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催し
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://enchante-
de-connect.wix.com/enchante 
で確認） 同会☎080-3356-5617

よもぎBOOKSの催し
①本屋でドキュメンタリー映画

『カレーライスを一から作る』上映
会＝1月21日㈰午前10時 ～11時40
分、②『ママが10にん！？』絵本原
画展＝1月27日㈯～2月12日㉁の正
午から、③『ママが10にん！？』作
者による読み聞かせ＆クイズ大会＝
2月11日㈷午前11時から、午後3時
から ①15人 同店（下連雀4-15-
33） ①1,400円（お土産付き）

①直接または電話・電子メール
で同店（辰巳）☎050-6870-6057・

yomogiworks@gmail.com（先着
制）、②③期間中会場へ

不登校 親の会
フリースペース コスモ 親の会 1

月21日㈰午後2時～5時、2月18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

元気ひろば おれんじの催し
①手作りアクセサリー教室＝1月

22日㈪午後1時～2時30分、②笑い
ヨガ（ラフターヨガ）＝24日㈬午後2
時～3時30分、③ロミロミマッサー
ジ（ハワイ式マッサージ）＝25日㈭午
前10時～11時、④かぎ猫のかぎ針
教室 ミニチュアサンキャッチャー作
り＝30日㈫午前10時～11時30分
同会（中原3-1-65） ①2,500円、②
600円、③500円（10分）、④1,500円

④3／0号のかぎ針 同会☎
76-5940・ genkiorangeazuma@
gmail.com

井の頭シャッタークラブ 第23回
写真展

1月23日㈫～28日㈰午前11時～
午後6時（23日は午後1時から、28日
は4時まで） 三鷹市美術ギャラリー

期間中会場へ 畑☎46-1086

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

1月23日㈫午後0時30分～2時
当日会場へ◆物品提供は冬・春物衣
類と新品の食器やタオルのみ。セー
ル当日を除く平日午前9時～午後5
時 同センター☎48-0648

みたかふれあいサロンの催し
①iPad講座＝毎月第2・4火曜日、

毎週金曜日午後1時15分～3時45
分、②ICT（スマホ タブレット パソ
コン）あれ？それ！相談会＝2月6日
㈫午後3時45分～5時45分 ②1～
2人 三鷹産業プラザ ①2,000円

（1回）、②500円（30分。別途材料代、
教材代が掛かります） NPO法
人シニアSOHO普及サロン・三鷹☎
40-2663・ 40-2664（②先着制）

おむすび倶楽部友の会の催し
①おむすびサロン＝毎月第1・3

金曜日午後1時30分～4時、②手作
りサロン＆カフェ＝毎月第2・4火曜
日午後1時30分～3時30分、③ゆめ
体操＆カフェ＝毎月第2・4金曜日午
後1時30分～3時、④歌声カフェ＝
毎月第2・4土曜日午後1時30分～4
時、⑤ママカフェ＝1月31日㈬午前
10時～正午、⑥アロマハンドクリー
ムづくりの会＝2月10日㈯午前10時
～11時30分、⑦ママカフェ＆おひ
なさまリースづくり＝2月21日㈬午
前10時～正午 おむすびハウス（下
連雀1-10-20） ①②100円、③④
⑤200円、⑥400円（資料代・材料
代を含む）、⑦300円 ①～④当
日会場へ、⑤～⑦同会（藤原）☎46-
4117・ omusubimitaka@gmail.
com

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 1月24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

玉川上水の歴史探訪
三鷹の歴史研究会 1月25日

㈭午前10時多摩モノレール玉川上
水駅南口広場集合～午後3時 400
円（資料代） 太田☎・ 48-5952

こひつじ共育センターの催し
①助産師さんと話そう！なんで

も・なんでも相談＝1月25日㈭午前
10時30分～11時30分、②親子でバ
レンタインフラワーアレンジメント
＝2月8日㈭午前10時～11時 ①1
歳未満のお子さんと母親10組、②
10組 同センター（北野3-1-3） ②
1,500円 ①1月24日㈬、②1月
31日㈬のいずれも午後6時までに
藤重☎69-3303・ info@risoumi
rai.co.jp（先着制）

