
※①就学通知書が届かない、②病気、
そのほかの理由で入学を遅らせたい、
③二重国籍を持つお子さんで外国人学
校に就学を希望する、④お子さんの就
学に関して、心身の障がいなど課題や
心配事がある、⑤指定校以外の学校へ
の就学を特に希望する場合は、同課へ
ご連絡ください。

同課☎内線3232
市内中学生による 
薬物乱用防止ポスター・標語展

市、東京都薬物乱用防止推進三鷹地
区協議会

2月5日㈪～9日㈮午前8時30分～午
後5時（9日は4時まで）

市役所1階市民ホール
期間中会場へ
児童青少年課☎内線2714

むらさき子どもひろばの催し（2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（6日㈫・7日㈬・9日㈮・15日㈭
を除く）、みんなであそぼ！＝火～金
曜日午前11時～11時30分（6日・7日・
9日・15日・21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＝6・7日午前
11時～11時30分、②mamaカフェ＝9
日午前10時30分～11時30分、③リズム
遊び＝15日午前11時～11時30分、④に
こにこキッズ＝21日午前10時45分～正
午（10時30分から受付）、⑤変身スペシャ
ルバースデー＝27日㈫・28日㈬午前11
時～11時30分

①④⑤就学前のお子さん、②1歳6カ
月までのお子さんと母親10組、③1歳
6カ月～就学前のお子さん

④のみ牟礼コミュニティセンター
①②タオル
当日会場へ（②は直接または電話で

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、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～
4時40分ごろ、④卓球大会＝26日㈪午
後3時30分～4時45分

①③④飲み物、タオル（③運動靴）
当日会場へ
同ひろば☎49-5500

西多世代交流センター 
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、わらべうた
の会＝2月15日㈭午前10時45分から

当日会場へ
同センター☎31-6039

東多世代交流センターの催し
◆親子ひろば（2月）

①わくわくランド＝5日～27日の月・
火・木・金曜日午前10時～午後2時（12
日㉁・15日㈭・22日㈭を除く）、②ひ
よこランド＝7日～28日の毎週水曜日
午前10時～午後1時、③お父さんもいっ
しょわくわくランド＝10日㈯午前10時
～11時30分

①③就学前のお子さん、②1歳まで
のお子さん
◆おもちゃの病院

2月14日㈬午後2時～4時
特殊部品などの交換は実費

◆定例行事（2月）
トランポリンの日＝17・24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。

いずれも当日会場へ
◆親子で人形劇「おおきなかぶ」

2月18日㈰午前11時～11時40分
未就学児～小学1・2年生と保護者

60組
当日会場へ（先着制）

◆子育てママパパの料理講習会	
　「根菜と車麩の甘酒煮」「大根サラダ」
など。

2月20日㈫午前10時～午後1時
在勤を含む市内の未就学児の保護者

8人、保育8人
cafe maru店主の丸山有子さん
500円（材料代）
エプロン、三角巾、タオル
2月6日㈫午後3時から直接または電

話で同センター☎44-2150へ（初めて
参加する方を優先して先着制）
◆フリーマーケット出店者募集

3月9日㈮午前10時～正午（雨天決行）
事前ミーティング（2月16日㈮午後1

時～2時）に参加し、準備・運営・片付
けのいずれかに協力できる方、10店舗

（1区画1坪）
※出店物は子育てに関するものを中心
とし、事業者は出店できません。

2月5日㈪～13日㈫（11日㈷・12日
を除く）に代表者の必要事項（11面参
照）・販売予定品目を直接または電話で
同センター☎44-2150へ（先着制）

同センター☎44-2150
みたかおもちゃの病院（2月）

三鷹市消費者活動センター運営協議会
7・21日の水曜日＝消費者活動セ

20歳になったら 
国民年金の加入手続きを
　国内に居住する20歳以上60歳未満の
方は国民年金に加入します（厚生年金の加
入者などを除く）。国民年金は、老後の生
活や障がいにより働けなくなった場合な
どに本人や家族を経済的に支えます。加
入届の未提出や保険料の納め忘れがある
と、年金を受け取れないことがあります。

20歳の誕生月までに武蔵野年金事
務所から郵送される「国民年金被保険
者資格取得届書」（加入届）に必要事項
を記入し、市民課（市役所1階3番窓口）
または市政窓口へ
※加入届が届かない場合はご連絡くだ
さい。

同課☎内線2394、同事務所☎56-14 
11
国民年金保険料の前納申し込み
　平成30年度分の口座振替、クレジッ
トカード納付の前納（最長2年度分ま
で）申し込み期限は2月28日㈬です。

武蔵野年金事務所☎56-1411、市民
課☎内線2394

児童手当を振り込みます
　平成29年10月～30年1月分の児童
手当を2月9日㈮に指定預金口座に振り
込みます。
※今回振り込まれていない方は、現況
届が未提出の場合がありますので、子
育て支援課へお問い合わせください。

