
 

催し
こひつじ共育センターの催し

①「子育てひろば」開催＝4月2日
㈪～27日㈮の毎週月・水・金曜日
午前10時～午後4時、②ママさん応
援！〈簿記3級〉資格取得講座＝4月
10日～6月5日の毎週火曜日午前10
時～11時30分（5月1日を除く全8
回） ②小学生以下のお子さんを
持つ母親6人 同センター（北野
3-1-3） ②3,780円（8回分。テキ
スト代） ①当日会場へ、②4月
9日㈪までに同センター（藤重）☎
69-3303・ info@risoumirai.co. 
jp（先着制）

みたかふれあいサロンの催し
①まるごと基礎講座インター

ネットやワード、エクセルなど＝毎
週月曜日午後1時15分～3時、②PC
道場（PC・デジカメ・タブレットな
どを自分のペースで）＝毎週水曜日
午後1時～3時15分、毎月第4土曜
日午後6時15分～8時15分 ②10
人 三鷹産業プラザ ①1,500
円、②2,000円（いずれも1回）
①NPO法人シニアSOHO普及サロ
ン・ 三 鷹 ☎40-2663・ 40-26 
64、②当日会場へ（先着制）

笑って元気！ラフターヨガ（笑い
ヨガ）

三鷹台ラフタークラブ 4月3・
17日の火曜日午前10時30分～正
午 牟礼地区公会堂 500円（1
回） 高瀬☎55-5058

百花爛漫（らんまん）・春の詩歌を
歌いませんか（漢詩、俳句、和歌、
唱歌など。流派・初心者不問）

楽しい詩吟・むつみ会 4月3・
10日の火曜日午後2時～4時 牟
礼南地区公会堂 500円 伊
藤☎45-5386（当日参加も可）

元気ひろば おれんじの催し
①歌謡曲新曲講座＝4月4・18

日の水曜日午前10時30分～正午、
②介護予防教室＝7・21日の土曜
日午前10時～11時30分、③アトリ
エ織りひめきものサロン＝10日㈫
午後1時30分～3時 同会（中原
3-1-65） ①2,200円、②2,500円

（いずれも1回）、③300円（茶菓代）
同会☎76-5940

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 4月4日㈬・27日㈮午後2
時～3時 同法人（下連雀1-14-3）

丸山☎70-5067

みたか・みんなの広場の催し
①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、②ノルディック
ウオーク友の会＝毎週土曜日午前
10時から、③鉄ちゃん、集合！（三
鷹鉄道研究会）＝4月7日㈯午後3時
～4時30分、④タロット占い＝21
日㈯午後1時30分～3時、⑤市民リ
レートーク：エンディングサポー
ト創志舎の松村昭一さん「看取り難
民って、どういうこと？」＝23日㈪
午後1時30分～3時30分 ①③④
⑤みたか・みんなの広場（下連雀
4-5-19みたかの家内）、②市民協働
センター ①⑤200円、③300円、
中学生以下100円、④3,000円（30
分） なりきよ☎080-1362-53 
59（④は4月20日㈮まで）

