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クラウドファンディングを実施しています

2面

三鷹市職員を募集します

2面

市庁舎・議場棟等建替え整備事業

3面

情報公開制度・個人情報保護制度の
仕組みと運用状況を紹介します
市からのお知らせ

4・5面

11面から

星と森と絵本の家

開館10年目記念イベント

12面

❾ 陸橋
（三鷹電車庫跨線橋） ❹ 太宰治文学サロン

● みたか観光案内所

市の観光案内所。太宰治の関連
グッズや太宰人形焼
（写真）
など、
各種おみやげも販売しています。

昭和4
（1929）
年竣工。太宰のお
気に入りの場
所で、橋を渡
る写真が残っ
ています。

開館時間

午前９時～午後６時

太宰が通った酒店
「伊勢元」
跡地に立つビルの１階にあり、
太宰関連の貴重な資料を展示しています。ガイドボランティ
ア
（午前10時30分～午後4時30分）
が常駐し、土・日曜日・休
日は、ご要望に応じて三鷹駅周辺の太宰ゆかりの場所へ案内
します。
開館時間 午前10時～午
後5時30分
（入館無料）
休館日 月曜日、年末年始

休館日

火曜日、

年末年始
9

所用時間 約2.5時間
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❼連雀湯跡※

年

❻みたか井心亭※

⬇（8分）

6

（太宰一家が通った銭湯）

8

❻ みたか井心亭
（純和風文化施設）

小説
『花吹雪』
の中で禅
林寺にある森鷗外の墓
に触れている太宰。没後
は鷗外の墓の近くに葬ら
れ、生誕の日でもある6
月19日の
「桜桃忌」
には、
墓所に毎年多くのファン
が訪れます。

（なじみの屋台）

（2分）
（仕事場）
⓬田辺肉店離れ跡
※
⓭太宰横丁※

（太宰が通った飲食店街）

「ゆかりの案内板」
あり。
※は太宰治

平成30年度特別展

7

❽ 禅林寺・太宰治の墓

さるすべり

太宰治旧宅にあった百日紅
が庭に移植されています。
開館時間 午前９時～午後９
時30分
休館日 月曜日、年末年始
※6月28日㈭〜10月31日㈬は休館します
（11面
参照）
が、百日紅は道路からご覧いただけます。

「太宰治 三鷹とともに

太宰が描いた彩り鮮やかな油

絵
『久富君像』
や門外不出のマント

「二重廻し」
、珠玉の作品を生み出
した愛用の万年筆など、貴重な資

―太宰治没後70年」

６月16日～7月16日㈷午前10時～午後8時

（入館は7時30分まで） ※月曜日休館
（7月16日は開館）
。

23

三鷹市美術ギャラリー

料を展示するほか、太宰の仕事部

500円 ※中学生以下、障害者手帳をお持ちの方などは無料。

もご覧いただけます。

山本有三記念館☎42-6233

屋の趣を感じられる即席ミニ書斎

14

7

6月16日〜
7月16日

市、
（公財）三鷹市スポーツと文化財団

太 宰 治は昭 和 （１９３９）
年から （１９４８）
年ま
で、疎開期間を除く約 年 半を三鷹で暮らし、
『走れメ
ロス』
や
『斜 陽』『人 間 失 格』
など、後 世まで読み継がれる
代表作を執筆しました。
市では、三鷹 市ゆかりの文 学 者の顕 彰 事 業や文 学 施
設の整 備に向けた検 討を進めており、太 宰 治 没 後 年
に当たる今 年は、三 鷹 時 代の太 宰に焦 点を当てた特 別
展を開催します
（左記）
。これを機に太宰ゆかりの場所を
巡り、その足跡をたどってみてはいかがでしょうか。
芸術文化課☎内線２９１２

（15分）
❽禅林寺・太宰治の墓
⬇（20分）
❾陸橋
（三鷹電車庫跨線橋）
※
⬇（8分）
（仕事場）
❿中鉢家跡
※
⬇（2分）
⓫うなぎ若松屋跡※

太宰治

1

10

没後

❶三鷹市美術ギャラリー
⬇（3分）
特別展
（仕事場）
❷野川家跡
※
開催中！
⬇（1分）
（仕事場）
❸小料理屋 千草跡
※
⬇（2分）
❹太宰治文学サロン※
⬇（8分）
❺太宰治旧宅跡

期間中会場へ

撮影：林忠彦

三鷹市にゆかりの深い文学者の顕彰に関するクラウドファンディングを実施しています
（2面参照）
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市長の

ひと
こと

60

コーナー

ケーブルテレビの広 報 番 組「み
る・みる・三 鷹」では「市 長のひ
とことコーナー」を放 送してい
ます
（放送時間は12面参照）
。

市外局番「0422」は省略。

1

主催者
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三鷹市長

第34回太宰治賞贈呈式にて受賞者の
錦見映理子さんとともに

今も人々を惹きつける
太宰治の三鷹時代

市長コラム

月は、太宰治が生まれ、そして亡くなった月で
もあります。ただ今、ＪＲ三鷹駅南口の三鷹コラル
階にある
「三鷹市美術ギャラリー」
において、
『太
宰治 三鷹とともに―太宰治没後 年』
と題した特
別展を開催中です
（上記）
。
特別展では、執筆の際に愛用したランプのほか、
太宰治が三鷹で家族とともに過ごした時代の大変
貴重な資料が展示されています。
三鷹 市は㈱ 筑 摩 書 房との共 催で、
「太宰治没後
年」
を記念して 年前に
「太宰治賞」
を復活しまし
た。新人文学賞として文学界における評価も高く、
これまで芥川賞などを受賞する素晴らしい作家を
生み出しています。太宰治賞の第 回は受賞者がい
なかったことから、実質 人目の受賞者となったの
は三鷹市在住の吉村昭でした。第 回の今年は、
月 日に贈呈式を行いました
（写真）
。
また、 年前には
「太宰治没後 年・生誕１００
年」
を記念して、三鷹駅前の太宰治が通った酒屋の
跡地に、
「太宰治文学サロン」
を開設しています。小
さなサロンですが、ガイドボランティアの皆様の解
説がとても好評です。貴重な資料による企画展示と
ともに、折々に朗読会なども催されています。
（公財）
三鷹市スポーツと文化財団でも太宰治作品の朗読
会を催すなど、
「太宰が生きたまち三鷹」
の取り組
みは多岐にわたります。
月には、
「 三 鷹 市 ゆ か りの 文 学 者 顕 彰 事 業 検
討会議」
が発足して、山本有三、津村節子、神沢利
子をはじめとする三鷹市ゆかりの文学者の顕彰の
在り方、
「太宰治記念文学館
（仮称）
」
や
「吉村昭書斎
（仮称）
」
の適切な整備に向けての検討を始めていた
だいています。
そして三鷹市では、太宰治や山本有三をはじめと
する三鷹市ゆかりの文学者顕彰事業にご寄付をお
願いしています。市ホームページからは、クラウド
ファンディングという方式でお手軽にご寄付をし
ていただけます。
この 月、太宰治をしのび、その文学といま一度出
会い直してください。三鷹市ゆかりの文学者との出
会いが皆様の心を豊かにすることを願っています。
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日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

費用

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

※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。

6月は
「浸水対策強化月間」
です

水再生課☎内線2871
冠水・浸水などの水害を防ぐには、日ごろの
備えが大切です。ごみなどで道路の排水溝や側
溝がふさがっていると、雨水が下水道管に流れ
込まず、道路が冠水する原因になります。排水
溝や側溝の周りを小まめに清掃すると
ともに、側溝に物を置かないようご協
力ください。
◆東京アメッシュ
東京周辺の雨量強度を5分ごとに更新
最新の
http://tokyo-ame.jwa.or.jp/
気象情報を
◆気象庁高解像度降水ナウキャスト
チェック
1時間先までの5分ごとの降水予測を表示
https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

市では、
「文化の薫り高い三鷹」のまちづくりを
目指して、芸術文化の鑑賞機会や活動発表の場の
提供とともに、三鷹市ゆかりの文化人顕彰事業を
実施するなど、芸術・文化のまちづくりを推進し
てきました。
平成30年度は太宰治、吉村昭、津村節子、山本
有三、神沢利子
（敬称略）など、市ゆかりの文学者
の顕彰事業を支援していただくため、
「ふるさと
納税」の対象となるクラウドファンディングを実
施しています。いただいたご寄付は太宰治の没後
70年特別展や企画展示、山本有三記念館のイベ
ントなど、事業の運営費に活
用させていただきます。
寄付の金額に応じ、太宰治、
山本有三に関するグッズなど
の特典を用意して、みなさん
の応援をお待ちしています。

三鷹市職員を募集します
① ②土木技術、③ ④建築技術、⑤ ⑥電気技術
（いずれも若干名。
②④⑥は経験者採用）

資格

① ③ ⑤ 平成元年4月2日〜11年4月1日生まれの方、②④⑥昭和62
年4月2日〜平成元年4月1日生まれの方で実務経験が4年以上、昭和
57年4月2日〜62年4月1日生まれの方で実務経験が8年以上、昭和
53年4月2日〜57年4月1日生まれの方で実務経験が13年以上
（④は
構造設計一級建築士資格取得者、一級建築士資格取得者または建築
基準適合判定資格者
〈建築基準適合判定資格者は昭和43年4月2日〜
57年4月1日生まれの方で実務経験が13年以上も可〉
）

勤務時間

月〜金曜日午前8時30分〜午後5時15分（時間、休日は配置先に
より異なる）

給与(月額初任給)

①③⑤210,105円(大学新卒)、②④⑥210,105円〜 (経験年数加算)
※いずれも地域手当を含む。
※扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当など各種手当あり。

試験日程など

7月22日㈰＝第1次試験(① ③ ⑤ 教養試験・専門試験、②④⑥事務
能力検査・基礎能力検査)
7月9日㈪
（消印有効）
までに受験申込書
（写真貼付）
・受験票返信用
切手
（62円）
を特定記録郵便で
「〒181-8555職員課」
へ
※詳しくは募集要項(市ホームページ、同課
〈市役所3階〉
、市政窓口、
市立図書館で入手可)をご覧ください。

上記職種の職員採用セミナーを開催します

①6月29日㈮午後1時〜4時15分＝三鷹市公会堂さんさん
館、②7月4日㈬午後7時〜8時30分＝三鷹ネットワーク大学
① 6月28日㈭、②7月3日㈫いずれも午後5時までに必要事
項(11面参照)・職種・性別・生年月日を職員課☎内線2233・
shokuin@city.mitaka.tokyo.jpへ

募集期間
特

100万円
8月31日㈮まで

典

◆1万円〜3万円未満
太宰治記念しおりセット
（写真）
または山
本有三記念館クリアファイル
◆3万円以上
太宰治没後70年特別展図録または山本
有三記念館年間パスポート
※6月25日㈪までに1万円以上ご寄付い
ただいた方には、同特別展
（1面参照）
のペアチケットをお贈りします。
※事 業 の 概 要 な ど、 詳 し く は 市 ホ ー ム
ページの
「ふるさと納税特設サイト」
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/
furusato_nouzei/をご覧ください。

地域福祉課☎内線2663
市では、災害時の円滑な避難支援のため、災害対策基本法に基づき避難行動要支援者の名
簿を作成しています。
次の要件の①〜⑤に該当する方は、市の住民情報に基づき名簿に登録しました。⑥⑦に該
当する方で、名簿への登録を希望する方は同課までお申し込みください。
◆市が定める対象者の要件
① 75歳以上で1人暮らしの方、または75歳以上のみの世帯の方
② 介護保険の要介護1または2で、1人暮らしまたは同居の家族が65歳以上の方
③ 介護保険の要介護3〜5の方
④ 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
⑤ ③④と同居する家族が全員75歳以上の方
⑥ 難病で避難に支援が必要な方
⑦ 75歳以上で日中独居など、避難に支援が必要と思われる方
◆関係機関との名簿情報の共有
名簿に登載された方の情報は、本人の同意が得られた場合、平常時から関係機関
（三鷹警
察署、三鷹消防署、三鷹市消防団、民生・児童委員、自主防災組織、三鷹市社会福祉協議会、
町会・自治会・マンション管理組合）
と共有します。また、提供に同意しない場合でも、災害
時には生命保護のため関係機関に提供する場合があります。なお、情報の提供にあたっては、
市と関係機関が協定を締結し、個人情報がほかに漏れることがないよう、適切に管理します。
◆新たな登録者へ情報提供同意書を7月に郵送します
郵送時期
地域
返送期限
新たに登録の対象になった方と、平成29年度に同意確 （予定）
牟礼
認をいただけなかった方に、情報提供同意書
（関係機関へ
の情報提供に同意・不同意の確認をする通知）をお送りし 7月第1週 北野
8月3日㈮
野崎
ます
（右表参照）
。同意・不同意の意向と必要事項を記入し、
大沢
期限までに返送してください。
7月第2週 下連雀 8月10日㈮
上連雀
◆協定締結に関する説明会の開催
避難支援体制の拡充を図るため、随時説明会を開催して 7月第3週 井口 8月17日㈮
深大寺
います。
井の頭
町会、自治会、マンション管理組合
7月第4週 中原 8月24日㈮
新川
同課☎内線2663へ

