
催し
ボケ予防のためのマージャン教
室（初心者・エンジョイ・黒帯
班、レッスンコーチ付き）

三鷹人倶楽部 毎週水曜日午
後1時～5時 生涯学習センター

200円（会場代） 草野☎090-
1207-4196

みたか・みんなの広場の催し
①みたかオレンジカフェ（認知

症、高齢者介護なんでも相談）＝2
月7日㈬午後1時30分～3時、②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、③ノルディックウオー
ク友の会＝毎週土曜日午前10時か
ら、④市民リレートーク：三鷹市
高齢者センターけやき苑所長の国
府田祥二さん「デイサービスの目指
すところ」＝2月26日㈪午後1時30
分～3時30分 ①②④みたか・み
んなの広場（下連雀4-5-19みたか
の家内）、③市民協働センター
②④200円 なりきよ☎080-
1362-5359

元気ひろば おれんじの催し
①これから始めるかしこいお金

の貯め方ふやし方講座＝2月8日㈭
午前10時～正午、②iPadで脳若ト
レーニング＝15日㈭午後1時30分
～2時45分、③大人のアトリエ＝
16日㈮午後1時～2時30分、④介
護予防教室＝17日㈯午前10時～
11時30分 同会（中原3-1-65）
②③1,000円、④2,500円 同
会☎76-5940・ genkioran 
geazuma@gmail.com（①は7日㈬
午後4時まで）

髙田芳樹展 痕跡―気配―記録 8 
Impression

ぎゃらりー由芽 2月9日㈮～
18日㈰正午～午後7時（18日は5時
まで） 同画廊、ぎゃらりー由芽の
つづき 期間中会場へ 同画廊
☎47-5241

2月おはなしの森―昔話や文学
小品を語りで「島ひきおに」「山の
上の火」ほか

わたげの会 2月10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

アリスみたか「バレンタインチョ
コを作ろう」

アリスみたか（ひとり親家庭福
祉会） 2月11日㈷正午～午後3時

生涯学習センター 幼児100
円、小学生以上200円（会員は小 
学生以上100円） ふるたに☎
090-4713-5210・ paaman 
dayo@yahoo.co.jp

社交ダンス（ダンススポーツ）講
習会「ワルツとルンバ」★

ダンス・コパン 2月11・18日

の日曜日午後3時30分～5時30分
SUBARU総合スポーツセンター
JBDFA級審査員で学校学習教

育委員の桜田まゆさん 当日会場
へ 堀江☎48-7451

NPO法人子育てコンビニの催し
①羊毛フェルトでつるし雛を作

ろう＝〈A〉2月13日㈫午前10時30
分～正午、〈B〉19日㈪午前10時か
ら、②コンビニひろば＝14日㈬午
前10時30分～11時30分、③ベビー 
マッサージで親子のふれあい＝20
日㈫午前10時～11時30分 ①

〈A〉みたかボランティアセンター、
〈B〉②③元気ひろば おれんじ（中原
3-1-65） ①1,800円（1回、材料代
を含む）、③2,000円（オイル、シー
ト代を含む） 同法人①③ in 
fo2@kosodate.or.jp、② koso 
datenet@mitaka.ne.jp 同法人
☎41-7021

毛糸で子犬をつくってみよう
三鷹市の福祉をすすめる女性の

会 2月14日㈬午前10時～正午
福祉センター 300円 嶋

﨑☎・ 46-3665

世界経済の大転換点と政策課題 
その2★

YS学習会 2月16日㈮午後1時
～3時 生涯学習センター 元日
銀支店長の安永隆則さん 100円

（資料代） 当日会場へ 同会（国
分）☎46-1236

楽しいゲームで脳活性化（第12回）
NPO法人鷹ロコ・ネットワー

ク大楽 2月17日㈯午後1時30分
～3時30分 三鷹産業プラザ
700円（茶菓代を含む） 必要事
項（11面参照）を同法人（船木）☎
24-7500・ 24-7070・ info@ 
takaloco.jp