せっけんの香りのするパフュー
ムフラワーアレンジメント

アトリエ プルメリア 1月25日、
2月1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

2,000円 同会☎080-1122-
6086

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 1月26日㈮、2月8日㈭

午後1時30分～4時30分 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

講演会「旅と風景 城のある風景
とその鑑賞法」★

「武蔵野」の意味を探る 1月27
日㈯午後1時～3時 生涯学習セン
ター 国士舘大学文学部主任教授
の内田順文さん 当日会場へ 岡
本☎45-5568

三鷹雑学大学第31回講義「声に出し
て楽しむ名作―音読朗読で文学を味
わうナレーター体験をしませんか」

1月27日㈯午後1時30分～3時30

分 消費者活動センター 当日会
場へ 岩永☎090-4220-1227・
http://mzatsugaku.wpblog.jp/

第13回にじの会公開講座 生活介
護事業の実践

（社福）にじの会 1月27日㈯午後
1時30分～4時 大沢にじの里（大
沢1-6-3） 当日会場へ 同法人（下
山）☎39-2411

三鷹一日うたごえ
1月27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☎48-
4688

足から健康を考える外反母趾（ぼ
し）巻き爪改善

倉橋 1月27日㈯午後2時から
三鷹市公会堂 さ ん さ ん 館

1,500円（マッサージオイル代を含
む） 倉橋☎090-4941-3533・

32-1662

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 1
月28日㈰午前11時30分～午後1時
30分 井の頭東部地区公会堂 当
日会場へ 楠☎090-6405-5120・

Intl.Friends123@gmail.com

地域で、あなたもできること―
LGBTとともに暮らすために

三鷹LGBTアライズ 1月28日㈰
午後1時～4時 100人 市民協働
センター 交流会は500円 当日
会場へ（先着制） 同センター（高橋）
☎46-0048

猫の譲渡会
みたか123 1月28日㈰午後1時

～5時 アドリブ・カフェスタジオ
（下連雀9-11-7） 当日会場へ 牧
野☎090-7707-5070

2018年新春中国語を楽しむ茶
話会

中国語を楽しむ会 1月28日㈰
①初級＝午後1時30分～3時、②中
級＝3時10分～4時40分 三鷹駅
前コミュニティセンター 王☎
090-6487-5278

Abendstern Chamber Orche
stra　第12回定期演奏会

1月28日㈰午後1時30分～4時
芸術文化センター風のホール 当
日会場へ ACO広報担当 aco.
toiawase@gmail.com

数秘＆カラー講座
NPO法人子育てコンビニ 1

月29日㈪午前10時 ～11時30分
元気ひろばおれんじ（中原3-1-65）

1,500円 同法人 info2@
kosodate.or.jp

ステップⅡ自由練習会
三鷹ダンスクラブ 2月2～23

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

訪問診療を続けていて気づいたこ
と★

三鷹・高齢社会をよくする会
2月2日㈮午後2時～4時 生涯学
習センター 訪問診療医の高橋壮
芳さん 当日会場へ 新井☎31-
8889

身近な社会のつくり方―子ども
若者ボランティアワークのかたち

認定NPO法人文化学習協同ネッ
トワーク 2月3日㈯午後1時30分～
4時 20人 みたかスペースあい

同法人 47-8709・ center@
npobunka.net（先着制） 同法人（兼
子）☎47-8706

東京大学医学部付属病院 近藤伸
介さんによる「大人になってわか
る発達障害」

三鷹市精神障がい者地域支援連
絡会 2月3日㈯午後2時 ～4時
三鷹産業プラザ （社福）巣立ち会

（小林）☎34-2761・ 39-7781

第2回三鷹がん哲学外来カフェ
（がん患者・家族の対話）

日本基督教団相愛教会 2月3日
㈯午後2時～4時 同教会（牟礼4-3-
46） 200円 当日会場へ 宮本
☎44-7518

医師若林研司さんによる「脳梗塞」
についてと患者の経験談

三鷹市医療と福祉をすすめる会
2月3日㈯午後2時～4時 三鷹駅

前コミュニティセンター 当日会場
へ 駒林☎44-4962

一人で悩まないために…相続・
遺言等相談会

行政書士暮らしの相談センター
2月4日㈰午前10時30分～午後4

時30分 三鷹駅前コミュニティセ
ンター 同センター（菅井）☎24-
7069・ 24-7441（当日参加も可）

第40回月曜会絵画展
2月6日㈫～11日㈷午前10時～午

後6時30分 三鷹市美術ギャラリー
期間中会場へ 高須☎34-5247

気楽に手作りの会（粘土アート・
羊毛・トールペイント・つる＆籐・
押し花・ビーズ編み）

2月8日㈭午後1時 ～3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
初回1,200円 野間☎090-5301-
6818

