
竹工作講座
　アサガオの支柱を作り、竹垣の基礎
となる竹の組み方を勉強します。

5月21日㈪午後1時30分～3時30分
20人
上連雀分庁舎
造園家の須田英二さん
500円
筆記用具、作業用手袋

5月7日㈪からNPO法人花と緑のま
ち三鷹創造協会☎46-2081へ（先着制）
大人向け紙飛行機工作講座 
―紙飛行機づくりに参加しませんか

三鷹市社会福祉協議会
5月23日、6月27日、7月25日の水曜

日午後1時～3時
各10人
牟礼コミュニティセンター
ハッピーグランパ倶楽部のみなさん
500円
はさみ、カッター

同倶楽部（石井）☎090-3437-04 
20・ noriyuki20cross-bike@jcom.
zaq.ne.jpへ（先着制）
淡彩画講習会 

「透明水彩絵の具を使って花を描く」
三鷹駅周辺住民協議会
5月27日㈰午後1時30分～4時
30人
三鷹駅前コミュニティセンター
創形美術学校講師の髙橋輝夫さん
300円（花代）
スケッチブック（F4またはF6号）、透

明水彩絵の具、筆、パレット、水入れ、

ぼろ布、鉛筆、消しゴム、カッター、花瓶、
新聞紙、花切りばさみ、花持ち帰り用袋

同センター☎71-0025へ（先着制）
お菓子教室
　米粉の抹茶フィナンシェほか。

三鷹市消費者活動センター運営協議会
6月6日㈬午後1時30分～3時30分
15人
消費者活動センター
菓子研究家の北川明子さん
300円
エプロン、三角巾、布巾、筆記用具

5月8日㈫午前10時30分～午後1時
は同協議会☎41-0510へ、8日午後1時
から同センター☎43-7874へ（先着制）
花と緑の学習会 

「ハーバリウムの作製」
　ドライフラワーをオイルと共に瓶詰
めし、インテリアとして楽しみます。

新川中原住民協議会
6月12日㈫午後1時30分～3時30分
25人
新川中原コミュニティセンター
華道古流師範の小畑弘子さん
1,500円
はさみ、あれば長めのピンセット
5月15日㈫から参加費を同センター

へ（先着制）
同センター☎49-6568

楽しく話し、分かりやすく伝える
講演術

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
6月13日～7月11日の毎週水曜日午

前10時～正午（全5回）

在学・在勤を含む16歳以上の市民
20人

生涯学習センター
NPO法人シニア大楽理事長の藤井敬

三さん
6月4日㈪午後5時までに直接また

は電話、インターネットで同センター
（元気創造プラザ4階）☎49-2521・
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
数の場合は抽選）
平成30年度「東部学苑」
　健康、文化、体操などを学ぶ生涯学
習講座です。

東部地区住民協議会
6月18日～10月22日の月曜日午後1

時30分～3時30分（全12回）
45人
牟礼コミュニティセンター

5月10日㈭～31日㈭に直接または
電話で同センター☎49-3441へ（申込
多数の場合は抽選）

「ライフ・ワーク・バランス推進の
ための市民協働講座」企画員
◆内容 　育児や介護と仕事の両立の視
点に立った講座の企画・運営など。企
画運営会議は平日午後6時以降、1回2時
間程度（第1回会議は7月に開催予定）
◆任期 平成31年3月31日まで
◆謝礼 任期満了後に図書カード3,000
円分

在学・在勤・在活動を含む満18歳以
上の市民で、年3回程度の会議と講座
に出席できる方5人以内

5月18日㈮（必着）までに応募用紙・
応募動機（400字以内）と課題「男女平
等参画とライフ・ワーク・バランスに
ついて、 私が日ごろ実践していること」

（600字以内）を「〒181-8555企画経営

課」・ 45-1271・ kikaku@city.
mitaka.tokyo.jpへ
※詳しくは募集要項をご覧ください。
募集要項、応募用紙は市ホームページ
から入手可。希望者には郵送します。
※書類選考合格者は面接。

同課☎内線2115
『Shall we?』編集委員
◆内容　 市が発行する男女平等参画啓
発誌『Shall we?』の編集会議への参加、
企画・提案・作成など。編集会議は1回 
2時間程度（平成30年度 は 計4回開催、
第1回会議は6月下旬～7月の予定）。
◆任期 　原則1年間（再任可）
◆謝礼　 各号発行ごとに4,000円分の
図書カード（1年間終了後）

