
上連雀分庁舎
7,000円

6月15日㈮午後4時までに必要事 
項（11面参照）を同事務局☎41-0185・

41-0274・ mcab3@jcom.zaq.ne. 
jp・ http://www.mcab.jp/へ（先着
制。受講者が少ない場合は次回に統合）
気軽にできるワンデイ講座　 
植物の増やし方「さし木・さし芽」

6月25日㈪午後1時30分～3時30分
（雨天決行）

20人
花と緑の広場（牟礼1-11-26）
園芸研究家の香山三紀さん
200円
作業用手袋、帽子、汚れてもよい服装

6月4日㈪～20日㈬にNPO法人花と
緑のまち三鷹創造協会☎46-2081へ（先
着制）
市民健康講座「たばこのこときちん
と知っていますか？」

6月29日㈮午前10時30分～午後0時
30分

在勤を含む市民40人
三鷹駅前コミュニティセンター
全国禁煙推進協議会事務局長の宮崎

恭一さん
6月4日㈪ か ら 必要事項（11面参

照）を直接または電話・ファクスで健
康推進課（元気創造プラザ2階）☎内線
4224・ 46-4827へ（先着制）
子ども向けRubyプログラミング
講師養成講座

7月1日㈰①小学生向け＝午前9時～
11時、②中・高生向け＝正午～午後6時

プログラミングの経験（Ruby未経験
でも可）がある、小・中・高等学校教員
または情報教育に関心のある方、各15人
程度

三鷹産業プラザ
①4,000円、②5,400円
必要事項（11面参照）を㈱まちづくり

三鷹 ruby@mitaka.ne.jpへ（先着制）
同社☎40-9669

講習会「お酢の力」
三鷹市消費者活動センター運営協議会
7月5日㈭午前10時30分～午後2時
18人
消費者活動センター

栄養士で薬膳アドバイザーの寺田尚
未さん

300円
エプロン、三角巾、布巾、筆記用具

6月5日㈫午前10時30分～午後1
時は同協議会☎41-0510、5日午後1時か
らは同センター☎43-7874へ（先着制）
絵画講習会―水彩画で身近なもの
を楽しく描こう

連雀地区住民協議会
7月6日～27日の毎週金曜日午後1時

～3時30分（全4回）
在学・在勤を含む市民10人
連雀コミュニティセンター
写実画壇会員で日本美術家連盟会員

の市尾哲さん
200円（材料代）
3B鉛筆、練り消しゴム、半透明水彩

絵の具（12色）、パレット、細筆（2～4
号）、中太筆（12～14号）

6月6日㈬～25日㈪に同センターへ
（先着制）

同センター☎45-5100
歴史講座　大河ドラマ「西郷どん」
より歴史を学ぶ

井の頭地区住民協議会
7月7・14日の土曜日午後1時30分～

4時30分
市民50人
井の頭コミュニティセンター本館
国学院大学・駒澤大学講師の平野明

夫さん
筆記用具

6月12日㈫に直接、または13日㈬
～7月1日㈰に直接または電話で同セン
ター☎44-7321へ（先着制）

ごみ減量・リサイクル協力店
　市では、店頭回収やマイバッグ運動
など、ごみの減量やリサイクルに取り
組む店舗を「ごみ減量・リサイクル協力
店」として認定し、その活動を応援して
います。認定要件など詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。

申請書をごみ対策課（第二庁舎2階）へ

※申請書は同課で配布するほか、市ホー
ムページからも入手できます。

同課☎内線2535
都民住宅（中堅所得者向け・東京都
施行型）の入居者
◆募集内容　家族向け空き家（単身者の
応募不可）13団地83戸
◆申込書・募集案内　6月4日㈪～12日
㈫に都市計画課（市役所5階52番窓口）、
市政窓口、都庁、東京都住宅供給公社
募集センターなどで配布。期間中は同
公社ホームページ http://www.to-
kousya.or.jp/からも入手できます。

6月14日㈭（必着）までに郵送で同セ
ンターへ
※詳しくは募集案内をご覧ください。

同センター☎03-3498-8894
NPO法人みたかハンディキャブの
ボランティア

①運転ボランティア＝26～73歳の普
通自動車（第1種）運転免許所有者で、運転
歴2年以上の方、②活動協力ボランティア
※①は福祉有償運送運転者講習の受講が
必要です。6月23日㈯・24日㈰開催予定
の同講習会（9面参照）を利用できます。

