
☎03-3595-1154
9月27日㈭午前10時～午後3時
同センター☎03-3595-1154、市相

談・情報課☎内線2215
総合オンブズマン相談（10月）

4日＝片桐朝美さん（杏林大学准教
授）、11・18・25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

相談・情報課（市役所2階）
同課☎内線2215へ

全国一斉　法務局休日相談
　同局職員、公証人、司法書士、土地
家屋調査士、人権擁護委員が相談に応
じます。

10月7日㈰相談＝午前10時～午後4
時（3時まで受付）、講演「遺言と相続」
＝午前10時30分～11時30分、「未来に
つなぐ相続登記」＝午後1時30分～3時

東京法務局（千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎）

東京法務局民事行政調査官室☎
03-5213-1319へ（講演は当日参加も
可）
不動産相談会
　不動産の法律、相続、賃貸、売買な
どの相談に応じます（要予約）。

（公社）東京都宅地建物取引業協会、三
鷹商工会

10月12日㈮午後1時～4時
三鷹商工会館（下連雀3-37-15）
三鷹商工会☎49-3111へ
同協会武蔵野中央支部☎26-5891

◆勤務時間	 月～金曜日午前9時～午
後6時15分のうち6時間
◆勤務場所	 子ども家庭支援センター
すくすくひろば（市内出張あり）
◆報酬(月額)	 189,500円（30年4月実
績）、交通費支給(上限20,000円）
※社会保険の適用あり。

電話連絡のうえ、10月5日㈮午後
5時までに履歴書(写真貼付)・資格証の
写しを同ひろば・☎45-7710へ（書類選
考合格者は10月11日㈭に面接）

弁護士による無料電話相談会 
「遺言・相続110番」
◆第一東京弁護士会遺言センター

平成30年度第2回 
三鷹市都市計画審議会の傍聴
　三鷹都市計画生産緑地地区の変更に
ついての諮問ほか。

10月18日㈭午後2時から
15人
市議会協議会室
9月28日㈮（必着）までに必要事項（15

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2811

催し
甲州道中延総絵図展示会

三鷹の歴史研究会 9月29日㈯
までの午前8時30分～午後5時（日
曜日、祝日を除く） 杏林大学病
院内ギャラリー 期間中会場へ
五十嵐 49-6101

みんなの保健室「おしゃべり会」
暮らしの保健室in三鷹 9月17

日㈷午後1時～3時 みたかスペー
スあい 100円 当日会場へ 多
田☎44-6359

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 9月20日㈭、10月2日

㈫午後1時30分～4時 芸術文化セ
ンター 600円（初回800円）
歌の会（㈱プロシステム内）☎0120-
565-525（当日参加も可）

元気ひろば おれんじの催し
①大人のアトリエ＝9月21日㈮午

後1時～2時30分、②ラフターヨガ
＝26日㈬午後2時～3時30分、③ク
レイアート＝27日㈭午後1時30分～
3時、④ポーセラーツ＝10月１日㈪
午前11時30分～午後1時 同会（中
原3-1-65） ①1,000円、②600円、
③1,200円、④2,500円 同会☎
76-5940

白川漢字学を易しく楽しく　★
放課後の子どもたち 9月21日㈮

午後1時～3時 生涯学習センター  
漢字研究家の伊東信夫さん 200 
円（資料代） 当日会場へ 同会☎
42-5120

みたかふれあいサロンの催し
①タブレット・iPad講座＝毎週金

曜日、毎月第2・4火曜日午後1時15 
分～2時45分、②スマホ・タブレット 
なんでも相談会＝10月4日からの毎
月第1木曜日午後3時45分～5時
三鷹産業プラザ ①2,000円（1回）、
②1,500円（1回） NPO法人シ
ニアSOHO普及サロン・三鷹☎40-
2663・ 40-2664

五感であそぶ ちびくまアート『じ
ぶんだけの楽器をつくる！』

くまちゃんハウス 9月22日㈯
午前10時30分～正午 2歳以上の
未就学児と保護者計13人 同会（牟
礼5-12-26） 1,500円（親子1組。お
子さん2人目から別途500円が掛か
ります） 9月19日㈬までにお子さ
んの氏名・年齢・参加人数を同事
務局 kumachanhouse5@gmail.