そんなときは
「三鷹市生活・就労支援窓口」
に
ご相談ください

・ずっと働いていないので就職が不安
・家賃が払えず家を出なければならない
・収入より借金の方が多い
・家族が働かずに引きこもっている
・引きこもりやニートで悩んでいる など

相談支援の流れ
相談員がお話を伺
い、課 題 を 整 理し
ます

目標金額

災害時に支援が必要な方の名簿づくりにご協力ください

こんな不安や心配事はありませんか

2
必要に応じて、課題解決の
ためのプラン
（個別支援計
画）を、本人の同意に基づき
作成します

2

具体的な取り組みを実現するために、インターネットを通じて全国から寄付を募る仕組み
で、近年は民間・官公庁を問わず、さまざまな分野で活用が広がっています。

「経済的に苦しい」
「生活に困っている」

1

2018.6.17

クラウドファンディング

職員課☎内線2233

生活相談に応じ、就労などを支援する窓口
です。経済的な理由などで不安や心配を抱え
ている方の相談に専門の相談員がお応えし、
関係機関と連携しながら状況の改善を支援し
ます。1人で悩まず、
お気軽にご相談ください。
平日午前8時30分〜午後5時
（正午〜午後1
時を除く）
市役所2階
※生 活保護を受給している
方は対象になりません。

No.1621

クラウド
「三鷹市ゆかりの文学者顕彰事業」
への
ファンディング
ご支援をお待ちしています 企画経営課☎内線2113
実施中！

水害を防ぐために、
日ごろの備えをお願いします

職種

広報みたか

3
生活の安定に向けて、関係
機関と連携しながら、プラン
に基づいた必要な支援サー
ビスを提供します

同窓口☎内線2678

支援の例
●すぐに仕事に就くことが可能な場合➡ハローワークなどとの連携
ハローワーク三鷹などと連携しながら、就職活動支援を行います。
●就職するために住居の確保が必要な場合➡住居確保給付金の支給
離職などで住居を失った方、または失う恐れの高い方に、原則3カ月間
（最
長9カ月間）
家賃相当額を支給し、就労を支援します(収入や資産要件のほか、
就職活動をすることなどが条件です)。
●仕事に就くために生活改善などのサポートが必要な場合➡就労準備支援
「社会との関わりに不安がある」
「就労意欲が低下している」など、すぐに
就労することが難しい方に、期間を定めたプログラムに沿って就労に向け
た基礎能力を養いながら、就労に向けた支援をします。
●家計の立て直しが必要な場合➡家計相談支援
早期の生活再生のために、家計状況の
「見える化」を図り、相談者が自ら
家計を管理できるように支援します。
●子どもの学習・進学支援が必要な場合➡子どもの学習等支援
子どもの学習支援をはじめ、不登校やひきこもりなどの状況にある子ど
もや若者を支援します
（世帯収入が住民税非課税相当以下の方が対象です）
。

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。
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第1回

第65回市民文化祭

今号では、市庁舎・議場棟等建替え整備
事業のこれまでの経過について紹介します。

市庁舎・議場棟等

建替え整備事業

三鷹市芸術文化協会☎45-1283、市芸術文化課☎内線2911

都市再生推進本部事務局☎内線2052

日ごろの練習の成果を発表してみませんか。
募集種目
ジャズ
合唱
民謡
洋舞
現代日本舞踊
吹奏楽
謡曲・仕舞
吟詠・剣詩舞

事業概要
市では、建設から50年以上が経過した市庁舎等の建替えの検討を、
『第
4次三鷹市基本計画
（第1次改定）
』
の主要事業に位置付けています。
平成28年8月に、三鷹まちづくり総合研究所に
「庁舎等建替えに向けた
基本的な枠組みに関する研究会」
を設置し、調査・研究を開始しました。
その後、29年8月には
「庁舎等建替えに向けた基本的な考え方」
を取りま
とめ、市民意向調査や
「みたかまちづくりディスカッション」などを行い、
市庁舎・議場棟等の建替えに向けた検討を進めています。今後も幅広く市
民のみなさんのご意見を聞きながら取り組みを進めていきます。

募集種目
管弦楽
邦楽
歌謡
大正琴
日本舞踊
囃子と和太鼓

11月 4日㈰
11月10日㈯
11月11日㈰

平成28年 3月
平成28年 8月

三鷹まちづくり総合研究所に
「庁舎等建替えに向けた基本
的な枠組みに関する研究会」
が設置される

平成29年 6月

同研究会から市への提言などが盛り込まれた最終報告書が
提出される

平成29年 8月

「三鷹市庁舎等整備基本構想策定に向けた基本的な考え方」
を策定する

45-1284・

選。結果は7月末までに連絡)

11月23日㈷
11月24日㈯
11月25日㈰

geibunkyo@bz04.plala.or.jpへ(申込多数の場合は抽

家庭のぬくもりをすべての子どもに…。

あなたも養育家庭
（ほっとファミリー）
に
なりませんか
子ども家庭支援センターのびのびひろば☎40-5925
都内には、さまざまな事情から親元を離れて暮らしている子どもが約4,000人います。そ

平成29年11月〜 現況調査・庁舎利用環境調査を実施する
平成30年 2月

「みたかまちづくりディスカッション」
を開催する
（無作為抽出で選ばれた市民が参加）

平成30年 4月

「専門家によるワークショップ」
を開催する
（一級建築士の資格を有する市民が公募で参加）

うした子どもたちを家庭に迎え入れ、一定の期間、家族の一員として育てていただくのが養
育家庭
（ほっとファミリー）
制度です。

同制度は、法律上の養子縁組を目的としていないため、1カ月程度の短期間から長期間まで、

受け入れ家庭と子どもの事情に合わせて柔軟に子育て支援を行うことができます。また、養

育期間中は、都の児童福祉司や養育家庭専門員、医師などのチームが養育相談に応じるなど、

職員意見交換会・職員アンケートを実施する

充実した体制でサポートします。

「市民によるワークショップ」
を開催する
（無作為抽出で選ばれた市民が参加）

フレンドホームも募集中です

※市庁舎・議場棟等建替え整備事業について、これまでの経過や今後の予定な
ど、詳しくは市ホームページトップページのバナーからご覧いただけます。

夏休みや週末などの数日間、児童養護施設や乳児院で生活している子どもを自宅で預かる

「フレンドホーム」
も募集しています。詳しくは、各児童養護施設・乳児院へお問い合わせく
ださい。

東大の馬に会おう！ ふれあい乗馬体験

夏休み！ 子ども理科実験教室
西多世代交流センター☎32-8765

東京大学運動会馬術部☎31-0838、市スポーツ推進課☎内線2934
餌やりや乗馬体験を通じて馬と触れ合いましょう。障がい

「白い粉であそぼう」

のあるお子さんも楽しめます。

砂糖や塩、重曹などの身近な白い粉を、さまざまな方法で見分けます。

市、同部、NPO法人みんなのみたか

7月30日㈪午前10時〜正午、午後2時〜4時

7月21日㈯午前9時東大馬術部馬場
（大沢2-20-2）〜長谷

市内の小学1年生各回20人

川病院(講義) 〜同馬場
（体験)11時30分ごろ解散
（小雨決行）

市内の3歳〜小学3年生のお子さんとその家族10組
（1家族につき保護者2人まで）

1家族1,500円

汚れてもよい服装、下足入れ、雨具、飲み物、あればカメラ

6月30日㈯までに参加者全員の必要事項
（11面参照）
・馬について知りたいこと
mitaka.aiba.2018@gmail.comへ(申込多数の場合は抽選)

※自家用車での来場はご遠慮ください。

「聞いてさわろう！ 音のふしぎ」
音はどうして聞こえるの？楽器はどのように音を出しているの？

音のふしぎに触れてみましょう。

7月31日㈫午前10時〜正午、午後2時〜4時
生涯学習センター

東京大学コミュニケーションサークルCASTのみなさん

6月18日㈪〜29日㈮午後5時に必要事項(11面参照)・希望の回(複数選択不可)

を直接または電話、インターネットで西多世代交流センター☎32-8765・

浴衣で踊る日本舞踊です。講座

https://www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/（三鷹中央防災公園・元気創造プラ

に参加して、秋に開催される市民

ザ講座申込システム）
へ
（申込多数の場合は抽選。当選者にのみ7月12日㈭に結果

文化祭で踊ってみませんか。

を発送）

三鷹市芸術文化協会、
（ 公財）三鷹

市スポーツと文化財団

7月は河川愛護月間

7月25日㈬午後1時30分〜3時30

分
（1時集合）

君も昆虫はかせになろう！ 野川の生きもの観察会

市内の小学生20人
生涯学習センター

昨年の市民文化祭の様子

三鷹市日本舞踊連盟の藤間紫伎唯さん

浴衣、腰ひも2本、半幅帯または三尺帯、足袋または白い靴下

6月18日㈪〜7月16日㈷に直接または電話、電子メールで同協会（元気創

造プラザ4階）☎45-1283・

geibunkyo@bz04.plala.or.jp、または電話、イ

ン タ ー ネ ッ ト で 同 財 団 ☎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）

日時・期間

市民協働センター

市内の小学2・3年生各回20人

小学生 日本舞踊体験講座

主催者

11月18日㈰

※直接申し込みの場合は、平日午前9時〜午後5時に同協会へ。

平成29年10月〜 市民意向調査
（アンケート調査）
を実施する

を同部

開催日
11月17日㈯

6月18日㈪〜7月12日㈭
（消印有効）
に必要事項
（11面参照）
を直接またははがき、電話、ファ

階)・☎45-1283・

『第4次三鷹市基本計画
（第1次改定）
』の主要事業として位
置付ける

平成30年 6月

開催日
10月27日㈯
11月 3日㈷

クス、電子メールで
「〒181-0004三鷹市新川6-37-1三鷹市芸術文化協会」
(元気創造プラザ4

これまでの経過

平成30年 5月

芸能部門参加者募集

対象・定員

場所・会場

講師

東京都北多摩南部建設事務所☎042-330-1850
昆虫採集と野川の生きものを観察して、昆虫はかせの賞状をもらおう。
7月28日㈯午前10時〜正午
（9時50分まで受付。雨天中止）
野川第一調節池
（都立武蔵野公園内）

帽子、虫籠、虫取り網、飲み物、タオル
当日会場へ

※小学2年生以下は保護者同伴でお越しください。

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

広報みたか

※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。
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相談・情報課☎内線2215

市では、みなさんのプライバシーに関する情報を非常に多く保有していますが、こうした個人情報や特定個人情報を保護するため、収集する情報の内容やその利用・管理の
方法などについてのルールを定めています。

市はどのような個人情報を保有しているのか…

個人情報非開示の場合の救済制度は…

市役所の各課が新たに個人情報を収集する場合は、どのような個人情報を、
どのような目的で、いつから、どのような形態で、どこの課で管理するかを記
載した「個人情報取扱事務届出書」を作成し、市長のもとに集約しています。平
成29年度に作成した新規の届出書は 表4 のとおりです。

個人情報が開示されなかったことに不満がある場合は、市に審査請求をすること
ができます。市は個人情報保護審査会に諮問し、審査会では非開示の決定が適切で
あったかどうかを審査します。29年度は、個人情報保護制度に対する審査請求が1
件あり、審査会を2回開催しました。

個人情報をほかの部署や国・東京都が利用することは…

特定個人情報はどのように取り扱われているのか…

市が保有する個人情報は、たとえ市役所内部の部署間であっても、収集した
ときの目的を超えて利用すること（目的外利用）は禁止しています。また、国や
東京都などの外部の組織に提供すること（外部提供）も禁止しています。
しかし、例外として、法令に基づく場合や個人情報保護委員会の承認を得た
場合などには、目的外利用や外部提供を行う場合があり、29年度の目的外利用
と外部提供の状況は 表5 のとおりです。

特定個人情報とは、マイナンバーを内容に含む個人情報のことです。特定個人情
報は個人情報の一種ですが、従来の個人情報と違い、本人の同意があっても「行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（番号法）」で
認められた事務でしか利用や提供ができないなど、より厳格なルールの下で取り扱
われています。
特定個人情報についても、新たに情報を収集する場合や既存の事務に変更があっ
た場合は「特定個人情報取扱事務届出書」を作成しています。29年度に作成した新
規の届出書はありませんでした。また、29年度は、特定個人情報の開示請求はあり
ませんでした。

自分の個人情報がどのように管理されているのかを知るには…
自身の個人情報がどのように管理されているのかを知りたい場合は、個人情報
の開示請求を行うことができます。29年度の開示請求の状況は 表6 のとおりです。