同課☎内線2753
児童育成手当を振り込みます
　ひとり親家庭などの経済的負担軽減
のために支給する手当です（所得制限
あり）。平成29年10月～30年1月分の
児童育成手当を2月9日㈮に指定預金口
座に振り込みます。

子育て支援課☎内線2751
「進路予定調査票」は 
2月9日㈮までに返送してください
　平成30年度小・中学校入学予定者
の保護者に「就学通知書」を郵送しまし
た。同封の「進路予定調査票」（はがき）
に必要事項を記入し、プライバシー保
護シールを貼って2月9日（消印有効）ま
でに必ず返送してください。
　私立・都立・国立の小・中学校へ入
学する方は、「進路予定調査票」と「入
学承諾書（入学許可書）」の原本を直接
または郵送で「〒181-0004新川6-35-
28学務課」（教育センター暫定施設別
館1階）へ提出してください。

ンター、10・24日の土曜日＝リサイ
クル市民工房、いずれも午後1時～3時

特殊部品などの交換は実費
当日会場へ
同センター☎43-7874

すくすくひろばの催し
◆年齢別あそびましょ　ひよこぐみ3
「1歳のお誕生日前後のお子さんの発達
や健康、食事など」

2月27日㈫午前10時15分～11時45分
初めて参加する市内の平成28年12

月1日～29年4月1日生まれのお子さん
と保護者12組

2月13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）
◆育児講座「親子体操」

3月6日㈫①午前10時15分～11時5
分、②11時15分～午後0時15分

市内の①28年2月7日～9月6日生ま
れのお子さんと保護者、②26年3月7
日～28年2月6日生まれのお子さんと
保護者各13組

タオル
2月20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

おやこでよってチョコっと 
あっぷるーむ（3月）

NPO法人みたか市民協働ネットワーク
①ママ護身術エクササイズ（パンチ

編）＝1日㈭、②みんな一緒にベビーマッ
サージ＝5日㈪、③産前・産後の骨盤ケ
ア＝8日㈭、④子育てコンビニメンバー
とお茶会＝12日㈪、⑤カラーセラピー
で子育てを楽しく！＝15日㈭、⑥ベビー
サインで楽しい子育て＝19日㈪、⑦ベ
ビースキンケア講座＆足形バッグ制作
＝22日㈭、⑧泣きやむ、よく寝る抱っ
この方法と抱っこひも＝24日㈯、⑨ヨ
ガママで骨盤調整（ハイハイ前）＝26日
㈪、いずれも午前10時30分～正午

特に記載のないものはおおむね3歳
までのお子さんと親、妊婦、①首据わ
り～1歳6カ月のお子さんと母親6組、
②2～11カ月のお子さんと保護者8組、
③⑤6組、④10組、⑥4カ月～1歳6カ
月のお子さんと保護者8組、⑦3歳まで
のお子さんと母親5組、⑧妊婦、首据
わりまでのお子さんと保護者4組、⑨
ハイハイ前のお子さんと母親8組

市民協働センター
①⑤⑥⑨1,500円、②1,800円、③

⑦2,000円、④300円、⑧1,500円（夫
婦2,000円）
※①防犯ホイッスル付き、②オイル・
シート代を含む、③さらし付き、⑦材
料代を含む。

①抱っこひも、飲み物、タオル、②
バスタオル、授乳ケープ、⑦授乳ケープ

2月15日㈭午前9時から必要事項
（11面参照）・お子さんの名前（ふりが
な）・年齢を同センター☎46-0048・

46-0148・ kyoudou@collabo-
mitaka.jpへ（先着制）
防災講座「おやこでいっしょに！ 
新川中原ぼうさいまちあるき」

3月4日㈰午前10時～正午
新川・中原地区在住の小学1～3年生

と保護者20組
新川中原コミュニティセンター

必要事項（11面参照）・お子さんの
氏名・学校名・学年を三鷹市社会福祉
協議会☎76-1271・ 76-1273・  
chiiki@mitakashakyo.or.jpへ（先着制)

京王井の頭線一部列車運休のお知らせ
◆運休日時（予定）　2月18日㈰始発～午前11時ごろ
　荒天などやむを得ない事情により架設工事が実施できない場合
は、3月10日㈯終電後に延期されます。その際の運休日時は3月11
日㈰始発～午前11時ごろになります。

◆運休区間　京王井の頭線　渋谷駅～明大前駅間
　運休中は振替輸送およびバス代行輸送が行われます

（右図参照）。
※くわしくは京王電鉄㈱ホームページ https://

www.keio.co.jp/をご覧ください。
専用コールセンター☎03-3534-2530（2月16日㈮ま

での午前9時～午後7時、17日㈯午前9時～18日午後7時）

　京王井の頭線下北沢駅付近における上り線の橋の架け
替え工事に伴い、一部列車が運休されます。
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京王線 ： 通常運転 JR線

列車運休区間

バス代行区間
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運  転

10広報みたか　No.1612　2018.2.4※はがき・ファクス・電子メールによる申込は11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

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。 古紙配合率100％再生紙を使用