com（先着制） 同事務局☎050-37 
08-2749

うつ友の会三鷹 9月は恒例の暑
気払いでたこ焼き・焼きそば

9月22日㈯午後1時30分～4時
みたかボランティアセンター 500
円（材料代） 当日会場へ 高橋☎
090-5209-4411

不登校 親の会
フリースペースコスモ親の会 9

月23日㈷、10月14日㈰、いずれも
午後2時～5時 NPO法人文化学
習協同ネットワーク（下連雀1-14-3）

同法人（本田）☎47-8706

ランチ付きイベント・人生100年 
時代！自分らしく輝いて生きる

「認知症予防」いすヨガ
森の食堂 9月26日㈬午前10時

～午後1時 同食堂（野崎3-21-18）
3,000円 江渡（えと） info@

tetoteto.co.jp 江渡☎30-9870

一人で悩まないために…相続・
遺言無料相談会

行政書士暮らしの相談センター
9月26日㈬午前10時30分～午後

4時30分 井口コミュニティセン
ター 行政書士暮らしの相談セ
ンター（菅井）☎24-7069・ 24-
7441（当日参加も可）

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 9月27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

田澤実枝子・こだまみちこ 染め
とジュエリー展

しろがねGallery 9月28日㈮
～10月3日㈬午前11時～午後7時（3
日は5時まで） 同画廊 期間中会
場へ 同画廊☎43-3777

前文部科学事務次官の前川喜平さ
ん講演会「教育行政にたずさわっ 
て見えてきたこと」　★

総合コースを考える会 9月28
日㈮午後2時～4時（1時30分開場）

150人 生涯学習センター
200円（資料代） 当日会場へ（先着
制） 佐藤☎090-6183-3423

谷允央展
ぎゃらりー由芽 9月29日㈯～

10月14日㈰正午～午後7時 同画
廊 期間中会場へ 同画廊☎47-
5241

三鷹一日うたごえ 多くの方と毎回 
楽しくうたごえ交流をしています

9月29日㈯午後1時30分～4時
三鷹市公会堂さんさん館 1,000
円 当日会場へ 藤井☎48-4688

村田エミコ木版画展『おはなしの
森』

よもぎBOOKS 9月30日㈰～
10月8日㈷正午～午後6時 同店

（下連雀4-15-33） 期間中会場へ
同店（辰巳）☎050-6870-6057

美術評論家・布施英利さんの西
洋美術史講座

STUDIO・t23 9月30日、10
月28日、11月25日、12月23日の日
曜日午後1時30分～4時30分 30
人 389MITAKA（下連雀3-37-31）

3,000円（1回） 高見☎45-
3460・ s-t23@land.linkclub.or. 
jp（先着制）

混声合唱団コーア・ボイメ第9回
定期演奏会

9月30日㈰午後2時から 芸術
文化センター風のホール 当日会
場へ 植村☎45-2039

講演会 西谷修さんと考える「自発
的隷従」と日本の現在　★

読み解きレッスン 9月30日㈰
午後2時～4時30分 生涯学習セン
ター 立教大学教授の西谷修さん

300円（資料代） 当日会場へ
大橋☎080-5015-0084

ピアノで脳活性！「はじめての両
手奏」中高年の集い

みたか健康キーボードの会 10
月2・16日の火曜日午前9時30分～
10時30分 三鷹市公会堂さんさん
館 500円（1回、教材代を含む）

安田☎090-4295-5867

着衣女性モデルを使った絵画講
習会　★

三鷹人物画会 10月3日㈬午後
1時～3時50分 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 500円（モデル代）

檀上☎44-5979

呉式太極拳　★
三鷹太極拳クラブ 10月5日㈮

午後1時30分～3時 三鷹駅前コ
ミュニティセンター 第12回アジ
ア競技大会金メダリストで三鷹市武
術太極拳連盟副会長の増田勝さん

当日会場へ 大内☎31-8656

第16回にじの会文化行事―ミュー 
ジカルと音楽交流会

（社福）にじの会 10月6日㈯午後
1時30分～4時 大沢コミュニティ
センター 当日会場へ 同法人☎
39-2411

バッタ・トンボと遊ぼう―野川公
園・親子自然かんさつ会

みたか・ちょうふ自然かんさつ会
10月13日㈯午前9時45分～午後 

0時30分 同公園 大人300円、お
子さん100円 佃 kztsukuda@
hi-ho.ne.jp 佃☎090-6650-21 
21・ kztsukuda@hi-ho.ne.jp