表4 新規の個人情報取扱事務届出書の内訳

表5 目的外利用と外部提供の項目別内訳
根拠規定

目的外利用

届出
件数

個人情報を取り扱う事務の名称

防災課

2

災害時被災者生活再建支援業
務に関する事務、災害情報の
収集に関する事務

スポーツ
推進課

1

三鷹市市民体育施設利用者懇
談会に関する事務

健康推進課

1

母子保健モバイルサービスに
関する事務

個人情報保護委員会の
承認を得ているもの

所

管

法令に基づくもの

表6 開示請求の状況
外部提供

18

37

緊急でやむを得ないもの

2

1

本人の同意を得たもの

6

6

30

27

処理状況
（注1）

請求
件数

開示

一部
開示

49

30

13

取り
下げ

非開示 不存在
2

17

1

審査
請求
1

（注1）
1件の請求に対して複数の処理が行われる場合
があるため、請求件数とは一致しません。

厳しい制限を設け適正に管理しています

コンピューターによる個人情報処理状況
市では
「三鷹市個人情報保
護条例」
および
「三鷹市特定個
人情報保護条例」
の中で、コ
ンピューター処理による個人
情報や特定個人情報の取り扱
いについて、特に厳しい制限
を設けるとともに、
情報セキュ
リティーマネジメントシステ
ムの認証の取得や特定個人情
報保護評価の実施により、適
正な運用を図っています。
4月現在で、市がコンピュー
ターによって個人情報や特定
個人情報を処理している主
な業務と記録項目は 表7 の
とおりです
（※は平成29年4月
以降に追加した業務）
。
また、市と接続先との通信
回線の結合により個人情報の
処理を行っている主な業務は
表8 のとおりです。高 度 な
セキュリティーを維持した行
政専用のネットワークを使用
し、適正に運用しています。

情報推進課☎内線2143

表7 コンピューター処理の主な業務と記録項目
個人情報
業務名

特定個人情報
主な記録項目

業務名

主な記録項目

住居表示に関する事務

所有者氏名・住所

印鑑登録に係る事務

印影、登録番号

戸籍事務

本籍、構成員氏名

個人住民税の賦課に関する事務 総所得、年税額

災害情報の収集に関する事務※

被害発生箇所の住所、被害内容

障がい者手帳に関する事務

選挙人名簿に関する事務

住民基本台帳事務

氏名、住所

個人番号通知および個人番号
氏名、個人番号
カード交付に関する事務

氏名、投票区

災害時被災者再建支援業務に関する事務※ 氏名、生活再建支援状況

国民健康保険に関する事務

保険者番号、所得情報

介護保険制度に関する事務

資格、認定理由

申請種別、交付年月日

母子保健モバイルサービスに関する業務※ 子の生年月日または出産予定日、子の性別 生活保護に関する事務
空き家などの対策に関する事務※

空き家の所在地、土地、家屋所有者氏名

市議会議員の公職歴などの管理に伴う事務
氏名、住所
※

表8

申請理由種別、支給情報

母子保健事業に関する事務

氏名、妊娠届出書の記録

児童手当・特例給付の支給に
対象児童、受給者番号
関する事務

通信回線の結合により個人情報の処理を行っている主な業務と接続先
業務名

接続先

住民基本台帳ネットワークシステム業務

住民基本台帳ネットワーク都道府県サーバー

公的個人認証サービス業務

地方公共団体情報システム機構公的個人認証サーバー

個人番号カード関連業務

地方公共団体情報システム機構カード管理業務サーバー

東京電子自治体共同運営電子申請・電子調達サービス業務
マルチペイメントネットワークを利用した収納業務
地方税電子申告業務（法人市民税・事業所税）
および国税連携業務

総合行政ネットワーク都道府県サーバー

コンビニエンスストアにおける証明書交付業務

住民基本台帳ネットワークシステムなどの運用状況

別表1 29年度の住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報更新処理件数

市民課☎内線2326

住民基本台帳ネットワークシステムは、みなさんの住民基本台帳情報のうち、氏名、
住所、生年月日、性別、住民票コードといった基礎的な情報を全国的にコンピューター
でネットワーク化し、さまざまな行政機関が本人確認をする必要があるときに参照でき
るようにしたものです。これによって、パスポートの申請や年金の現況届など、今まで
行政機関への申請や届け出の際に必要とされていた住民票の写しの提出が不要になりま
した。
平成29年度は、届け出による住民基本台帳情報の変更など、 別表1 のとおり46,610
件の更新処理を行いました。
また、マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの交付件数などは、 別表2 の
とおりです。
なお、住民基本台帳カードの交付は27年12月28日で終了し、マイナンバーカードの
交付が28年1月から始まりました。

29年

月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
合

計

更新処理件数
5,056
3,949
3,399
3,701
3,766
3,244

29年

30年

月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
46,610

更新処理件数
3,575
3,305
3,372
2,968
3,344
6,931

別表2 マイナンバーカードなどの交付件数
年度
27年度
28年度
29年度

マイナンバーカード
交付件数
2,700
17,375
5,697

住民基本台帳カード
交付件数
1,201
―
―

住民票の写しの
広域交付件数
134
142
152

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。
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情報公開制度・個人情報保護制度の
仕組みと運用状況を紹介します
より開かれた市政運営のための「情報公開制度」

利用できるのは…
市の情報公開制度は、すべての人
（法人を含む）
が利用できます。平成29年度
の情報公開請求者の内訳は 表1 のとおりです。

公開の対象となる情報は…
市のすべての組織で作成・受領した情報が公開の対象です。29年度の部門
別決定件数とその処理状況は 表2 のとおりです。

①情報公開の請求

請
求
者

④情報公開の請求の
可否を決定した
文書を通知

②情報公開の
請求書の送付

市役所の
各課

情
報
公
開
の
仕
組
み

相談・
情報課

市が収集・作成したさまざまな情報は、みなさんの共有財産です。そして、
みなさんに市政に参加していただくためには、情報が広く公開されることが必
要です。市では、こうした観点から、より開かれた市政運営の実現に向け、情
報公開制度の的確な運用を図っています。

相談・情報課☎内線2215

③情報公開の
決定書の送付

●公開・非公開の決定
●決定期間（15日以内）を延長
する場合は、請求者に通知
●市外のものに関する情報が記
録されているときは、当該の
第三者に意見を聴取

●相談
●情報の特定
●請求書の受付
●以後の手続きなどの説明

情報公開請求が
認められた場合

情報公開請求が
認められなかった場合

公開できない情報は…
相談・情報課
●写しの交付

市政情報非公開の場合の救済制度は…

納得

市政情報が公開されなかったことに不満がある場合は、市に審査請求をする
ことができます。市は情報公開審査会に諮問し、審査会では非公開の決定が適
切であったかどうかを審査します。29年度は、審査請求はありませんでした。
訳

市内法人・団体

19

24

市外在住者

決定件数

市長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会
合 計（注1）

14

23

98
4
0
0
0
0
0
102

公開
57
2
0
0
0
0
0
59

一部公開
32
1
0
0
0
0
0
33

処理状況
非公開
0
1
0
0
0
0
0
1

市民会議などの公開状況を
お知らせします

不存在
9
0
0
0
0
0
0
9

区

取り下げ
6
1
0
0
0
0
0
7

審査請求

市では、開かれた市政運営のために市民会議などの様子
を広く公開しています。平成29年度の公開状況は右表のと
おりです。

0
0
0
0
0
0
0
0

市の事業の情報で、公開すると関係者との信頼関係が損
なわれたり、公正・適正な事業が妨げられる情報

1

生命、身体や財産の保護、犯罪の防止のための情報で、
公開すると安全安心に支障が出る情報
合

39会議

68.4％

12会議

21.1％

6会議

会議の延べ開催回数（注1）

10.5％

158回

公開

127回

80.3％

17回

10.8％

14回

非公開

計（注2）

8.9％

（注1）回
 数は、延べ392回のうち、非公
開で行われる介護認定審査会
（延
べ217回）と障がい程度区分判定
等審査会（延べ17回）を除いてい
ます。
（注2）一つの会議において、議題により
公開・非公開が分かれる場合があ
るため、公開・一部公開・非公開
件数の合計とは一致しません。

平成29年度活動状況をお知らせします

1 月別苦情申し立て受け付け状況
（29年4月～30年3月）
本人・
代理人別

郵送・
ファクス

電話

7月

1

1

0

1

0

1

0

0

10月

1

0

1

1

0

1

0

0

1月

1

1

0

1

0

0

1

0

3月

1

1

0

1

0

1

0

0

合計

4

3

1

4

0

3

1

0

◆ 総合オンブズマン相談（7月）

2 組織別苦情申し立て内容
区分

受付方法

市内
市外
本人 代理人 来訪
在住者 在住者

受付件数

内

3 苦情申し立て処理状況
容

区

三鷹市子ども発達支援
センターの療育内容に
ついて
子ども
政策部

3

学童申し込みの調整指
数について
子ども育成課職員の対
応および保育園入所審
査の基準に関する苦情

合計

3

※取り下げられたものを除く。

対象・定員

場所・会場

講師

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

分

件数

１ 苦情申立人に結果通知をしたもの

2

⑴ 苦情申し立ての趣旨に沿ったもの

1

⑵ 行政の不備がないもの

1

⑶ 所管外となったもの

0

⑷ そのほか

0

２ 苦情調査を打ち切ったもの

0

３ 苦情申し立てを取り下げたもの

1

４ 次年度に調査を持ち越したもの

1

合

4

5・26日＝片桐朝美さん
（杏林大学准教授）
、12・19日＝中村一郎さん
（弁護士）
、いずれも木曜日午後1時30分～4時30分
同課
（市役所2階）
同課☎内線2215へ

日時・期間

45

総合オンブズマンは、みなさんから寄せられた市政に関する苦情を、市と市民の間に立って公正かつ中立な立
場で調査します。そのうえで、必要な場合は市に意見を述べ、サービスの内容を是正するように勧告したり、制度
を改善するよう提言します。

相談・情報課☎内線2215

主催者

26

（注2）1件の決定について複数の非公開理由があるため、 表2 の
一部公開件数と非公開件数の合計とは一致しません。

一部公開

傍聴があった会議数＝11会議、傍聴人延べ人数＝39人

◆ 総合オンブズマン活動実績

1

構成比

一部公開

総合オンブズマン

意思形成過程の情報で、公開することにより、公正また
は適正な意思形成が著しく妨げられる情報

会議数・回数

非公開

14
2

55会議（注2）

公開

傍聴などの状況

区分

分

1

企業の経営戦略や技術、経営状況に関する情報

対象となる市民会議・審議

相談・情報課☎内線2215

市内・市外
在住者別

③答申
●

収入や職業、学歴など個人のプライバシーに関する情報

（注1）1件の請求に対して複数の決定が行われる場合があるため、 表1 の請求件数とは一致しません。
取り下げ件数は決定件数には含まれません。

受付
件数

情
報
公
開
審
査
会

②諮問
●

法令によって明らかに公開することができない情報

市外法人・団体

表2 部門別の情報公開決定件数と処理状況
実施機関

④裁決・決定通知
●

市
役
所
の
各
課

表3 非公開理由の内訳
内

市民

80

①審査請求
●

裁判所

表1 請求件数と請求者の内訳
請求件数

不満

●視聴

裁判所へ
訴え

●閲覧

相談・情報課

みなさんのプライバシーに関することや、企業秘密は公開しません。また、
市が事業を行うための交渉の方針など、公開することで公正・適正な市政運営
が妨げられる情報も公開しないこととしています。29年度の非公開件数とその
理由は 表3 のとおりです。

問い合わせ

計

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

※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。

記資格があればなお可)、②40歳未満で、
普通自動車運転免許を有する社会福祉
士または介護支援専門員、③60歳未満
で、理学療法士または作業療法士免許を
有し、実務経験3年以上の方、④⑤保育

士(無資格者は応相談)
◆勤務時間 ①〜③月〜金曜日午前8時
30分〜午後5時15分(①②は配属先によ
り早番、遅番、土曜日の勤務あり)、④月
〜金曜日午後4時30分〜7時30分、月曜
日午後5時〜8時30分、土曜日午後5時〜

7時30分、⑤月〜金曜日午前7時30分〜
9時、午後3時45分〜7時30分、土曜日
午前10時〜午後4時、午後4時15分〜6
時45分
◆勤務場所 ①②同事業団が運営する
施設など、③老人保健施設はなかいどう、
④三鷹駅前保育園、⑤三鷹赤とんぼ保
育園
◆報酬 ①②月額172,816円〜218,960
円(経験などによる)、③月額262,752円
〜280,000円(経験などによる)、④⑤時

給1,080円〜1,463円(資格の有無・時間
帯による)
◆採用予定日 ①8月1日
（応相談）
、②〜

⑤随時
電話連絡のうえ履歴書(写真貼付)・
あれば資 格 証の写しを直 接または郵 送
で① 〜 ③「〒181-0002牟 礼6-12-30三
鷹市社会福祉事業団」
・☎44-5211、④
「〒181-0013下連雀3-30-12三鷹駅前
保育園」
・☎79-5441、⑤「〒181-0002
牟礼3-9-3三鷹赤とんぼ保育園」
・☎400600へ
※詳しくは同事業団ホームページ http:
//www.mitaka.or.jpへ。
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士と女性相談員が相談に応じます。
◆電話相談 ☎03-3591-9211
東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会、日本弁護士連合会
6月23日㈯午前10時～午後4時
※面談による継続相談もできます
（初回
のみ無料）
。
東京弁護士会☎03-3581-2205

平成30年度第１回三鷹市地域公共
交通活性化協議会の傍聴

三鷹駅南口駅前広場交通対策検討専
門部会の設置、委員の決定ほか。

女性のための無料ホットライン
女性の権利110番

No.1621

当日会場へ
（先着制）
道路交通課☎内線2883

平成30年度
第1回三鷹市都市計画審議会の傍聴
7月9日㈪午前10時から
15人
市議会協議会室
（市役所3階）

6月26日㈫
（必着）
までに必要事項
（11
面 参 照）
を「〒181-8555都 市 計 画 課」
・
toshikeikaku@city.mitaka.tokyo.
jpへ
（申込多数の場合は抽選）
同課☎内線2815

