
2月6～27日の毎週火曜日午前10時
～午後2時

消費者活動センター
当日会場へ
同センター☎43-7874

「駅前 風のサロン」朗読 
―武蔵野の民話と日本の童謡

三鷹駅周辺・地域ケアネットワーク
2月8日㈭午後1時30分～3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
当日会場へ
地域福祉課☎内線2662

ファブスペースみたか　 
レーザーカッター無料デモ体験会

2月8日㈭午後2時～3時
8人
三鷹産業プラザ
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

観世・宝生・金剛・喜多　 
四流派による新春謡曲・仕舞大会 

（解説付き）
三鷹市能楽会
2月11日㈷正午～午後4時
生涯学習センター
当日会場へ
同会（池内）☎090-4839-4106

「俳句の楽しさ」 
高柳克弘さんの講演と全句講評

三鷹俳句会
2月12日㉁午後0時30分から
35人
生涯学習センター
500円
1人1句
同会（根岸） 43-0416へ（先着制）
同会（根岸）☎43-0416

初心者向け 
オーケストラを聴いてみよう！

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
①学校では教えてくれないクラシック

音楽の秘密＝2月24日㈯午後2時～3時
30分、②これで予習はバッチリ！ミタカ・
フィルの演奏会を味わい尽くそう＝3月3
日㈯午後2時～3時30分、③リハーサル
見学＝3月10日㈯午後2時～3時、④トウ
キョウ・ミタカ・フィルハーモニア第76
回定期演奏会鑑賞＝3月11日㈰午後3時
から

16歳以上の方30人
①②生涯学習センター、③④芸術文

化センター風のホール
①②音楽家で作曲家の小室敬幸さん
2,000円、④希望者のみ鑑賞代3,600

円（23歳未満3,000円）
2月9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（15面参
照）・同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.mitakagenki-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
在学・在勤を含む市民を優先して抽選）

生涯学習センター☎49-2521
介護者談話室ランチ会

2月27日㈫正午～午後2時
市内の介護者、介護経験者35人
季寄せ蕎麦　柏屋（下連雀3-35-1三

鷹コラル4階）
1,500円

1月22日㈪～2月2日㈮に三鷹市社
会福祉協議会☎79-3505へ（申込多数の
場合は現在在宅介護中の方を優先して
抽選）
バス研修「早春の房総で花摘み」
　花摘みと海鮮の浜焼きを楽しみます。

三鷹いきいきプラス
3月13日㈫午前8時15分市役所集合

～午後5時市役所解散
在勤を含む55歳以上の市民40人
千葉県南房総市富浦
3,500円（入場料、昼食代、保険料）
1月31日㈬（必着）までに往復はがき

で必要事項（15面参照）を「〒181-0013
下連雀3-38-4三鷹産業プラザ310三鷹
いきいきプラス」へ（1通2人まで。申込
多数の場合は抽選）

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）。

3月の小学校校庭開放（団体貸し切
り）の予約受け付け

市ホームページでご確認ください

2月4日㈰～10日㈯に各コミュニティ
センターへ

スポーツ推進課☎内線2934
シニアスポーツ大会（ボッチャ）

三鷹市東部地区住民協議会
2月4日㈰午前10時30分～正午
30人
牟礼コミュニティセンター
タオル、飲み物、室内履き

同センター☎49-3441へ（先着制）
スポーツ指導員一般教養研修会

三鷹市体育協会
①講習会＝2月 9日㈮・10日㈯午後7時

～9時、②実技＝2月17日㈯午後1時～3時
三鷹市スポーツ指導員資格保有者ま

たは資格認定希望者（同協会加盟団体の
推薦を受け申し込む）各回80人

①生涯学習センター、②SUBARU総
合スポーツセンター

スポーツ指導員証、②室内履き
1月23日㈫～2月3日㈯に申込書（同協

会で配布、市ホームページからも入手可） 
を直接またはファクス、電子メールで同 
協会 43-2500・ qqrt38y9@fancy. 
ocn.ne.jpへ（先着制）

同協会☎43-2500（日・月曜日、祝日 
を除く）
パドルテニス初心者講習会

連雀地区住民協議会
2月10日㈯午後1時～4時
小学生以上の市民30人（低学年は保

護者同伴）
連雀コミュニティセンター

室内履き、飲み物
1月31日㈬までに直接または電話

で同センター☎45-5100へ（先着制）
健康体操教室 

「健康寿命をのばそう！」
三鷹駅周辺住民協議会
2月10日㈯午後1時30分～3時
40人
三鷹駅前コミュニティセンター
健康運動指導士の森本友紀恵さん
運動靴、飲み物

直接または電話で同センター☎
71-0025へ（先着制）
卓球練習会

三鷹市卓球連盟
2月10・24日、3月3・10・24・31

日の土曜日午後3時～6時
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
200円
ラケット、ボール、室内履き
当日会場へ（先着制）
同連盟（柳沢）☎43-3350

シニアのバドミントン教室
連雀地区住民協議会
2月17日㈯・18日㈰午後1時～4時（全

2回）
30歳以上の市民30人
連雀コミュニティセンター
ラケット、室内履き、飲み物

1月26日㈮～2月16日㈮に直接ま
たは電話で同センター☎45-5100へ（先
着制）
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独演会
三鷹市公会堂　光のホール　全席指定
4月1日㈰　午後2時開演　
チケット発売日
会員＝1月21日㈰
一般＝1月25日㈭
会員＝3,150円　
一般＝3,500円
※�本公演の購入は�
1人4枚まで。
　まさに円熟の語
り口の柳家小三治
師匠の落語を、心
ゆくまでご堪能く
ださい。 柳家小三治　©山田雅子
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独演会
芸術文化センター　星のホール　全席指定
4月14日㈯　午後2時開演　
チケット発売日
会員＝1月21日㈰　
一般＝1月25日㈭
会員＝2,700円　
一般＝3,000円　
学生＝2,000円　
高校生以下＝1,000円
※�発売初日の購入は1回につ
き4枚まで。

　通をうならせつつ、落語
初心者の方にもおすすめの
柳亭市馬の落語会です。 柳亭市馬　©御堂義乗

東西狂言の会
三鷹市公会堂　光のホール　全席指定
5月3日（木・祝）　午後2時30分開演　
チケット発売日
会員＝1月28日㈰　
一般＝1月31日㈬
会員＝3,600円　
一般＝4,000円　
高校生以下＝2,000円
※�発売初日の購入は1回につき�
4枚まで。
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」野村萬斎、�
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」茂山あきら、�
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」野村万作、（解説）高野和憲
　関東の野村家、関西の茂山家の共演で、狂言の至芸をお楽しみ�
ください。

野村萬斎野村万作

愛され続ける歌舞伎・文楽の世界

　日本の伝統芸能である歌舞伎・文楽について、成り立ちや名作鑑賞の勘ど
ころなど、その魅力を映像や資料で分かりやすく紹介します。

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
2月24日、3月10・17・24日の土曜日午後1時～3時（全4回）
16歳以上の方60人
歌舞伎・文楽研究家の高木秀樹さん　 4,000円
2月9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（15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.mitakagenki-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（申込多数の場合は在学・在勤を含
む市民を優先して抽選）

生涯学習センター☎49-2521

チケット
お求め方法
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。

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）。

●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

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。

●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
※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。 

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。

チケットインフォメーション 同財団　☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/　
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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。

※はがき・ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