みたかふれあいサロンの催し
①カルチャー講座 オープンイノ

ベーション＝2月17日㈯午後2時～
5時、②スマホ個別相談＝2月21
日、3月21日の水曜日午後3時45分
～5時 三 鷹 産 業 プ ラ ザ ①
2,000円、 ②1,500円（1回）
NPO法人シニアSOHO普及サロ
ン・三鷹☎40-2663・ 40-2664

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 2月19日、3月19日の月曜
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

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

NPO法人文化学習協同ネット
ワーク 2月20日㈫午後2時～3
時 同法人（下連雀1-14-3）

同法人（丸山）☎70-5067

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
2月24日㈯午前10時～午後2時
みたかボランティアセンター
500円（1区画） 同センター

☎76-1271

早稲田室内管弦楽団プロムナー
ドコンサート2018

2月24日㈯午後2時から 芸術
文化センター風のホール 1,000
円（事前申込または本記事を持参
の方は2人まで無料） WCO広報

contact@wco-jpn.com（当日
参加も可） WCO広報☎080-41 
52-9990

みんたかワクワク講座「都々逸と
わたし」―実は身近な七・七・
七・五の世界★

みんなのみたか 2月24日㈯
午後7時～8時30分 市民協働セ
ンター （一社）落語協会所属で音曲
師の柳家紫文さん 当日会場へ

倉林☎090-2741-1208

三鷹雑学大学第32回講義「財政
破綻―これから日本社会はどう
なるか」

2月25日㈰午前10時～正午
消費者活動センター 当日会場へ

岩 永 ☎090-4220-1227・
http://mzatsugaku.wpblog.jp/

子どものヘアカット講習★
おひさまクラブ 2月25日㈰

午前10時30分～正午 10組
大沢下原地区公会堂 美容師免許
保有者の宮腰麻衣さん 髪用のは
さみ、ケープ 2月16日㈮まで
に黒住☎080-5487-1899（先着
制）

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
2月25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☎090-64 
05-5120・ Intl.Friends123@
gmail.com・同会 http://intl-
friends.blog.jp/

みたか・ダンス交流会―向春の
集い

ステップ＆ステップ 2月25
日㈰午後0時30分～2時30分
SUBARU総合スポーツセンター
500円 当日会場へ 羽根田☎
44-1099

東京六甲室内管弦楽団演奏会
（ベートーべン：バイオリン協奏
曲ほか、演奏 前田知加子）

2月25日㈰午後2時から 芸術
文化センター風のホール 当日会
場へ 前田 vnchikakom@r2. 
dion.ne.jp・同会 http://home. 
kobe-u.com/tokyo/hp/tokyo 

rokkouphil/20180225/

漢詩の楽しみ方★
漢詩愛好会 2月27日㈫午前

10時～正午 生涯学習センター
亜細亜大学教授の矢嶋美都子さ

ん 当日会場へ 新井☎31-8889

健康マージャン女性初心者教室
の第一人者、東大出身の井出洋
介プロ講演会と講座説明会

NPO法人健康マージャンA空間
三鷹支部 3月5日㈪午前10時～
11時30分 50人 三鷹産業プ
ラザ 500円 同法人（原）☎・

042-207-0693（先着制）

大人のための①英会話、②韓国
語入門講座

国際文化交流協会 3月7日～
5月2日の毎週水曜日①午後6時～
7時、②午後7時30分～8時30分（3
月21日㈷を除く全8回） 三鷹市
公会堂さんさん館 5,000円（8回
分、別途テキスト代2,000円が掛
かります） 同協会☎090-64 
89-2803

三鷹学園茶道ジュニアクラス
（一社）三鷹学園 5～11月の毎

月第1土曜日午前11時～午後1時、
第4水曜日午後3時30分～4時30
分（4月15日㈰に開講式、12月16日
㈰に発表茶会があります） 小学5
年生～高校生 同学園（下連雀
3-28-11） 1,000円（1回、水屋料
を含む） 同学園事務局（石川）
☎43-2202・ info@mitakaga 
kuen.com