※
「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

DV、セクハラ、ストーカーなど弁 護

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。

画廊☎47-5241
（木曜日休み）

招待作家による 第6回「太宰はお
好きですか」展
しろがねGallery 6月24日㈰ま
での午前11時～午後7時
（24日は5時
まで） 同画廊 期間中会場へ
同画廊☎43-3777
（木曜日休み）

うつ友の会三鷹
（ミニ講演会あり
ます）
6月23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

アリスみたか定例会
三鷹市ひとり親家庭福祉会 6
月17日㈰正午～午後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）
フルタニ☎090-4713-5210・
paamandayo@yahoo.co.jp

第4回三鷹がん哲学外来カフェ
日本基督教団相愛教会 6月23
（牟礼
日㈯午後2時～4時 同教会
4-3-46） 200円 当日会場へ
宮本☎44-7518・ taokomiyamo
to@gmail.com

「多摩の文化を歴史探訪」第2回府
中の文化財を訪ねる
歴史の道を歩く会三鷹支部
6月20日㈬午前10時京王線中河原
駅改札外集合～午後3時 400円
五十嵐 49-6101
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 6月20日、7月18日の水曜日午
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☎34-0040
元気ひろば おれんじの催し
①英会話＝6月21日、7月5日の木
曜日午後3時～4時30分、②ラフター
ヨガ＝6月27日㈬ 午 後2時～3時30
分、③クレイアート＝28日㈭午後1時
（中原3-1-65）
30分～3時 同会
①2,000円
（1回）
、②600円、③1,200
円 ②動きやすい服装
同会☎
76-5940
ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議 会
6月23日㈯午前10時～午後1時
市民センター議場棟下 500円
（1区
同協議会☎76-1271
（申し
画分）
込みは2区画まで）
小出昌世展―線の表情
ぎゃらりー由芽 6月23日㈯～7
月8日㈰正午～午後7時
（8日は5時ま
で） 同画廊 期間中会場へ 同

6

7月2日㈪午後2時～4時
5人
市議会協議会室
（市役所3階）

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

催し

2018.6.17

職人の感謝デー
（①包丁研ぎ・②
箸づくり体験）
北多摩建設産業労働組合 6月
24日㈰午前10時〜午後2時30分(②
は2時まで受付） JA東京むさし牟
礼支店 包丁研ぎは1人3本まで
当日会場へ 同組合☎70-0771
（平
日）
第1回ネモフラスタジオ発表会
6月24日㈰午後1時～3時30分
芸術文化センター星のホール 500
円
根本☎080-4440-0728
エコマルシェ―地球にやさしいこ
と、いっしょに考えてみませんか
NPO法人みたか市民協同発電
6月24日㈰午後1時～5時 三鷹中
央通り、みたかスペースあい 当日
会 場へ オオヤウチ☎090-60490203
ティータイム広 場 障がいのある
わが子を語ろう
三鷹市心身障害者
（児）
親の会
6月25日㈪午前10時～正午 同会
（下連雀1-8-22HYビル3階） 当日会
場へ 同会☎24-7888
市 民リレートーク：楽 遊 人の澤
田誠一郎さん「沢爺の楽しい話」
みたか・みんなの広場 6月25
日㈪午後1時30分～3時30分 10人
みたか・みんなの広場
（下連雀
4-5-19みたかの家内） 200円 当
日会場へ
（先着制） なりきよ☎0801362-5359

7月15日発行号
原稿締切日

6月 21日（木）

8月5日発行号
原稿締切日

7月11日（水）

いずれも午後5時まで

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会―歌の会 6月26日㈫、7
月6日㈮午後1時～4時 芸術文化セ
（初回800円）
ンター 600円
歌の会
（㈱プロシステム内）
☎0120565-525
（当日参加も可）

弁護士の藤原真由美さん講演会
「生かしてますか くらしに憲法を」
三鷹九条の会 7月7日㈯午後2
時～4時30分 市民協働センター
500円 当日会場へ 久保田☎
46-7094

ベッセルスポーツクラブ
（フラダ
ンス部）
毎月3回火曜日午後1時～3時
SUBARU総合スポーツセンター
入会金1,000円、月額1,000円
山内☎080-6537-5491

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 6月28日㈭午
前10時～正午 三鷹市公会堂さん
さん館 100円 当日会場へ 加
藤☎080-5496-9758

夏のコンサート
三鷹市PMSジャズオーケストラ
7月7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

ワルツ・チャチャチャ
それいゆ 6月30日㈯午後7時～
8時30分 三鷹駅前コミュニティセ
ンター 500円 当日会場へ 網
代☎090-9300-7488

気 楽に手 作りの会
（粘土アート・
羊毛・トールペイント・つる＆籐・
押し花）
7月12日㈭午後1時～3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター 初
土生
（はぶ）☎090回1,200円
4821-9511

スイセイ
（アクアフィットネス）
毎月第1・3木曜日午後7時30分
～8時15分 SUBARU総 合スポー
ツセンター 入会金1,000円、月額
馬場
2,100円
（保険料を含む）
☎・ 45-0180

小 羊お楽しみ会
（参 観、講 演 会、
親子製作ほか）
第二小羊チャイルドセンター 7
月1日㈰ 午前9時30分～午後2時
同センター本園
（北野3-10-14） 当
日会場へ 同センター☎43-9754
みたかふれあいサロンの催し
①ICT
（パソコン・スマホ・タブ
レット）
あれ？それ！相談会＝7月3日
㈫午後3時45分～5時45分、②スマ
ホ・タブレットなんでも相談会＝7月
5日、9月6日の木曜日午後3時45分
～5時 ①1～2人 三鷹産業プラ
（30分。別途材料代、
ザ ①500円
教材代が掛かります）
、②1,500円
（1
NPO法人シニアSOHO普
回）
及サロン・三鷹☎40-2663・ 402664
（①は先着制）
ステップⅡ自由練習会
三鷹ダンスクラブ 7月6日～27
日の毎週金曜日午後0時15分～2時
45分 SUBARU総合スポーツセン
ター カップ ル500円、シング ル
300円 ヒールカバー 当日会場
へ セキネ☎090-6018-9579
第158回井の頭かんさつ会「外 来
植物を考えよう」
井の頭かんさつ会 7月7日㈯午
前10時～正午 井の頭公園 300
http://kansatsukai.
円 同会
（村上） kentax.high@
net/ 同会
gmail.com

“四つ葉の輝き”
コンサート
三鷹音楽連盟 7月12日㈭午後
5時～6時45分 芸術文化センター
星のホール 前売券2,700円、当日
券3,000円、学生券1,000円 必要
事項
（11面参照）
・人数を沢田 469129
（当日参加も可） 沢田☎469129
2日間のサマープログラム
「変身！
？
×物語づくり体験」
キャラワークスジャパン 8月1
日㈬・2日㈭午前9時 ～ 午後5時
（全
2回） 全回参加できる小学3～6年
生 三鷹市公会堂さんさん館
4,000円
（2回分） 同会 http://
charaworks.jp/をご覧のうえ、同会
77-9330・ info@charaworks.
jp 同会☎77-9330

会員募集
絵てがみ「こもれび」
毎月第1火曜日午後1時30分～3
時30分
（8月を除く） 生涯学習セン
（別
ター 入会金500円、1回500円
途会場代
〈年間1,000円程度〉
が掛か
廣田☎45-1699
ります）
女声合唱ラベンダー
毎週木曜日午前10時～正午 三
鷹駅前コミュニティセンター 月額
山口☎・ 43-6085
4,000円

みたか朗読の会
毎月第1土曜日午前10時～午後0
時30分 三鷹駅前コミュニティセ
太田☎・
ンター 月額2,000円
44-7152
トリムみたか
（健康体操）
毎週木曜日午後1時～3時 SU
BARU総合スポーツセンター 入会
沓
金1,000円、2カ月5,000円
川☎45-0140
グループ・どっぺる
（ハイキング）
①ハイキング＝主に土・日曜日、
②月例会＝毎月第1木曜日午後7時
～9時 ①主に関東周辺の山、②
三鷹駅前コミュニティセンター 月
多賀☎・ 30-05
額1,000円
68・ groupdoppel@gmail.com
ブリーズ
（レディースバドミントン）
毎週水曜日午前9時10分～正午
SUBARU総合スポーツセンター
入会金1,000円、月額2,000円
木村☎48-4536
新 川中原コミュニティー子ども
のバレエ
（クラシックバレエ）
毎週土曜日午後1時30分～5時
5歳～中学生 新川中原コミュニ
ティセンター 月額4,200円
千賀☎080-6594-7801・ yo-ko.
senga22@ezweb.ne.jp
ベッセルスポーツクラブ
（ハワイ
アンフラ・ラウアエ）
毎月3回木曜日午前10時 ～11時
30分 SUBARU総合スポーツセン
ター 入会 金1,000円、月額1,000
河内☎090-6797-3976
円

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。
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笑って学ぶ！
終活落語＆相続対策セミナー

以上の市民
同センター
同センター☎48-6721・

ンターへ
（先着制）
同センター☎45-5100

認 知 症や
“おひとりさま”の相 続を中
心に落語で解説、対策を指南します。

福祉センター
「かな書道サークル」
会員

7月13日㈮午後1時30分～3時30分
市民40人

特別養護老人ホームみたか紫水園
公認会計士で社会人落語家の参遊亭
英遊さん
直接または電話で新川中原地域包

通訳・翻訳ボランティアサービス

市と（公財）三鷹国際交流協会
（MISHOP）
が、市内在住・在学の外国籍市民の方々
に、ボランティアによる通訳・翻訳サービ
スを提供し、円滑な社会生活が送れるよ
うに手助けするものです。現在、あらゆる

括支援センター☎40-7204へ
（先着制）

みたか学
「絵本から知る三鷹の魅力」

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
①広くて深い絵本の魅力＝7月31日、

言語の登録者を募集中です。ボランティ
ア登録後、要請があった場合は、市の窓
口業務などを中心に活動していただきま
す。また、災害発生時などに活動してい
ただくボランティアも、
併せて募集中です。

②絵本と三鷹＝8月7日、③編集者から
みる三鷹ゆかりの絵本作家＝21日、いず
れも火曜日午後1時30分～3時
（全3回）
16歳以上で、絵本を作品として鑑賞
したい方40人

日曜日・祝休日を除く午前10時～午後
4時に登録用紙
（同協会で配布）
と証明写
真
（縦3×横2.5㎝）
を同協会へ
※外 国 籍 市 民からの同サービスの利 用
申請も同協会で受け付けています。
市企画経営課☎内線2115
（サービス
について）
、同協会☎43-7812
（登録、利
用申請について）

生涯学習センター
①絵本家の広松由希子さん、②三鷹
市文庫連絡会代表の須藤倫子さん、③
絵本編集者の土井章史さん
1,500円
（3回分）
6月18日㈪～7月9日㈪
（必 着）
に必 要
事項
（11面参照）
・この講座をどこで知っ
たかを往復はがきまたはインターネット
で
「〒181-0004新川6-37-1生涯学習セ

第15回みたかビジネスプラン
コンテスト

受 賞 者 特 典として賞 金のほか、各 種
機関によるビジネスサポートやオフィス
の無償 利用、事業 資 金の確保に向けた
支援が受けられます。

ンター」
・ https://www.kouza.mita
kagenki-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
込多数の場合は市民を優先して抽選）

㈱まちづくり三鷹
新たに起 業し事 業 化を目指す方、新
規事業を開始する、もしくは開始後間も
ない事業者の方
8月31日㈮ 午 後5時までに申込 書
（同

同センター☎49-2521

ハーバリウム講習会

ドライフラワーをオイルとともに瓶詰
めにし、インテリアとして楽しみます。
連雀地区住民協議会
8月1日㈬午前10時30分～正午

社ホームページ
https://mitakabiz
con.mall.mitaka.ne.jp/から入 手）を同
社 bizcon@mitaka.ne.jpへ

在学・在勤を含む市民15人
連雀コミュニティセンター
園芸家の八原ダリさん
1,500円
（材料代）
筆記用具

同社☎40-9669

三鷹市シルバー人材センター
入会説明会

7月4・18日の水曜日午前10時～正午

6月18日㈪～29日㈮に参 加 費を同セ

毎月第1・3火曜日午前10時～正午
在勤を含む60歳以上の市民、障がい
者手帳をお持ちの市民
同センター

月額1,200円
電話連絡のうえ身分証明書
（運転免
許証、保険証など）
を三鷹市社会福祉協
議会☎46-1108へ
※申し込みの際は同センターの利 用申
請が必要です。

市立図書館

臨時職員

㈱まちづくり三鷹 契約社員
（1人）

◆職務内容 市政窓口業務
◆資格 パソコン操 作
（中 級 程 度）
がで
きる方
◆勤務期間 8月1日㈬～平成31年3月31
日㈰
（更新の場合あり）
◆勤務時間 月～日曜日のうち5日
（実
働週40時間、早番、遅番の交代制）
◆勤務場所 市内の市政窓口
◆報酬 月額226,000円、交通費支給

