のお子さんを持つ父親で初めて
受講する市民15人、保育
（3カ月～年少児）
9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

地域支援セミナー
「学校生活で大切
なこと 就学に向けて育てたい力」
1月25日㈭午前10時～正午
市 内の発 達に課 題があるお子さん
の保護者40人
福祉センター

1月19日㈮までの平日午前9時～
午 後5時に子ども発 達 支 援センター☎
45-1122へ（先着制）

子育て世代の方の料理の基本教室

「豚肉のしょうが焼き」
「けんちん汁」
「水ようかん」など。
1月27日㈯午前10時15分～午後1時
市民24人、保育8人
東多世代交流センターの催し
（1月）
◆親子ひろば
大沢コミュニティセンター
①わくわくランド＝月・火・木・金

500円（材料代）

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）
。