会員募集
リンパの会（ツボ押しと簡単な運
動）

毎週火曜日午後1時30分～2時
20分・2時30分～3時20分 お
むすびハウス（下連雀1-10-20）
入会金1,000円、月額1,000円（体
験、見学は300円） 同会（野
村）☎43-0955

女声合唱「にじ」
毎週火曜日午前10時～午後1時
井の頭コミュニティセンター
入会金1,000円、月額4,000円

小埜寺（おのでら）☎・ 41-
3676

ラベンダーローズ（60代からの英
会話）

毎月第2・4水曜日午前9時～
10時 60歳以上の方 三鷹市公
会堂さんさん館 入会金1,000
円、月額2,800円 佐藤☎070-
3840-6185

チアダンスキッズクラス（NPO法
人鷹ロコ・ネットワーク大楽）

毎週水曜日①幼児＝午後4時～
5時、②小学生＝午後5時～7時
連雀コミュニティセンター 月額

4,000円 同法人（林田）☎24-
7500・ 24-7070

三鷹トリム体操クラブ（健康体操）
毎週金曜日午前10時～正午 新

川中原コミュニティセンター 入
会 金1,000円、3カ 月7,000円

中野☎03-3300-8709

ハーモニカサークルTOGETHER
毎月第2・4土曜日午後1時～3

時 みたかボランティアセンター
表☎・ 34-8318

サクラダンスサークル（社交ダン
ス初中級）

毎週金曜日午後7時30分～9時
三鷹駅前コミュニティセンター
入会金1,000円、月額4,000円

井上☎・ 46-6137

カラオケゆたか会
毎週土・日曜日午前10時～正午
70歳以上の方 福祉センター
月額1,000円 金子☎03-

3307-1937（午前中）

美どり会（詩吟、歌謡吟詠）
毎週土曜日午前10時～正午

福祉センター 入会金1,000円、
月額500円 芦沢☎47-6405

ラテン研究会（ラテンダンス）
毎週火曜日午後7時～9時 三

鷹駅前コミュニティセンター 入
会金1,000円、月額2,500円
大内☎・ 31-8656

三鷹ダンス愛好会
毎週木曜日午後7時～9時 元

気創造プラザ 入会金1,000円、
月額2,500円 大内☎・ 31-
8656

伝言板
第3回 ICU自然観察教室

ICU 2月15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☎33-3013・ http://www.
icu.ac.jp/

アジア・アフリカ図書館 蔵書古
本市

2月24日㈯午後0時30分～5時、
25日㈰午前10時～午後3時 同
館 500円 当日会場へ 同館

（佐藤）☎44-4640

わがまちジャーナル2月号
地上11chで放送中
三鷹と太宰（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。

3月4日発行号
原稿締切日 2月8日（木）
3月18日発行号
原稿締切日 2月23日（金）

いずれも午後5時まで

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
※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。

　昨年、創立55周年を迎えたアニメ制作会社「タツノコ
プロ」が、身近でありながらあまり知られていないキャラ
クタービジネス、地域や行政とどのように関わってきたか
について、過去の事例を引いて紹介します。

2月28日㈬午後7時～8時30分
50人　 同大学
㈱タツノコプロ専務取締役の野口篤志さん　 500円

2月6日㈫午前9時30分から申込書を直接または郵送、ファクス、
インターネットで「〒181-0013下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階
NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構」・ 40-0314・ http://
www.mitaka-univ.org/へ（先着制）

芸術文化課☎内線2912、同大学☎40-0313（月曜日、祝日を除く）
※受講の申し込みには受講者登録が必要です。くわしくは、同大学ホー

ムページをご覧ください。

三鷹市・三鷹ネットワーク大学共催／アニメーション古今東西（1面参照）関連講座
アニメのまちとくらしのかかわり方―身近なキャラクターたちの活躍
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