◆職務内容 図書 館カウンター業 務の
補助
◆資格 昭和32年4月2日以降生まれで、 （同社規定による）
土・日曜日、祝日の勤務が可能な方
7月2日㈪午後5時
（必着）
までに履歴書
◆勤務期間 7月20日㈮～9月10日㈪
（写真貼付、
電子メールアドレスを記入）
・
個人情報の取り扱いについての同意書・
◆勤務時間 休館日を除く週3日午前9
作文
「市役所の窓口業務について」
（手書
時30分～午後5時
（実働6.5時間）
きまたはパソコン800字 程 度）
を直 接ま
◆勤務場所 三 鷹図書 館
（本 館）
または
たは郵 送で「〒181-8525 ㈱まちづくり
三鷹駅前図書館
三鷹」
へ
◆報酬
（時給） 平日＝970円、土・日曜

日、祝日＝1,125円、交通費支給
（日額
上限864円）
6月27日㈬
（必着）
までに履歴書
（写真
貼付）
を
「〒181-0012上連雀8-3-3三鷹
図書館
（本館）
」
へ
※書類選考後、採用予定者は7月6日㈮
までに通知。
三鷹図書館
（本館）
☎43-9151

総合保健センター 臨時職員
（1人）
◆職種 管理栄養士
（産休代替）
◆職務内容 母子 保 健に関する栄 養 相

※面接による選考を行います。
※詳しくは同社ホームページ https://
www.mitaka.ne.jp/へ。
三鷹駅前市政窓口☎42-5678

(社福)三鷹市社会福祉事業団

職員

◆職種 ①②総合職(正職員)、③理学療
法士または作業療法士(正職員)、④⑤保
育職(パートタイマー)
◆資格 ①昭和58年4月2日以降生まれ
で、普通自動車運転免許を有し、パソコ
ン操作(ワード・エクセル)ができる方(簿

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ

代掻や田に甲斐駒の影くずす

根岸操

加藤祐子

健康推進課☎内線4202

受診の際は、必ず健康保険証をお持ちください。

五月の秀句

ところてん言葉の要らぬ間柄

星堯志

①休日診療所
（内科・小児科）
午
 前10時〜11時45分、午後1時〜4時30分、午後6時〜9時30分
②小児初期救急平日準夜間診療所
（こども救急みたか）
午後7時30分〜10時30分
（受付は10時まで）
①②はいずれも

むらさき橋通り

三鷹市医師会館
（野崎1-7-23）
③休日歯科応急診療所
ハ イキュウキュウ
三鷹市総合保健センター
（新川6-37-1）
☎2 4 - 819 9
☎46-3234
（当日電話連絡のうえ、来所）
午前10時〜午後0時15分、午後1時30分〜4時
①③④の受付は、日曜日・
④休日調剤薬局
祝日・年末年始です。
三鷹市医薬品管理センター
（上連雀7-4-8）
☎49-7766
午前10時〜午後4時30分、午後6時〜9時30分
三鷹駅
大成高校

山中通り
⑤医療機関案内
（24時間）
◆三鷹消防署 ☎47-0119
医薬品管理センター
（休日調剤薬局）三鷹
◆東京消防庁救急相談センター
一中
図書館
短縮ダイヤル#7119
（プッシュ回線のみ）
人見街道
☎042-521-2323
（多摩地区）
☎03-3212-2323
（23区）
JA東京むさし
医師会館
市役所
◆東京都保健医療機関案内サービス
（休日診療所・
（ひまわり）
こども救急みたか）総合保健センター
（元気創造プラザ2階）
☎03-5272-0303
（休日歯科応急診療所）
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

三鷹通り

五月の秀歌

朝毎に嫁は化粧し発声す
気分よきかな聞き入るわれも

三年を待ち受け画面を飾りし子
今年は晴れて中学生となる

大平牧子

遠藤晶枝

鶴村きく代

藤井典子

今井清

横井朝子

講師

ところてん光も啜る峠茶屋

大いなる太陽徐々に見え初むる
空の明きを二階より見ゆ

認知症患う姉の長電話に
相づち打つも胸に迫り来

生業に迷う男孫と懐古園
嶽の下に夢語り合う

西空へ行く飛行機の羨しくて
旅ゆくことの遠きこの頃

場所・会場

ところてんただ居るだけの同居人 田山光起

飯田六斗

小林美代子

突かれても転ばぬ余生ところ天

足るを知る齢になりし心太

宮澤雅子

土川ツヤ子

心天中途半端に倖せで

今田和生

四階の窓から見える電線に
二羽のカラスが二時間動かず 酒井登志子

対象・定員

軋みたる里の縁側ところてん

万緑や刷り上がりたる大首絵

皆川節子

山田みちを

奈須野郁郎

スイレンのつぼみがひとつ手児奈池
しずかな水面に花びらの浮く 大貫久和

花咲くも大気は冬に裏返り
冷たき雨がはなびら散らす

ガラガラの声で話せば十二歳の子は
久野静代
龍角散の飴持ちてくる

日時・期間

健 康で働く意 欲のあるおおむね60歳

ところてん竹樋走る水の音

生涯の痩身かこつ心太

大森敦夫

三矢惠啓

ところてん幼稚園児のしかめ面 森川邦俊

恋や果つ波きらきらと心太

一本で筍づくし老夫婦

雲切れて山のそばえや鯉のぼり 赤松羊子
主催者

http://

mitaka-sc.or.jp/sc_kaiinnaru.htmlへ

談、栄養指導業務、事務など
◆資格 管 理 栄 養 士 免 許を有しパソコ
ン操作
（ワード・エクセル）
ができる方
◆勤務期間 7月17日㈫～11月5日㈪
（更
新の場合あり）
◆勤務時間 月～金 曜日午 前8時30分
～午後5時
（実働7.5時間）
◆報酬 時給1,530円、交通費支給
（日
額上限864円）
6月28日㈭
（必着）
までに履歴書
（写真
貼 付）
・資 格 証の写しを直 接または郵 送
で
「〒181-0004新川6-37-1総合保健セ
ンター」
へ
（書類選考合格者は面接あり）
健康推進課☎内線4223

⑥市内救急指定病院
◆杏林大学医学部付属病院
（新川6-20-2） ☎47-5511
◆野村病院
（下連雀8-3-6） ☎47-4848
◆三鷹中央病院
（上連雀5-23-10） ☎44-6161

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

広報みたか

※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。

う＝9日、いずれも月曜日午 前10時30
分～正午
（全3回、各回受講も可）
各40人
井口コミュニティセンター
筆記用具、②動きやすい服装
同センター☎32-7141へ
（先着制）

ファブスペースみたかワークショ
ップ
「電子ミシンでイニシャル刺繍
入りのお弁当包みをつくろう」

お腹の底から声を出して、
心も体もリフレッシュ！
―ボイストレーニング講習会
分

必要事項
（11面参照）
を同施設

space@mitaka.ne.jpへ
（先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

連雀地区住民協議会
7月1日㈰午前10時30分～午後0時30
在学・在勤を含む市民40人

同センター☎45-5100

大菊作り講習会

fab

これからの暮らしのヒント
―地域活動のこと、体験し学んだ
こと、伝えます
（公財）三鷹市スポーツと文化財団
6月29日㈮午後1時30分～3時

在学・在勤を含む16歳以上の市民20人
生涯学習センター

地域活動アドバイザーの赤瀬文隆さん

直接または電話で同センター
（元気
創造プラザ4階）
☎49-2521へ
（先着制）

公開
講演会

30分
（16日を除く全4回）
、③スマホ・タ
ブレット教室＝7月5日～26日の毎 週 木
曜日午 後1時～2時30分
（いずれか1日）
、
④ 楽しいエクセル＝7月6日～27日の毎
週 金曜日午 後3時30分 ～5時30分
（全4

連雀コミュニティセンター
声楽家の井出惠子さん
当日会場へ
（先着制）

6月28日㈭午後1時30分～4時

4人
三鷹産業プラザ
㈱ウッドボックスの小俣玲子さん
1,500円

盆養の胴切り、ピンチ
（柳芽対策）
、追
肥、日よけ対策など。
7月1日㈰午後1時30分から

JA東京むさし三鷹緑化センター
（農業
公園内）
三鷹菊友会のみなさん
作業に適した服装
当日会場へ

同センター☎48-7482
※自家用車での来場はご遠慮ください。

よくわかる・役立つ！パソコン教室

No.1621

回）
、⑤ゆうゆう教室＝7～10月の毎 週
月・水・金曜日午前10時～正 午または
金曜日午後1時～3時
（希望の曜日・時間
帯を選択、いずれも月4回。8月を除く）
①パソコンが初めての方、②ワード
が多少できる方、③スマートフォン初心
者、④エクセルが多少できる方、⑤ワー
ドまたはエクセル初級者、各5人
①②④7,000円、③1,500円、⑤月額
5,000円
（3カ月分前納）
※⑤のみ別途教材代が掛かります。

①パソコン入門＝7月2日～30日の毎
週月曜日午後1時～3時
（16日を除く全4
回）
、②パワーポイント入門＝7月2日～
30日の毎週月曜日午 後3時30分～5時

女性の視点でみる米国ポートランドのコミュニティ
全米一 住みよい
（といわれる）
街の隠し味

ポートランドは全 米 一 住みやすい街に選ばれた、世 界から注目をあびる街
です。この街に所 在するポートランド州 立 大 学の西 芝 雅 美 先 生をお招きし、
コミュニティづくりや女性の立場から見るまちづくりなどに関する公開講演会
を開催します。
杏林大学杏林CCRC研究所地域交流推進室、同大学男女共同参画推進室
6月30日㈯午後1時30分～3時
（1時開場）
80人
三鷹駅前コミュニティセンター
ポートランド州立大学行政学部学部長で准教授の西芝雅美さん
当日会場へ
（先着制）
同大学地域交流課☎47-8052

①6月26日㈫、②7月3日㈫、③7月17
日㈫
（いずれも必着）
までに往復はがきで
必要事項
（11面参照）を「〒181-8555ご
み対策課」
へ
（申込多数の場合は抽選）
同課☎内線2534

いのじんセミナー
「これからの暮ら
しについて考えよう」

高 齢 者センターけやき苑
（深 大 寺229-13）
西部地域包括支援センター職員
6月29日㈮までに直 接または電 話

で同センター☎34-6536へ

三鷹いきいきプラス
iPad無料体験会

iPadの基 本 操 作を2日間で体 験しま
す。機器は貸し出します。
7月10日㈫・12日㈭午前10時～正午
（全2回）
おおむね55歳以上の市民でiPad初心
者または未経験者10人

同センター☎48-6721

リサイクル市民工房の催し

①かえるちゃん作り＝7月4日、② 折
り紙・七夕飾りとメッセージカード＝11
日、③サマーブレスレット作り＝25日、
いずれも水曜日午後1時～3時30分
各12人
はさみ、筆 記 用具、① 布か薄めのタ
オル
（あればグリーン系）
A4サイズ1枚・
白10×5㎝1枚、フェルト
（グリーン、目・
手・足用）
、綿、細めのひも60㎝、動眼
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病気や介護が必要になった時の
「これ
からの暮らし」
を考えます。
7月7日㈯午後2時～4時

USBメモリー、③スマートフォンまた
はタブレット端末
6月25日㈪
（必 着）
までに往 復はがき
で必 要 事 項
（11面 参 照）
・お持ちのOSを
「〒181-0004新 川6-35-16三 鷹 市シル
バー人材センター」
へ
（先着制）

三鷹市シルバー人材センター

2018.6.17

三鷹産業プラザ

6月18日㈪ 以 降の月・水・金 曜日
午前10時～午後4時に同会事務局☎705753へ
（先着制）
※受 講 者は同 会の会 員になっていただ
きます
（入会金・会費は無料）
。

栄養料理教室
―災害時に役立つ料理
新川中原住民協議会

7月12日㈭午前10時～午後1時
市民20人
新川中原コミュニティセンター

2個、洗濯ばさみ3個、接着剤、裁縫道具、
②折り紙・千代紙・包装紙など、リリア
ンかサマーヤーンの糸、接着剤、③ビー
ズ
（穴が大きめのもの）
丸大以上10～20
個、No.20レ ー ス 糸5m以 上、A4サ イ
ズのクリップボードかダンボール、物差
し、裁縫道具、あればビーズ通し針

管理栄養士の早川宏子さん
500円

エプロン、三角巾、筆記用具
参加費を同センターへ
（先着制）

同センター☎49-6568

夏休み特別企画 かきしぶde学び会い講座

第10回 みたか太陽系ウォーク2018プレイベント

「みたか太陽系ウォーク2018」
スタンプ設置店募集
市内全域を11の太陽系天体エリアに分けたスタンプ
ラリー
「みたか太陽系ウォーク」
のスタンプ設置店を募集
しています。昨 年は246カ所へのスタンプの設 置、約
2万枚の地図
（台紙）
を配布し、約3万3千人が景品交換
をしました。
◆スタンプ設置期間：９月21日㈮ 〜10月28日㈰
6月29日㈮午後５時までに三鷹ネットワーク大学☎40-0313へ