藤井孝次朗展―生成
ぎゃらりー由芽 4月7日㈯～

22日㈰正午～午後7時（22日は5時
まで） 同画廊 期間中会場へ
同画廊☎47-5241（木曜日休み）

伊達佑介うたのスクール音楽会
2018―あなたもステージでう
たえるかも？

Davis 4月7日㈯午後1時30分
～6時（1時開場） 芸術文化セン
ター星のホール 当日会場へ 同
事務局☎48-8013

第17回びよんどネット蚤の市―
三鷹・武蔵野地域のホームレス
支援のための

4月8日㈰午前10時30分～午後
2時 るま・ばぐーす（下連雀4- 
17-6）前 当日会場へ びよんど 
ネット（湯川）☎46-5240

笑う呼吸法（笑いヨガ）
東京三鷹の森わっはは楽楽（わ

いわい）クラブ 4月8・22日の日
曜日午前10時40分～正午 連雀
コミュニティセンター 500円（1
回） ハラ☎090-3902-9691

多摩30市町村歴史探訪第1回「東
大和市の文化財を巡る」

歴史の道を歩く会三鷹支部
4月10日㈫午前10時西武多摩湖

線西武遊園地駅改札集合～午後4
時 400円 4月8日㈰までに
五十嵐 49-6101

ピアノ伴奏歌手指導で懐かしい
曲を皆で歌う会

三鷹楽若会 4月10日㈫・26
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

NPO法人子育てコンビニの催し
①大人の色育（いろいく）カード

ワーク＝4月11日㈬午前10時～11
時30分、②コンビニひろば＝12日
㈭午前10時30分～11時30分、③
羊毛フェルトで吊るし端午を作ろ
う＝〈A〉16日㈪、〈B〉18日㈬、い
ずれも午前10時～11時30分 ①
②③〈A〉元気ひろば おれんじ（中
原3-1-65）、〈B〉こひつじ共育セン
ター（北野3-1-3） ①1,200円、③
1,800円 同法人 ①③info2@
kosodate.or.jp、 ②kosodatenet 
@mitaka.ne.jp 同法人☎41-7021

おむすびハウス「弦楽四重奏演
奏会」（マグノリアカルテット）の
お誘い

おむすび倶楽部友の会 4月14
日㈯午後1時30分～3時30分 お
むすびハウス（下連雀1-10-20）
300円 同会（藤原）☎46-4117・

omusubimitaka@gmail.com

初めての見つめて、深める、身体
学―マインドフルで柔らかな立位
をさぐる

からだから出会う学びの中継地
4月14日 ㈯ 午 後2時 ～3時30分
三鷹センタービル3階（下連雀

3-28-23） 3,000円 井上☎
080-6641-8107・ tomo10 
sora@docomo.ne.jp

4月おはなしの森―昔話や文学
小品を語りで「みそ買い橋」「図書
館員になりたかった山賊」ほか

わたげの会 4月14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

第155回井の頭かんさつ会「桜」
井の頭かんさつ会 4月15日㈰

午前10時～正午 井の頭公園
300円 同 会 http://kansa 
tsukai.net/ 同会（小町） peti 
ttown@jcom.zaq.ne.jp

アリスみたか①交流会、②総会
三鷹市ひとり親家庭福祉会  

4月15日 ㈰ ①正午～午後1時30 
分、②午後1時30分～3時 元気
創造プラザ 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・ paamandayo@yahoo.
co.jp

女声合唱ラベンダー第11回コン
サート

4月15日㈰午後2時～3時45分
（1時30分開場） 芸術文化セン
ター風のホール 当日会場へ 山
口☎43-6085

絵を布で描くコットンアート展
コットンアート教室 4月17日

㈫～22日㈰午前11時～午後6時
（17日は午後1時から、22日は4時ま
で） 三鷹市美術ギャラリー 期
間中会場へ 我妻☎47-0472

三鷹雑学大学第34回講義「がん
とゲノム―がん治療の最前線」

4月21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/

第37回たのしい写真教室—撮り
たいものをしっかりと

JRP武蔵野三鷹支部 ①4月21
日㈯午後1時～5時、②22日㈰午前
10時～午後5時 10人 ①武蔵
野市民会館（武蔵野市境2-3-7）、②
井の頭公園 1,500円（2回分。プ
リント代、資料代など） デジタル
カメラ 4月14日㈯までに中村
☎・ 48-0161（先着制） 

楽しいゲームで脳活性化（第14回）
NPO法人鷹ロコ・ネットワーク

大楽 4月21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

春のコンサート
三鷹市PMSジャズオーケストラ
4月21日㈯午後6時から 三

鷹駅前コミュニティセンター
当日会場へ 同会 pmsjazz@
yahoo.co.jp

第168回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 4月

22日㈰午前9時50分集合（雨天決
行）三鷹駅南口デッキ上、市民ガイ
ドが持つのぼりが目印。コースは約
2時間40分。希望者は朗読を聞きな
がら昼食も 当日集合場所へ こ
やの☎44-0981