同事務局☎41-0185・ 41-0274・
mcab3@jcom.zaq.ne.jp・ http://

www.mcab.jp/へ
（社福）三鷹市社会福祉事業団　 
協力会員
　高齢者などの自宅で手伝いを行うボラ
ンティアです（謝礼は1時間1,000円）。

18歳以上の市民
年会費1,000円

同事業団☎43-8804へ
夏！体験ボランティア2018 
inみたか

7月17日㈫～8月31日㈮
小学生以上の方
保育園、学童保育所、高齢者施設、

障がい者施設など
500円（資料代、保険料）
6月4日㈪～29日㈮に申込用紙（三鷹

市社会福祉協議会ホームページ http: 
//www.mitakashakyo.or.jp/から入手）
と参加費を同センターへ

同センター☎76-1271
「みたか わの縁日」参加団体
　NPOや市民活動団体が互いの活動を

知り、交流を深め合うお祭りです。
NPO法人みたか市民協働ネットワーク
10月27日㈯・28日㈰
市民協働センター

※第1回実行委員会を6月11日㈪午後7
時から同センターで開催します。参加
を希望する団体はご出席ください。

同センター☎46-0048

しごとの相談窓口
6月13日㈬午前10時～正午（11時30

分まで受付）
内職相談は市民
三鷹産業プラザ
雇用保険受給者は雇用保険受給資格

者証、内職相談者は身分証明書
当日会場へ
生活経済課☎内線2543

見つけよう！活躍の職場！ 
若者と企業の交流会in三鷹

市、（公財）東京しごと財団　
6月25日㈪午前10時～午後4時10分
29歳以下の方30人（学生を含む）
三鷹産業プラザ　
筆記用具
直接または電話、インターネットで

東京しごとセンター多摩（国分寺市南
町3-22-10）・☎042-329-4510・
http://www.tokyoshigoto.jp/tama/
へ（先着制）

生活経済課☎内線2543
就職活動支援セミナー 

「求職中のストレスと上手くつきあっ
て求職活動を乗り切ろう」

6月28日㈭午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職中の方24人
市民協働センター　
わくわくサポート三鷹相談員で産業

カウンセラーの野元秀明さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
6月25日㈪までに必要事項（11面

参照）をわくわくサポート三鷹☎45-86 
45・ 45-8646へ（先着制）

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア
第77回定期演奏会　
芸術文化センター　風のホール　全席指定
7月28日㈯　午後3時開演
チケット発売中
会員＝S席5,400円・A席4,500円　
一般＝S席6,000円・A席5,000円
U-23（23歳以下／S席・A席共通）＝3,500円　
市内の小学生～高校生＝2,000円（会員・一般券
購入者と同伴の場合のみ適用。電話予約のみ）
［出演］沼尻竜典（音楽監督・指揮／ピアノ）、 
トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア（管弦楽）
［曲目］モーツァルト：ピアノ協奏曲第19番へ長調K.459、ブラーム
ス：交響曲第4番ホ短調op.98　ほか

柳
や な ぎ や き ょ う た ろ う

家喬太郎みたか勉強会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
8月18日㈯　
昼の部 午後2時／夜の部 午後6時開演
チケット発売日
会員＝6月16日㈯　
一般＝6月21日㈭
各回　会員＝2,250円
一般＝2,500円
※購入は「昼の部」「夜の
部」合わせて、1人2枚ま
で。昼の部と夜の部が、
同じ演目か別かは未定です。

立
た て か わ

川志
し

らく独演会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
9月29日㈯　
昼の部 午後2時／夜の部 午後6時開演
チケット発売日
会員＝6月17日㈰　
一般＝6月21日㈭
各回　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
につき各回4枚まで。
※昼の部と夜の部は別の演目です。

チケットインフォメーション

沼尻竜典 柳家喬太郎 立川志らく 
撮影：山田雅子

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
※学生、U-23（23歳以下）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。

8広報みたか　No.1620　2018.6.3※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。