三鷹ネットワーク大学

「火星大接近の日に惑星工作をして太陽系を知ろう！」
生涯学習課☎内線2922
国立天文台の先生のお話を聞いて、キットを使った太陽系の惑星模型
（13億分の1サイズ）
の製作に挑戦します。
7月31日㈫午前10時～正午
市内の小学4～6年生の親子15組
生涯学習センター
300円
（材料代）
6月18日㈪から必要事項
（11面参照）
を家庭教育支援チームかきしぶ
kakishibumitaka@gmail.comへ
（先着制）

三鷹ネットワーク大学
★ 基礎講座

★★ 応用講座

夏学期受講者募集中！

★★★専門講座

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構 〒181-0013 下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階

☎40-0313・

40-0314・

http://www.mitaka-univ.org/

開館時間：火〜日曜日、午前9時30分〜午後9時30分
（入館は9時まで／日曜日は5時まで） 休館日：月曜日・祝日

講座名
三鷹ネットワーク大学企画サロン
みたか星空散歩―7月の星空解説

日時・定員・講師・費用など
6月27日㈬午後7時～8時30分
当日同大学へ
（先着制）

★

50人

（一社）ビューティフルエージング協会寄付講座
人生100年時代のビューティフルエージングを考える 7月
「地域でユルーイ関係の居場所をつくり、楽しもう！」 ★

7月18日㈬午後3時～4時30分 ※終了後、情報交換交流会あり
（参加費無料）
。
20人
BAAライフデザイン・アドバイザーでファイナンシャル・プランナーの倉林孝明さん

科学宅配塾企画講座
“もっと科学に親しもう！”
6
「宇宙を描く」 ★

7月19日㈭午後7時～8時30分
50人
㈱コスモオリジン代表取締役の岩崎賀都彰さん

500円

7月20日㈮午後7時～8時30分
30人
元国際基督教大学上級准教授の土屋あい子さん

500円

国際基督教大学寄付講座
数学の夕べ「基本群と被覆空間―トポロジーへの招待3」 ★★

500円

特に記載のないものは6月19日㈫午前9時30分から申込書を直接または郵送、ファクス、ホームページで同大学へ（先着制）
いずれも同大学 ※受講の申し込みには受講者登録が必要です。講座の詳細や受講者登録については、ホームページまたは同大学へお問い合わせください。

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。
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●市役所電話（代表） ☎45-1151

2018.6.17
～午後2時
消費者活動センター
当日会場へ

同センター☎32-7141へ
（先着制）

コミュニティセンターのプールに
行こう！

同センター☎43-7874

ブルーベリー摘み取り・販売

深緑
「謡曲・仕舞」
大会
（解説付き）

6月中旬～8月下旬
清水農園☎080-5517-2100
（上連雀1-

観世、宝生、金剛、喜多4流派合同。
お子さんも楽しめます。
三鷹市能楽会
7月7日㈯正午～午後4時
生涯学習センター

16-25）
、ファームたかはし☎32-8387
（井口3-17-34）
、吉野果樹園☎090-40
04-6220
（野崎3-26-24）
※そのほかの農園は、直販マップ
（JA東京

むさし三鷹経済センター
〈新川6-35-26〉
、
市生活経済課
〈第二庁舎2階〉
で配布）
をご
覧ください。
事前に各生産農家へ申し込みのうえ、
ご来園ください
同センター☎46-2152
※ブルーベリーの種類、
生産量、
収穫時期、
価格などは生産農家により異なります。

認知症 介護者談話室

6月26日㈫午後1時～3時
介護者、介護経験者
（認知症ではない
方を介護している方も参加できます）

当日会場へ
同会
（池内）
☎090-4839-4106

おとな絵本ラウンジ第42回
絵本を楽しむトークラウンジ
テーマは
「月 Moon」
。

7月8日㈰午後2時～4時
三鷹ネットワーク大学
200円
（茶菓付き）
おとな絵 本ラウンジホームページ
https://otonaehon.jimdo.com/へ
星と森と絵本の家☎39-3401

生涯学習センター

当日会場へ

三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

介護者ひろば

8月の小学校校庭開放
（団体貸し切
り）
の予約受け付け

6月27日㈬ 午前10時～正 午=ピア
いのかしら
（井の頭2-13-6）
、7月3日㈫
午後1時30分～3時30分=特別養護老人
ホームどんぐり山
（大沢4-8-8）
介護者、介護経験者

市ホームページでご確認ください

7月1日㈰～7日㈯に各コミュニティセ
ンターへ
スポーツ推進課☎内線2934

太極拳初心者講習会

当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

ミタカフェセミナー「中小企業の
海外ビジネス展開入門―三鷹から
新興国へ」
＆6周年記念交流会

日本 経 済が抱える現 状や課 題、新 興
国市場の魅力や将来性、新興国進出のメ
リット・デメリットについて解説します。
6月29日㈮ ①セミナー＝午 後3時～5
時、②交流会＝6時～8時
① 海 外ビジネス展 開に関 心のある中
小企業の方24人、②30人
三鷹産業プラザ
ジェトロ
（日本 貿 易 振 興 機 構）
アドバ
イザーの渡辺久倫さん
①500円、②2,000円
必要事項
（11面参照）
をミタカフェ

当日会場へ
同連盟
（谷川）
☎43-9988

三鷹市西部地区住民協議会

6月27日㈬午後1時30分～3時
20人

生活用品活用市

井口コミュニティセンター
日本武術太極拳連盟A級指導員の岡
部紀子さん

三鷹市消費者活動センター運営協議会
7月3日～17日の毎週火曜日午前10時

分 〜2時30分、3時 〜4時40分
（各 回 入
替制）
※7月29日㈰午後0時15分から水上カー
ニバル。
◆連雀 ☎45-5100
（木曜日、8月11日

休館）
7月14日 ㈯、15日 ㈰、21日 ㈯ 〜8月
31日㈮の月〜土曜日＝午前11時〜午後
5時15分、日曜日＝午前10時15分〜午
後4時30分
（2時間1区 分、 終 了30分 前

まで受付）
※7月21日〜24日㈫は小学生対象の初
心者向け水泳教室
（定員30人、6月18日
㈪から受付
〈先着制〉
）
。
◆井口 ☎32-7141
（木曜日、8月11日
休館）
7月21日〜8月20日㈪の月〜 土 曜日
＝午前11時〜午後5時30分、日曜日＝
午前11時〜午後4時30分
（2時間1区分、
終了1時間前まで受付）
※7月21日午後1時30分から水上ゲーム

（小学生以下）
。
三鷹市武術太極拳連盟
◆牟礼 ☎49-3441
（火曜日、8月11日
6月22日㈮午後1時～2時15分、27
休館。水曜日はプール休止）
日 ㈬ 午 後1時～2時15分・7時～8時15
7月22日㈰ 〜8月26日㈰ の 平日・日
分、7月13日㈮ 午 後7時～8時15分、14
曜日とも＝午前10時30分〜午後4時30
日 ㈯ 午 後1時～2時15分＝三 鷹 駅 前コ
分
（2時間1区分、終了45分前まで受付）
ミュニティセンター、6月26日㈫午後7時
※7月22日午 後1時から水 上フェスティ
～8時15分＝井口コミュニティセンター、 バル。
6月29日㈮午後7時～8時15分＝南浦地
◆大沢 ☎32-6986
（火曜日・8月11日
区公会堂、7月9日㈪午後1時～2時15分
休館）
＝SUBARU総合スポーツセンター
7月22日〜8月27日㈪の月〜 土 曜日
＝正午〜午後6時、日曜日＝正午〜午後
在学・在勤を含む市民
室内履き、タオル、飲み物
4時30分
（2時間1区 分、終 了1時間 前ま

初心者のための太極拳講習会

mitacafe@mitaka.ne.jpへ
（先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

在学・在勤を含む市民
小・中学生50円、高校生以上200円
◆新川中原 ☎49-6568
（月曜日、7月
17日㈫、8月11日㈷休館）
7月7日㈯〜9月9日㈰の火〜土曜日＝
午前10時30分〜午後0時10分、1時10分
〜2時50分、3時20分〜5時、日曜日＝
午 前10時30分 〜 午 後0時10分、0時50

イラスト：小坂タイチ
チケット発売中
会員＝1,000円 一般
（中学生以上）
＝1,200円 3歳～小学生＝500円
※0歳から入場可。座席を要しない2歳以下は無料。

［出演］鵜木絵里（ソプラノ・司会）、神谷未穂（バイオリン）
、野尻小
矢佳（パーカッション）、中川賢一（ピアノ）
［曲目］
久石譲：さんぽ、クライスラー：中国の太鼓、プッチーニ：
オペラ
『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」ほか

バドミントン①ミックスダブルス
大会、②第47回MBA杯争奪戦

三鷹市バドミントン協会
①7月16日㈷、②22日㈰、いずれも午
前9時〜午後6時
在学・在勤を含む高校生以上の市民
各60人

SUBARU総合スポーツセンター
2,000円
（保険料を含む。協会登録員
がいる場合1,000円）
ラケット、室内履き

直接または電話で三鷹市体育協会☎
43-2500
（日・月曜日、
祝日を除く）
へ
（先
着制）
三鷹市バドミントン協会
（山下）
☎0806538-9245・

s.yama250@gmail.com

第32回三鷹市ゴルフ連盟会員大会

三鷹市ゴルフ連盟
7月21日㈯ 午 前8時 ～ 午 後4時
（雨 天
決行）

同連盟会員および新規入会希望者72人
鳩山カントリークラブ
（埼玉県比企郡
鳩山町）
3,000円
（別途プレー代18,000円が掛
かります）

同連盟
（小 川）☎34-6821
（日中の
み）
、三鷹市体育協会☎43-2500
（日・
月曜日、祝日を除く）
へ
（先着制）

小 学 生は学 年 別
（小 学1・2年 生は合
同）
、中学生男子
（1年生の部、2・3年生
の部）
、中学生女子の部、小学生団体戦
（3
人制、男女混合可、3年生以上で学年順）
、
中学生団体戦
（3人制、男女混合可）
。

①健康長寿の食生活―低栄養を予防
しよう＝6月25日、② 動きやすいからだ
づくり―ロコモティブシンドローム予防
体 操＝7月2日、③ 健 康なお口でいきい
き生 活―オーラルフレイルを予防しよ

種目別少年スポーツ大会

剣道

市、三鷹市西部地区住民協議会

同財団 ☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/
と う げつ あ ん はく し ゅ

全席指定

rdpress.com/または同協会
（SUBARU総
合スポーツセンター内）
へ
同連盟
（吉野）
☎31-4837

みたか健康づくりセミナー「フレ
イル（高齢者の虚弱）予防講座」

やなぎ や ご ん た ろ う

桃月庵白酒独演会

赤ちゃんからのクラシック

三鷹市公会堂 光のホール
9月2日㈰ 午後2時開演

SUBARU総合スポーツセンター
個人戦500円、団体戦1チーム300円
※参 加 者は各自スポーツ保 険に加 入し
てください。
剣道用具
6月28日㈭～7月4日㈬に同連 盟ホー
ム ペ ージ
https://mitakakenren.wo

で受付）
※7月22日午後0時40分から水上フェス
ティバル。

チケットインフォメーション
ファミリーコンサート in 光のホール

三鷹市体育協会、三鷹市剣道連盟
7月16日㈷午前9時～午後5時
市内の小・中学生

柳家権太楼独演会

芸術文化センター 星のホール
全席指定
9月23日㈷ 午後2時開演

チケット発売日
会員＝6月24日㈰ 一般＝6月28日㈭
会員＝2,700円 一般＝3,000円
桃月庵白酒
学生＝2,000円 高校生以下＝1,000円
撮影：橘蓮二
※発売初日の購入は1回の予約につき2枚まで。
この春、芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞の実力派、
桃月庵白酒の独演会です。

芸術文化センター 星のホール
全席指定
9月30日㈰ 午後2時開演

チケット発売日
会員＝6月24日㈰ 一般＝6月28日㈭
会員＝2,700円 一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円

柳家権太楼

押しも押されもせぬ寄席の華、柳家権太楼師匠の
円熟の語りをお楽しみください。

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）
。

チケット
お求め方法

● 電話予約

芸術文化センター

☎47-5122

●インターネット予約（要事前登録）

● 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）
パソコン https://mitaka-art.jp/ticket
携帯電話 https://mitaka-art.jp/ticket-m 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
（座席自動採番） ※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

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

発売初日は電話
の入場をお断りしています。
とインターネット
10:00〜19:00
で 受 け 付 け し、
ご了承ください。
窓口販売は翌日
からです。
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。

主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

広報みたか

※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。

んを養育し、一定要件を満たす方
電話連絡のうえ必要書類を三鷹市
社会福祉協議会☎46-1108へ

みたか食育ひろば

6月は食育月間です。食育クイズや減
塩の工 夫、食への理 解を深めるパネル
などを展示します。
土・日曜日を含む6月18日㈪～30日
㈯午前9時～午後5時
総合保健センター
期間中会場へ
健康推進課☎内線4222

西多世代交流センター
乳幼児のあそびひろば
（6月）

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、6月生まれのお誕
生日会＝26日㈫午前11時15分～11時45

分、わらべうたであそぼう！＝28日㈭午
前10時45分～11時15分、サークルタイ
ムスペシャル＝29日㈮午前11時15分から
当日会場へ
同センター☎31-6039