みたか・ダンス交流会―陽春の
集い

ステップ＆ステップ 4月22日
㈰午後1時～3時 生涯学習セン
ター 500円 当日会場へ 羽
根田☎44-1099

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

4月24日㈫ 午 後0時30分 ～2時
同センター（上連雀4-1-8） 当

日会場へ◆物品提供は春・夏物衣
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

てとてと―手しごとを楽しむつ
どい

ヴァルドルフの森キンダーガル
テンなのはな園 4月26日㈭午前
10時～11時30分 同園 200円

（別途キット代200円～が掛かりま
す） 当日会場へ 同園 79-
4598・ http://www.nanohana- 
en.com/

うつ友の会・三鷹
4月28日㈯午後1時30分 ～4時
みたかボランティアセンター

100円（茶菓代） 当日会場へ 高
橋☎090-5209-4411

第3回三鷹がん哲学外来カフェ
日本キリスト教団相愛教会 4

月28日㈯午後2時～4時 同教会
（牟礼4-3-46） 200円 宮本
☎・ 44-7518・ taokomi 
yamoto@gmail.com

井の頭鼓響結成20周年記念式
典・演奏会

井之頭町会 4月29日㈷午後1
時30分～3時30分（1時開場） 五
小体育館 当日会場へ 同会事務
局☎46-6546

消費者向け「木造住宅これだけは
知っておいて欲しい・建築知識の
講習会」

北多摩建設産業労働組合 5月
16日～6月6日の毎週水曜日午後7
時～9時（全4回） 在勤を含む市民

（建築業者の受講不可） 消費者活
動センター 12,000円（資料代）

同組合☎70-0771・ 70-
0772

伝言板
糖尿病教室「糖尿病の基礎」「糖
尿病の食事の基本」

武蔵野赤十字病院 4月7日㈯
午後1時～3時（0時30分から受付）

同病院 当日会場へ 同病院
医療社会事業課☎32-3111

わがまちジャーナル4月号
地上11chで放送中
弓道に魅せられて（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。

5月6日発行号
原稿締切日 4月9日（月）

5月20日発行号
原稿締切日 4月23日（月）

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
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。

4月20日㈮午前10時～午後4時
いずれも当日会場へ

◆日本消防検定協会（調布市深大寺東町4- 
35-16）
　消火器の操作体験、住宅用防災警報器の
展示と実演など。

同協会☎44-7471
◆消防大学校・消防研究センター（調布市深
大寺東町4-35-3）
　軽油の燃焼実験、津波風水害対策用水陸
両用バギーの実演など。

同センター☎44-8331
◆（一財）消防防災科学センター（中原3-14-1）
　避難所HUG（風水害版）、放火対策GIS（地
理情報システム）の実演など。

同センター☎49-1113
4研究所合同

スタンプラリー

消防関係施設の一般公開

4月22日㈰午前10時～午後4時（入場は3時30分
まで）

いずれも当日会場へ
※自家用車での来場はご遠慮ください。
◆海上技術安全研究所（新川6-38-1）
　波のダンスショー、400m水槽の紹介など。
◆電子航法研究所（調布市深大寺東町7-42-23）
　電波無響室の公開、未来の航空管制の紹介など。
◆交通安全環境研究所（調布市深大寺東町7-42-27）
　はたらくクルマの紹介、列車運転シミュレーター
の見学など。

海上技術安全研究所☎41-3005

海上技術安全研究所
電子航法研究所

交通安全環境研究所の一般公開
宇宙航空研究開発機構（JAXA）
4月22日㈰午前10時～午後4時

（入場は3時30分まで）
③中学生以上の方各回200人
当日会場へ（③は先着制）

◆主な公開施設
第1会場（調布市深大寺東町7-44-1）
　1m×1m超音速風洞、スペース
デブリ（宇宙ごみ）の研究など。
第2会場（大沢6-13-1）
　実験用航空機、先進複合材技術
の研究など。

◆イベント
①航空宇宙技術体験コーナー（第

1・2会場）
②会場に隠れている「ホシモ」を

探そう！（第1・2会場）
③トークショー（第1会場）
※自家用車での来場はご遠慮くだ

さい。当日は第1・2会場間に
連絡バス（無料）を運行します。

※各イベントの開始時間など、く
わしくは同機構ホームページ

http://www.jaxa.jp/へ。

JAXA（ジャクサ）調布航空宇宙センターの一般公開
同センター☎050-3362-8036

当日は上記の「宇宙航空研究開発機構」「海上技術安全研究所」「電子航法研究所」「交通安全環境研究所」の
4施設で合同スタンプラリーを行います。スタンプを集めて、記念品をもらいましょう。

6広報みたか　No.1616　2018.4.1※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。