在学・在勤・在活動を含む満18歳以
上の市民で、編集会議に毎回出席でき、
男女平等参画の推進・PRに興味と意欲
のある方1人

5月18日㈮（必着）までに必要事項（11
面参照）・性別・職業（学校・会社名な
ど）・応募動機と課題「私が日ごろから
実践している男女平等参画」（いずれも
400字以内 で、 書式不問）を「〒181-
8555企画経営課」・ 45-1271・
kikaku@city.mitaka.tokyo.jpへ
※書類選考合格者は面接。

同課☎内線2115
市民農園（高齢者向け）の利用者 
追加募集

4月1日時点で60歳以上の市民
◆募集農園・区画 　上連雀7丁目第1
＝4区画、第3＝1区画
◆利用期間  平成31年2月28日まで
◆年間利用料　4,000円（世帯全員が住
民税非課税の方は無料）

5月15日㈫（必着）までに必要事項（11
面参照）・希望農園名・本人確認書類の
写し・結果通知用はがき（返送先明記）、
世帯全員が住民税非課税の方は全員の
非課税証明書を「〒181-0012上連雀
8-3-10NPO法人花と緑のまち三鷹創
造協会」へ（利用中の方は申込不可。申
込多数の場合は5月16日㈬午前10時か

小
こ

松
ま つ だ い ひ が し

台東『消す』　作・演出：松本哲也　
芸術文化センター　星のホール　
全席自由（日時指定・整理番号付き）
5月18日㈮～27日㈰　全12公演
チケット発売中
会員＝前売3,100円・当日3,400円　
一般＝前売3,500円・当日3,800円　
学生＝2,000円（前売・当日とも）　
高校生以下＝1,000円（前売・当日とも）
　切なさの中で「灯り」を求める人々の姿を温かく描く群像劇。

CINEMA SPECIAL 世界の名優　
6月 「ケイリー・グラント」
芸術文化センター　星のホール　全席指定
6月9日㈯　各回2本立て／昼夜入替制
昼の部 午前11時／夜の部 午後4時上映開始
チケット発売日
会員＝5月10日㈭　
一般＝5月11日㈮
各回　会員＝900円　
一般＝1,000円
学生＝800円
『赤ちゃん教育』（1938
年／アメリカ／102分／DVD）
監督：ハワード・ホークス
『断崖』（1941年／アメリカ／100分／DVD）
監督：アルフレッド・ヒッチコック
※5月12日㈯に上映する「マレーネ・ディート
リッヒ」の回のチケットは発売中です。

ザ・クラリノッツ　
芸術文化センター　風のホール　全席指定
6月27日㈬　午後7時15分開演
チケット発売中
会員＝S席4,500円・A席3,600円　
一般＝S席5,000円・A席4,000円
U-23（23歳以下／A席限定）＝3,000円
［出演］ダニエル・オッテ
ンザマー（クラリネット）、
アンドレアス・オッテン
ザマー（クラリネット）、ク
リストフ・トラクスラー（ピ
アノ）
［曲目］モーツァルト：
『ケーゲルシュタット・ト
リオ』、ベールマン：2本のクラリネットの
ための二重協奏曲、ブルッフ：8つの小品
op.83より　ほか

チケットインフォメーション

「山笑う」2017年公演より

『赤ちゃん教育』
提供：アイ・ヴィー・シー

オッテンザマー兄弟

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。

●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
※U-23、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。
※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。

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。

●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

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）。

同財団　☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/

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。

5月 18日
㈮

19日
㈯

20日
㈰

21日
㈪

22日
㈫

23日
㈬

24日
㈭

25日
㈮

26日
㈯

27日
㈰

14：00 ★ ★ ★ ★ ● ●

19：00 ★ ●

19：30 ★ ■ ■ ●

■はアフターイベントあり。★は会員・一般のみ各300円引き。

　朗読は、元NHKエグゼクティブアナウンサーの山田誠浩さん（写真）。
6月15日㈮午後6時～6時50分　 25人　
6月5日㈫（必着）までに往復はがきで必要事項（11面参

照）・参加者氏名（2人まで）を「〒181-0013下連雀3-16-14
グランジャルダン三鷹1階 太宰治文学サロン」へ（1人1通。
申込多数の場合は抽選）

太宰治文学サロン☎26-9150

第98回 太宰治作品朗読会『母』『父』
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