あかちゃんでまえとしょかん
「にこにこ」

絵 本 約300冊と人 気の育 児 書を貸し
出します。
6月27日㈬午前10時～11時30分
すくすくひろば
当日会場へ

三鷹図書館
（本館）
☎43-9151

食育＆ライアーを聴きながら
ホッとひと息講座

①産後の健康と栄養のお話、簡単作り
置きレシピの紹介と試食、②宮崎駿監督
の映画
『千と千尋の神隠し』
の主題歌に使
われた楽器
（ライアー）
の演奏とお話。
①7月2日㈪、②9日㈪、いずれも午
後1時30分～3時
（全2回）
全回 参 加できる平 成29年11月～30
年3月生まれの第1子と母親18組
総合保健センター

①管理栄養士の奈良理香子さん、②
ライアー奏者の宮下奈巳さん
6月18日㈪から直 接または電 話で
健康推進課
（元気創造プラザ2階）
☎内線
4223へ
（先着制）

家庭教育学級
（7月）

市教育委員会、①中原小、同校PTA、
②三小、同校PTA、③五中、同校PTA
①講演会「きれいになる！未来が変わ
る！食 育」＝2日㈪ 午 前10時 ～11時30
分、② 講 演 会「
『子どもの健やかな成 長
と地 域のかかわり』子どもの自立に親が
できること」＝10日㈫ 午 前10時30分～
正午、③ワークショップ
「
『親子で笑顔を
咲かせましょう！』大 好きな我が子へ
親からのメッセージ」
＝11日㈬午前10時
～11時30分
（9時30分から受付）
①中原小、②三小、③五中

校長の小坂和弘さん、③五中校長の佐藤
晴美さん
室内履き、下足入れ
（③は好きな色の
ペン1本）
①②指導課☎内線3243へ、③当日会
場へ
同課☎内線3243

市内の① 初めて参 加する平 成29年4
月2日～7月31日生まれのお子さんと保
護者12組、②28年4月2日～9月30日生
まれのお子さんと保護者各10組
①6月19日㈫、②28日㈭、いずれも
午 前10時から直 接または電 話で同ひろ
ば☎45-7710へ
（先着制）
◆
「育メン」
スタート講座
（全2回）
7月７日㈯ 午 前10時30分～午 後0時
30分
（父親のみ）
、9月8日㈯午前10時30

ベビーヨガ講座

7月11日㈬午前10時30分〜11時30分
初めて受 講する3〜8カ月のお子さん
と母親15組

8～11月生まれの方の特定健診・
後期高齢者健診
受診票を6月下旬にお送りします。

特定健診＝4月1日から継続して三鷹
市国民健康保険に加入している40～75
歳の方、後期高齢者健診＝後期高齢者
医療制度に加入している方
※有 料 老 人ホームなどに入 所
（入 居）
の

介護保険負担限度額認定の
更新手続きについて

認定証の有効期間は7月31日㈫までで
す。現在、認定証をお持ちの方には、6
月15日に更新案内を発送したので、7月
６日㈮までに更新手続きをしてください。
住民税非課税世帯で、預貯金などの
合計が1,000万円以下
（配偶者がいる方
は夫婦合計2,000万円以下）
の方
必要書類を直接または郵送で
「〒1818555高齢者支援課」
（市役所1階11番窓
口）
へ
同課☎内線2685

6,000円
（教材代を含む）

USBメモリー、筆記用具
6月22日㈮
（必着）
までに往復はがきで
必要事項
（11面参照）
・パソコン使用経験
の有無を
「〒181-0004新川6-35-16三鷹

方は、対象外となる場合があります。
健康推進課☎内線4212
※4月2日以降に三鷹市国民健康保険や
後 期 高 齢 者 医 療 制 度に加 入した方や、
12～3月生まれで早めの受 診を希 望す
る方は、同課へお問い合わせください。
※今年度から、50歳以上で喫煙指数
（1

日の喫煙本数×喫煙年数）
600以上の方
は、肺がん検診
（喀痰
〈かくたん〉
細胞診）
を同時に受 診できるようになりました
（自己負担あり）
。

春季善行表彰の受賞おめでとうございます！

秘書広報課秘書係☎内線2011

◆ 青少年善行表彰
（団体） にしみたか学園三鷹市立第二中学校第3学年
毎年3月に、卒業を控えた中学3年生が地域の方と一緒に清掃活動を行い、
お世話になった地域へ恩返しをする活動を30年にわたって継続しています。
そのほかにも、にしみたか学園の二つの小学校で、運動会や児童の学習の
手伝いなどのボランティア活動などを行っています。

市シルバー人材センター」
へ
（先着制）
同センター☎48-6721

助産師さんといっしょ！
赤ちゃんの七夕まつり

◆ 外国人善行表彰
（個人） ジャン・Ｅ・プレゲンズさん
市内にあるルーテル学院大学の教授で、三鷹国際交流協会の副理事長を務め
られ、
国際交流活動の活性化や、
外国籍市民の方の支援に長年尽力されています。
また、障がい者ワーククラブみたかの理 事 長などとして、障がい者の雇 用
促進の取り組みや、出身である米国の先進的な取り組みの紹介など、障がい者
福祉の向上に多大な貢献をされました。

ハンドベル演奏、歌、手遊びなど。
連雀地区住民協議会
7月7日㈯午後2時～4時
市民100人
連雀コミュニティセンター

乾癬（かんせん）

乾癬という病名はあまり聞きなれ

ないかもしれませんが、極めて難治性

のものもあり、数年から数十年と長い

期間にわたって続くため、苦しんでい

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。

る患者さんも少なくない皮膚病です。

もともとは白人の方に多い病気で、

遺伝的な体質に環境的なものや何ら

かの発病因子が加わり、免疫が作用

して病気になると考えられています

が、はっきりとした原因は分かってい

ない皮膚病でしたが、脂質代謝との関

ません。日本人にはあまり見かけられ

連性も指摘されており、近年日本人

のメタボ人口の増加に合わせるよう

かゆみはないこともありますが、体

に、患者さんも増えてきています。

や被髪頭部に赤い円形や不整形の発

疹を作り、フケのようなものも付着し

ます。また、外的な力を受ける場所

なかなか治らないこともあります。

（肘や膝など）
にも発疹が生じやすく、

乾癬の治療は現在、革新的変化が

起こりつつあります。外用剤は二つ

回でよ

度に配分され、 日に 〜 回必要

日に

の有効成分が一つの軟膏剤の中に適

であった外用回数が

くなりました。さらに頭皮にはシャ

てきました。飲み薬も従来の薬剤に

ンプーのようにして使える薬剤も出

あった重篤な副作用もなく、症状を

改善させるものが登場してきました。

3

①飲み物
当日会場へ
東部地域包括支援センター☎48-8855

すくすくひろば☎45-7710

三鷹市シルバー人材センター

1

みたい方
牟礼地区公会堂

日＝井の頭コミュニティセンター、いず
れも水曜日午前10時30分～正午
年少までのお子さんと保護者
当日会場へ

7月5日～26日の毎週木曜日午後3時
20分～4時50分
（全4回）
小学3～6年生8人

2

6月27日㈬午後2時～4時
①65歳以上の方、②日常生活に不安
のある方、介護や認知症について聞いて

11日＝牟礼コミュニティセンター、
11・25日＝井口コミュニティセンター、
18・25日＝新川中原コミュニティセン
ター・大 沢コミュニティセンター、25

こどもプログラミング教室
「Scratch
（スクラッチ）
を使って
プログラミングする」
（入門）

1

①体操とおしゃべり
②高齢者の生活相談会

あそびとおしゃべりの会
（7月）

6月26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

1

※会場は各団体で確保してください。

井の頭コミュニティセンター
バスタオル
6月27日㈬午前10時から直接また
は電 話ですくすくひろば☎45-7710へ
（先着制）

◆講座
「いきいき子育てenjoy法」
7月10日㈫午後1時30分～3時
初めて受 講する市内の1歳4カ月～3
歳のお子さんの母 親15人、保 育
（3カ月
～年少児）
人材育成コンサルタントの三好良子
さん

また関節の痛みや変形を伴う例や

重症の患者さんには外用をしなくて

も 割以上改善が期待できる注射薬

も数種類使用できるようになりまし

た。高価ですが高額療養費制度が適

軽減されるようになっています。従

用されますので、患者さんの負担は

来の治療でよくならないと諦めてい

２
- １５５

た方は、ぜひ医師にもう一度相談し

てみましょう。

三鷹市医師会☎
47

同センター☎45-5100

6月18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）

①タレントで子ども食育健康管理コー
ディネーターの山田まりやさん、②三小
9

絵 本の読み聞かせ、パネルシアター
など。
7月8日㈰午前10時30分～11時30分
3歳までのお子さんと保護者
連雀コミュニティセンター
当日会場へ

分～正午
（お子さんと父親）
市内のおおむね6カ月までのお子さん
の父親で、全回参加できる方10人
筆記用具

わかたか出前講座

若
（わか）
々しい三鷹
（たか）
のシニアで
いるために。テーマは「健 康なお口では
つらつ生 活」
「しっかり食 事で健 康アッ
プ」
など。
平日午前10時～午後4時の間で30分
～1時間30分程度
65歳以上の市民10人以上で構成され
る団体
希 望日時
（第3希 望まで）
・希 望 会
場・団体名・代表者の必要事項
（11面参
照）
・参加予定人数を健康推進課☎内線
4222・ 46-4827へ

ちいさなお話し会

◆年齢別あそびましょ
（7月）
①ひよこぐみ4
「1歳のお誕生日前後の
お子さんの発 達や健 康、食 事」＝3日㈫
午前10時15分～11時45分、②うさぎぐ
み「からだを動かしてあそぼう」＝12日
㈭ 午 前10時15分 ～11時15分、11時30

2018.6.17 10

介護予防事業

おむつなど
直接または電話で同センター☎455100へ
（先着制）

すくすくひろばの催し

分～午後0時30分

No.1621

古紙配合率100％再生紙を使用

11 広報みたか

No.1621

●市役所電話（代表） ☎45-1151

2018.6.17
主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場
講師
費用
（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法
問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり
（下欄※参照）

お知らせ
コンビニ交付の一時停止の
お知らせ
都庁の電気設備点検に伴い、コン
ビニエンスストアでの住民票の写し・
印鑑登録証明書などの交付を終日停
止します。
7月14日㈯終日
※市内の自動交付機は使用できます。
市民課☎内線2326

市内の空間放射線量測定結果

市では、定点観測地点
（6カ所）
と市内
公 共 施 設などで、地 上5㎝・1m地 点で
の空間放射線量を測定しています。5月
16日～6月12日に実施した7カ所の測定

を募集中
7月12日㈭ ま で に 必 要 事 項
（上 記 参
照）
・参加希望場所・学生は学校名をご
み対策課☎内線2533・ 47-5196・
gomi@city.mitaka.tokyo.jpへ

同課☎内線2533

東京都
『目黒川流域河川整備計画』
を策定しました
同計画は、東京都建設局河川部、東京
都北多摩南部建設事務所、東京都建設
局ホームページで閲覧できます。

東京都建設局河川部計画課☎03-53
20-5414

7月は、犯 罪や非 行の防止と罪を犯し
た人たちの立ち直りを支え、犯罪や非行
のない明るい社会を築こうとする全国的
な運動の強調月間です。市では、保護司
会を中心に、青少年に関する機関などと
ともにさまざまな活動を行います。

三鷹市納税推進センターが納付忘
れの電話呼び掛けを行っています

納 付が確 認できない方に、税目や税
額などをお伝えします。

毎 週 月～水 曜日午 前9時～午 後5時
（祝日を除く）
◆広報活動
（啓発リーフレットなどの配布）
納税課☎内線2411
7月1日㈰午後4時～5時
※金融機関名や口座番号を指定し、振
三鷹駅周辺
り込みを指示するような案内は行いませ
※14日㈯・15日㈰に市役所中庭で開催
ん。不審な場合は同課へご連絡ください。
の
「みたか商工まつり」
でも活動予定
（刑
臨時納税相談窓口を開設します
務作業製品の販売もあり）
。
同日程で電話相談も受け付けます。
◆映画のつどい
（親子映画会）
「怪盗グルー
7月2日㈪～8日㈰の平日午 前8時30
のミニオン大脱走」
＆ごみ処理施設見学会
分～午後5時、土・日曜日午前9時～午後
7月25日㈬午前10時～午後1時
100人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ
（先着制）

地域福祉課☎内線2613

ごみの減量にご協力ください

◆みなさんのご協力で大きな効果が生ま
れます
・生ごみの水分をよく切る
・買い物にはマイバッグを持参して、レ
ジ袋を削減 など
◆ごみ減量キャンペーンを実施します
市では、料 理を作り過ぎない、食 品
を買い過ぎないなど、食 品の無 駄な廃
棄
（食品ロス）
の削減に向けた
「三鷹市食

4時30分
納税課
（市役所2階25番窓口）
※土・日曜日は庁 舎 南 側スロープ下の

地下1階警備室前通用口からお入りくだ
さい。
◆相談・納付
（納入）
できる税目など
市民税・都民税
（普通徴収・特別徴収）
、
固定資産税
（償却資産分を含む）
・都市計
画税、軽自動車税、法人市民税、国民
健康保険税、後期高齢者医療保険料
同課☎内線2432