大人のための①英会話、②韓国
語入門講座

国際文化交流協会 10月17日
～12月5日の毎週水曜日①午後6時
～7時、②午後7時30分～8時30分

389MITAKA（ 下連雀3-37-31）
6,000円（8回分。別途テキスト代

2,000円が掛かります） 同協会
（前田）☎090-6489-2803（平日午前
10時～午後5時）

第2回三鷹市長杯パドルテニス大
会（ジュニア～シニアのダブルス）

三鷹市パドルテニス協会 10
月21日㈰午前9時30分～午後5時

在学・在勤を含む小学生以上の
市民 SUBARU総合スポーツセ
ンター 1組1,000円（中学生以下
500円） 9月30日㈰までに申込
書（同協会ホームページ http://
mitakapt.wixsite.com/toppage
から入手）を同協会（鎌倉） 32-69 
04・ mitakapt@gmail.com
同協会（鎌倉）☎32-6904

会員募集
すこやか（健康体操自彊術）

毎週木曜日午前10時～11時30分
（毎月第2木曜日を除く） 下連雀む
らさき地区公会堂 年会費3,000円、
1回500円 太田☎49-0026

英会話トマトの会（初心者歓迎）
毎月第2・3・4土曜日午後1時15

分～3時15分 生涯学習センター
月額5,000円 川越☎・

49-6532

三鷹キッズアートフォーラム（工
作教室）

毎月第4日曜日午後2時～3時30
分 小学生 三鷹駅前コミュニ
ティセンター 1回1,500円 檀
上☎44-5979

三鷹カラオケゆたか会
毎週土・日曜日午前10時～正午
福祉センター 月額1,000円
金子☎03-3307-1937

三鷹トリム体操クラブ（健康体操）
毎週火曜日午後1時～3時、毎週

金曜日午前10時～正午 新川中
原コミュニティセンター 入会金
1,000円、3カ月7,000円 中野
☎03-3300-8709

サクラダンスサークル（社交ダン
ス初中級）

毎週金曜日午後7時30分～9時
三鷹駅前コミュニティセンター
入会金1,000円、月額4,000円
井上☎・ 46-6137

ラテン研究会（ラテンダンス中級）
毎週火曜日午後7時～9時 女

性 三鷹駅前コミュニティセンター
入会金1,000円、月額2,500円
大内☎・ 31-8656

伝言板
学生企画 認知症サポーター養成
講座 市民・学生向け

ルーテル学院大学高齢ゼミ 9
月21日㈮午後2時50分～4時20分

同大学 必要事項（15面参照）・
人数を同大学 33-6405 同大
学（高橋）☎31-7920

ICU教会チャリティバザー
9月30日㈰午後1時～3時 同

大学 当日会場へ 同教会☎33-
3323

東京大学総合研究博物館教授遠
藤秀紀さん講演会「からだと5億
年の『和』」

杏林大学杏園祭実行委員会
10月6日㈯午後3時～4時 240人

同大学井の頭キャンパス（下連雀
5-4-1） 当日会場へ（先着制） 同
実行委員会☎080-7943-5116

がんと共にすこやかに生きる講
演会「最新のがん治療」

杏林大学医学部付属病院がんセ
ンター 10月13日㈯午後1時30分
～2時30分（1時から受付） 240人

同病院大学院講堂 当日会場へ
（先着制） 同センター事務局☎47-
5511

10月21日発行号
原稿締切日	9月26日（水）
11月4日発行号
原稿締切日10月11日（木）

いずれも午後5時まで
※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。

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
※タイトル後に★のあるものは生涯学習課の講師派遣事業。
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

※「市からのお知らせ」は15面からご覧ください。
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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。

※はがき・ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