杏林大学准教授榎本雪絵さんに
よる健幸ストレッチ教室

体笑会 2月10日㈯午後1時30
分～3時30分 60歳以上の方30人

杏林大学井の頭キャンパス（下
連雀5-4-1） 500円（教材代）
1月31日㈬までに必要事項（15面参
照）を同会☎090-7173-6425・
taishohkai@yahoo.co.jp（申込多数
の場合は抽選）

この国は本当に平和なのか？―沖
縄から見えてくること★

辺野古に基地はいらない！in 三
鷹 2月10日㈯午後2時～4時30分

生涯学習センター 国際基督教
大学教授の田仲康博さん 500円

（資料代） 当日会場へ 同会
nobasehenoko_in_mitaka@yahoo.
co.jp

やさしい社交ダンス入門講座（ブ
ルース・ワルツ・ジルバ・タンゴ）

ダンスサークル・ペガサス 2
月17・24日、3月10・24日 の 土曜
日午後4時～5時30分 三鷹駅前コ
ミュニティセンター 500円（1回。
高校生以下は無料） 当日会場へ
大内☎31-8656

中国古典思想講座「戦国策」★
漢詩のひろば 2月20日㈫午後

2時～4時 生涯学習センター 三
鷹サテライト教室漢詩講座講師の小
笠原博慧さん 200円（資料代）

加藤☎45-6302

共栄大学元教授の山田さんによ
る自分らしい生き方を創るエニ
アグラム心理学入門

NPO法人日本人間関係心理士協
会 2月26日～3月26日の毎週月曜
日午後1時 ～4時30分 10人 三
鷹産業プラザほか 3,000円（1回）

同法人☎・ 57-6547・
jahrp-micenter@jcom.zaq.ne.jp（先
着制）

伝言板
第14回こころとからだの健康シ
リーズ「脳の病気―脳出血・脳梗
塞など」

長谷川病院 1月21日㈰午後2時
～3時30分 三鷹産業プラザ 当
日会場へ 同病院☎31-8600

“道”から見たアジア・アフリカ世
界―経済・文化のネットワークの
観点から

アジア・アフリカ図書館 1月28
日㈰午後2時～4時 同館 500円

同館☎44-4640・ 46-5107
・ aa-lib@aacf.or.jp

がんと共にすこやかに生きる講
演会「がん対策政策、制度、お金」

杏林大学医学部付属病院がんセ
ンター 2月3日㈯午後1時30分～2
時30分（1時から受付） 240人 同
病院大学院講堂 当日会場へ（先着
制） 同大学病院がんセンター事務
局☎47-5511

国立精神・神経医療研究センター
病院 中川栄二さんによる「発達障
害の診断と最新の薬物治療」 

ルーテル学院大学臨床心理相談
センター 2月3日㈯午後1時30分
～3時 保育（2歳～未就学児）7人

同大学ブラウンホール 保育は
1,000円 同センター（坂下）☎
32-0316

ICU宗教音楽センターの催し
①Organ for Kids ICUオルガン探

検―小学生と保護者のためのオルガ
ンレクチャーコンサート＝2月11日
㈷午後1時～2時、②レクチャーコン
サート 琉球の祈りの響き＝12日㉁
午後1時～3時 ①小学生と保護者

同大学礼拝堂 ①同センター
smc@icu.ac.jp、②当日会場へ 同
センター☎33-3330
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　東京農工大学農学部の前身、駒場農学校は明治11年から
獣医学教育を開始しました。現在の農学部共同獣医学科には、
戦前の掛け図など馬関連の学術教材資料類が保存されていま
す。細密に描かれた教育掛け図や模型資料から、馬の育成や
疾病治療に貢献した近代獣医学の歴史をご覧ください。
3月20日㈫まで（2月4日を除く日・月曜日、祝日、2月23

日㈮・24日㈯、3月9日㈮・10日㈯は休館）
同館（小金井市中町2-24-16）　 期間中会場へ

◆講演会「人と馬との絆」
3月3日㈯午後1時30分から
同大学名誉教授の田谷一善さん、日本中央競馬会

馬専門獣医師の石丸睦樹さん
◆ミニチュアホースふれあい体験
3月3日午前11時～正午、午後2時～3時
同館　 いずれも当日会場へ

東京農工大学科学博物館企画展

同館☎042-388-7163