家屋調査にご協力ください

平成31年度固定資産税・都市計画税
の課 税のため、家 屋の現 況 調 査を行っ
ています。30年1月2日以 降に新 築・増

みたか井心亭 長期休館のお知らせ

同施設☎46-3922

空調設備改修工事のため長期休館します。ご理解とご協力をお願いします。
6月28日㈭〜10月31日㈬
◇休館中の施設利用申し込み
7月1日㈰まではみたか井心亭で、
3日㈫からは山本有三記念館で受け付けます。
※

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

べきり運動」
を重点的に呼び掛けるほか、 改築した家屋は、事前に連絡のうえ、市
職員
（固定資産評価補助員）
が間取りの
会 場 周辺の清 掃 活 動やティッシュペー
確認などに伺います。
パーの配布などを行います。
※取り壊した家屋があるときは、法務局
①7月26日㈭＝三鷹駅南口、②27
（登記所）
への届け出とともに、資産税課
日㈮＝つつじヶ丘駐輪場、井の頭公園駅、
へもご連絡ください。
三鷹台駅、いずれも午後5時～6時
（①雨
同課☎内線2364
天決行、②雨天中止）
◇ごみ減量キャンペーンのボランティア

では、一般的な目安
（毎時0.24マイクロ
シーベルト）
を超える場 所はありません
でした。詳しい測 定 結 果は、市ホーム
ページまたは市 公 式ツイッターからご
覧ください。
環境政策課☎内線2524

第68回社会を明るくする運動

申し 込 み記入例

国民年金の付加年金について

月額保険料16,340円に付加保険料400
円を加えると、200円×納付月数が毎年、
付加年金として老齢基礎年金に上乗せさ
れます。加入、脱退はいつでもできます。
第3号被保険者、免除該当者、国民年金
基金加入者などは加入できません。

年金手帳を市民課
（市役所1階3番窓
口）
または市政窓口へ
同課☎内線2394、武蔵野年金事務所
☎56-1411

児童手当の更新書類
（現況届）
を
送付しました

6月は児童手当の更新時期です。受給
要 件の確 認のため、5月31日時 点の受

給 者に現 況 届を送 付しました。必ず期
限までに提出してください。なお、平成
29年中の受給者の所得の状況によって

１. 行事・事業名
（希望日・コー
ス・回）
２.郵便番号・住所
３. 氏名
（ふりがな）
４.年齢
（学年）
５. 連絡先
（電話番号・ファク
ス番号・メールアドレス）
６.そのほか必要事項
（保育・
手話希望の有無など）

手当額が変わることがあります。
6月29日㈮
（消印 有 効）
までに現 況 届
と必要書類を直接または郵送で
「〒1818555子育て支援課」
（市役所4階43番窓
口）
へ
※29年中の所得を申告していない方は、
申告後に現況届を提出してください。
同課☎内線2752

私立幼稚園などの補助金申請を
受付中

市に住 民 登 録があるお子さんの保 護
者で、私立幼稚園
（認可外幼児施設を除
く）
、都の認可する幼稚園類似の幼児施
設、
認定こども園の1号認定枠に入園料・
保育料などを納入している方

※認 定こども園のうち、平 成26年 度の
補助金対象施設に限り、2号認定枠にお
子さんが通 園している保 護 者にも入園
料補助金を支給します。
◆入園料補助金 38,000円
（1人1回限り）
◆保育料等補助金 月額4,700円～10,900
円
（所得により異なる）
所定の用紙
（子ども育成課
〈市役所4階
44番窓口〉
、市政窓口で入手可）
を各園へ
同課☎内線2738
※
「就園奨励費補助金」
も同時に申請で
きます
（子ども・子育て支援新制度に移
行した園、都の認 可する幼 稚園類 似の
幼児施設は除く。一部所得制限あり）
。

受験生チャレンジ支援貸付
（返済免除制度あり）

学習塾受講費
（200,000円まで）
、受
験料
（高校27,400円、大学80,000円ま
で）
を貸し付けます
（無利子）
。
中学3年生、高校3年生などのお子さ

「CO2 削減・ライトダウンキャンペーン」にご協力を！
環境政策課☎内線2523

「ライトダウンする夜は、みんなが地球を想う夜」
環 境 省が呼び掛ける、身 近な明かりを消して
（ライトダウン）
地球温暖化について考えるキャンペーンです。6月21日
（夏至の
日）
と7月7日
（クールアース・デー）
は特 別 実 施日として、全 国
のライトアップ施 設や家 庭の照 明の一 斉 消 灯を呼び掛けます。
不要な照明は消して、すてきな星空を眺めましょう。
6月21日㈭ ～7月7日㈯
◇夏至ライトダウン 6月21日午後8時～10時
◇クールアース・デー ライトダウン 7月7日午後8時 ～10時

みなさんの寄付をまちづくりに役立てています
企画経営課☎内線2113
（寄付に関する相談）
市では、寄 付をしていただいた方々のご厚 意を趣旨に沿った事 業などに
活用させていただいています。
平 成29年 度は、総 額37,671,233円
（178件）
と多くの個 人、団 体のみなさ
んからご寄付をいただきました
（まちづくり協力金4,500,000円、ほっとベン
チ寄付金600,000円を含みます）
。今後もみなさんからのご支援をお願いし
ます。
寄 付について、詳しくは市ホームページ
「ふるさと納 税 特 設サイト」
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/furusato_nouzei/をご覧ください。

の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）
。

●市役所代表電話
☎0422-45-1151

J：COMチャンネル武蔵野・三鷹
（地デジ11チャンネル）
「みる·みる·三鷹」

第526号（6月17日〜6月30日）
生態を知って被害を予防！ スズメバチ・アシナガバチ／
ゴミゼロ・不法投棄防止キャンペーン
放送時間／月〜日曜日 9：00 12：30 20：00 23：30
※同番組は無料動画共有サイト「YouTube」でも配信しています。

交換手に各課の内線番号をお伝えください。

●困りごとの相談は

市民相談専用電話

●あなたのご意見を

市民の声専用FAX

☎0422-44-6600

広報

●子どもを見守る

No.1621│平成30年│2018.6.17
7月7日
㈯
年目のスタートを

みんなで一緒にお祝いしましょう

10

むさしのFM 78.2MHz
放送時間／月〜金曜日 10：20〜10：25
「おはよう! 三鷹市です」
放送時間／木曜日 9：45〜9：55
「三鷹くちこみテレフォン」

0422-48-2810

安全安心メールの登録

maam@req.jp（空メールを送信）

●いつでも無料で

人口と世帯

防災無線の内容確認

開館10
年目
記 念イ
ベント

星と森と絵本の家
同施設☎39-3401

★ミニワークショップ
「七夕笹
（ささ）
飾り作り」 午前10時〜午後5時
先着100人に笹をプレゼントします。
★むかしあそびの日スペシャル 午前11時30分〜正午
「おはなしばぁば」
による、歌あり、絵本あり、紙しばいありの楽しい30分です。
★特別おはなし会 午後1時30分〜2時
常田佐久国立天文台長による月のおはなしと、清原市長による絵本の読み聞かせ。
★新企画展示
「月への旅」
お披露目ガイドツアー 午後2時〜2時30分
国立天文台職員による解説付きの展示紹介を行います。
★オリジナルグッズ販売や模擬店など 午後1時30分〜3時30分
星と森と絵本の家フレンズのグッズ販売や、ジュニアスタッフの模擬店など。
いずれも当日会場へ

開館10年目記念
「星と森と絵本の家フレンズ」
特別展
同施設で活動する市民ボランティア
「星と森と絵本の家フレンズ」
のこれ
までの活動を振り返ります。ユニークな取り組みや楽しい思い出、すてき
な出会いなど、9年間の歩みがぎゅっと詰め込まれた展示です。
7月7日〜9月10日㈪
（予定）
期間中会場へ
定例行事
（6月） ◇絵本リレー 20日㈬午後3時30分から
◇おやじの読み聞かせ 23日㈯午前10時30分から
いずれも
当日会場へ
◇星のおはなし 23日午後3時30分から

※展示替えと施設メンテナンスのため7月1日㈰〜6日㈮は臨時休館します。

白熱！
ラグビーの魅
力に
触れてみよう

（公財）三鷹市スポーツと文化財団☎45-1113
障がい者指導経験もあるFC東京のコーチ
が、サッカーを通じて体を動かす楽しさやス
ポーツの楽しさをお伝えします。
7月28日㈯①午前9時15分〜10時15分、
②午前10時30分〜11時45分
知的障がい・発達障がいのある①未就学
児〜小学2年生20人、②小学3〜6年生20人
SUBARU総合スポーツセンター
500円
ふた付きの飲み物、室内履き、タオル
7月7日㈯までに三鷹中央防災公園・元気創造プラザ講座申込システム
www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/へ
（申込多数の場合は抽選）

ラグビーワールドカップ2019、
東京2020オリンピック・パラリ
ンピックの会場となる味の素ス
タジアムの近隣自治体
（三鷹市・
府中市・調布市）などが協働し
て、ラグビーフェスティバルを
開催します。
ジャパンラグビートップリー
グに所属するチームによるエキ
シビションマッチやラグビー元
◆主な催し
日本代表の今泉清さんによる
・エキシビションマッチ 多摩川ダービー
トークショーなど、
「見て」
「聞い
て」
「 体験して」ラグビーの魅力 （サントリーサンゴリアス対リコーブラックラムズ）
・ラグビー元日本代表の今泉清さんによるトーク
を感じる1日です。
ショー
7月7日㈯
・ラグビーアトラクションパーク
午前10時30分〜午後5時
・天然芝でのラグビー体験
味の素スタジアム西競技場
・エアートランポリン
当日会場へ

平成30年1月1日〜12月31日㈪に
市内で撮影した、未発表でほかに
発表の予定のない作品

◆先行抽選販売
8月入場分チケット(日時指定)を、毎月10日の一般販売に先行して抽選販売します。
大人・大学生1,000円、中・高校生700円、小学生400円、幼児
（4歳以上）
100円
（い
ずれも税込み）
6月25日㈪正午〜30日㈯午後11時59分に①電話または②インターネットでロー
（ローソンWEB会員
ソンチケット☎0570-084-639・ http://l-tike.com/ghibli/
〈無料〉
に登録が必要）
へ
（1回の申し込みにつき6枚まで、同一日時での複数申し込み
不可。当落は①7月9日㈪午後3時〜12日㈭午後11時59分に電話で確認、②7月9日
午後3時から電子メールで通知）
※発券期間中
（7月9日午後3時〜13日㈮午後11時）
に発券されない場合、当選チケッ
トはキャンセルになります。

部門
一般部門、U18
（18歳以下）
部門
（各
部門1人5点まで）
賞
各部門＝金賞1点、銀賞2点、銅賞3
点、全部門＝入賞数点、三鷹フィル
ムコミッション賞1点
31年1月7日 ㈪ までにインター
ネットで同社ホームページ
https://www.mitaka.ne.jp/から
専用サイトにアクセスし、応募作
品の画像をアップロード。応募方
法が分からない場合は、ヘルプデ
スク☎090-1609-4428
（水曜日を
除く平日午後1時〜4時）
へ
同社☎40-9669・ photo@mi
taka.ne.jp

◆一般販売
7月10日㈫午前10時から従来通りの方法で発売します
（店頭で直接購入、インター
ネット・電話で予約のうえ、店舗にて発券・購入）
※営利目的でのチケットの転売は不可。転売チケットでは入場できません。
◆三鷹市・近隣市民枠チケット
みたか観光案内所で販売中です。
http://kanko.mitaka.ne.
※詳しくはNPO法人みたか都市観光協会ホームページ
jp/をご覧ください。
同協会☎40-5525
（火曜日を除く午前9時～午後6時）

場所・会場

講師

市内の四季折々の自然、人々の触れ合い、まちの表
情などの写真作品を募集します。入賞者には表彰状や
賞品などを贈呈するとともに、入賞作品は市内で開催
する作品展で展示します。
市、㈱まちづくり三鷹

募集作品

同館ごあんないダイヤル☎0570-055777
（火曜日を除く午前9時～午後6時）

対象・定員

https://

三鷹まちづくりフォトコンテスト作品募集

夏休みシーズン8月の入場チケットのご案内

日時・期間

昨年の様子

第24回

テーマは
「いいとこ三鷹」

主催者

経験豊かな
FC東京のコー
チが
教えます！

子どもサッカー教室

同実行委員会事務局
（市スポーツ推進課内）
☎内線2934

市外局番「0422」は省略。

）
内は前月との増減

住民登録者数：187,270人
（163人増 ） 男：91,679人
（40人増 ）
／女：95,591人
（123人増 ）
世帯：93,783世帯
（91世帯増 ）

☎0120-119-921（フリーダイヤル）

府中・調布・三鷹
ラグビーフェスティバル2018

平成30年6月1日現在 （

費用

持ち物

申込方法

問い合わせ

第23回一般部門 金賞
「不安」
渡邊充史さん

第23回U18部門 金賞
「寒桜」
國分標人さん

保育あり

手話
（要約筆記）
あり

