
◆報酬	 時給1,020円、交通費支給
同署☎53-1311へ

第70回人権週間の相談事業
◆人権特設相談
　いじめ、児童虐待、家庭内の問題、差別、
嫌がらせなどの相談に応じます。

11月27日㈫午前10時～正午（11時
30分まで受付）

市役所1階市民ホール
当日会場へ
相談・情報課☎内線2215

◆夜間人権ホットライン　☎03-6722-
0127
　弁護士による無料電話法律相談です。

12月6日㈭午後5時～8時（1人10分
程度）

（公財）東京都人権啓発センター☎03-
6722-0124、 市相談・ 情報課☎内線
2215
犯罪被害による心の悩み相談
　警視庁では、犯罪被害に遭われた方
やご家族の心の悩み相談に応じています。
◆犯罪被害者ホットライン　☎03-35	
97-7830（平日午前8時30分～午後5時
15分）
◆三鷹警察署　犯罪被害者臨時相談窓口

11月28日㈬午後1時30分～3時
市役所 1階市民ホール
当日会場へ
同署☎49-0110、市安全安心課☎内

線4521
総合オンブズマン相談（12月）

6・13・27日＝片桐朝美さん（杏林

育園」・☎79-5441、③④「〒181-0002
牟礼3-9-3三鷹赤とんぼ保育園」・☎40-
0600へ
※詳しくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
武蔵野税務署　 
非常勤職員（140人）
◆職務内容	 申告書作成用パソコンの
操作補助、受付・案内業務など
◆資格	 窓口対応、パソコン操作（ワー
ド・エクセル）ができる方
◆勤務期間	 平成31年1月下旬～3月末
◆勤務時間	 月～金曜日①午前8時30
分～午後1時または0時30分～5時（実
働4時間）、②午前8時50分～午後1時
または0時50分～5時（実働4時間10分）、
③午前9時～午後5時（実働5時間30分。
時間は応相談）、日曜日の勤務あり、い
ずれも祝日は休み
◆勤務場所	 同署（武蔵野市吉祥寺本町
3-27-1）または同署管内無料相談会場

大学准教授）、20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

平成30年度第2回三鷹市 
地域公共交通活性化協議会の傍聴

11月21日㈬午前10時～正午
5人
市議会協議会室（市役所3階）
当日会場へ（先着制）
道路交通課☎内線2883

催し
みんなの保健室「おしゃべり会 

（さぎ被害を気楽に語ろう）」
暮らしの保健室in三鷹 11月19

日㈪午後1時～3時 みたかスペー
スあい（下連雀3-28-20） 100円
当日会場へ 多田☎44-6359

「永野徹子 絵本屋さんにて。」展―
切り絵とカレンダーとちょっとや
きもの

よもぎBOOKS 11月20日㈫
～12月2日㈰午前11時～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

第四回都立三鷹高校OGOB美鷹
展

都立三鷹高校卒業生美術のつど
い 11月21日㈬～25日㈰午前10時
～午後7時（25日は6時まで） ぎゃ
らりー由芽のつづき（下連雀4-15-1-
103） 期間中会場へ 佐々木☎
090-9132-4359

みたかふれあいサロンの催し
①PC道場（PC・タブレットなど

お困りの相談に応じます）＝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、②
iPadを使って脳をイキイキ・ワクワ
ク〈脳若トレーニング〉＝11月24日～
12月8日の毎週土曜日午前10時30
分～午後0時30分 ①10人 三鷹
産業プラザ ①2,000円、②500円

（いずれも1回） ①当日会場へ（先
着制）、②NPO法人シニアSOHO
普及サロン・三鷹☎40-2663・
40-2664（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 11月22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

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 11月22日㈭、12月7日

㈮午後1時30分～4時30分 芸術
文化センター 600円（初回800円）

小林☎・ 26-6825（当日参
加も可）

元気ひろば おれんじの催し
①クレイアート＝11月22日㈭午

後1時30分から、②お家でできる漢

方養生講座＝28日㈬午前10時～11
時、③ポーセラーツ＝12月3日㈪午
前11時30分～午後1時 ②8人（お
子さん同伴可） 同会（中原3-1-65）

①1,200円、②1,500円（茶菓付き）、
③2,500円 ①11月21日㈬まで、
②22日午後3時まで、③26日㈪ま
でに同会☎76-5940

名古屋大学名誉教授池内了さん
講演会「科学と戦争」―平和構築
に向けての科学の発展

総合コースを考える会 11月24
日㈯午後1時30分～3時30分 福
祉センター 200円 当日会場へ

佐藤☎090-6183-3423

足から健康を考える外反母趾（ぼ
し）巻き爪改善

倉橋 11月24日㈯午後2時か
ら 三鷹市公会堂さんさん館
1,500円（マッサージオイル代を含む）

倉橋☎090-4941-3533

三鷹雑学大学第40回講義「日本の
水が危ない」

11月25日㈰午前10時～正午
消費者活動センター 当日会場
へ 近藤☎48-1490・ http://
mzatsugaku.wpblog.jp/

子どものためのフリーマーケッ
ト・遊びとたき火と「ティピーを
たてて秋の子どもバザール」

NPO法人子ども生活・ゆめこう
ば 11月25日㈰午前11時～午後3
時 農業公園 当日会場へ。出
店希望者は事前に同法人☎・
34-0040

NPO法人子育てコンビニの催し
①羊毛フェルトでXmasオーナ

メント作り＝11月26日、12月17日
の月曜日午前10時～11時30分、②
コンビニひろばクリスマス会＝12
月7日㈮午前10時30分～11時30分

元気ひろば おれんじ（中原3-1-
65） ①1,800円（1回） 同法人① 

info2@kosodate.or.jp、② ko 
sodatenet@mitaka.ne.jp 同法人 
☎41-7021

法人設立20周年記念作品展「ココ
ロのタネ」

（社福）おおぞら会 11月28日㈬～
12月2日㈰午前10時～午後8時（11
月28日は午後3時から、12月2日は
5時まで） 芸術文化センター 期

間中会場へ 同実行委員会☎30-
5571

名画と音楽を楽しむ★
西洋美術史を学ぶ会 11月28

日㈬午後2時～4時 生涯学習セ
ンター 指揮者でピアニストの高
山美佳さん 当日会場へ 池田☎
42-7392

ラテンダンス（ルンバ）★
ペガサス 11月29日㈭午後7時

～8時30分 三鷹駅前コミュニティ
センター JCF現役A級選手の木
下聡明さん 当日会場へ 大内☎
31-8656
※『広報みたか』11月4日号で掲載し
た日付に誤りがありました（誤：11月
28日㈬、正：11月29日㈭）。

キャラキッズ・ミニフェス（「子ども 
たちがかんがえたキャラクター展
2018」会場でのワークショップ）

キャラワークス・ジャパン 12
月1日㈯・2日㈰午後1時～5時 三
鷹市公会堂さんさん館 期間中会
場へ 同会（西岡）☎77-9330

第3回「老いる前に家の整理整頓
してみましょう！」成功の秘訣共
に学びませんか

大人の寺子屋 12月1日㈯午後
1時30分～3時30分 20人 みた
かボランティアセンター 三鷹
市社会福祉協議会（堀江）☎76-1271

（当日参加も可）

キャンドルナイト2018
ダディ・ベア（一小おやじの会）
12月1日㈯午後4時30分～7時

一小 当日会場へ 坂井☎080-
7768-7221

ママの応援サイトmiccu-fanまつ
り

12月6日㈭午前11時～午後3時
元気ひろば おれんじ（中原3-1-

65） 体験コーナーなど一部有料
当日会場へ 柿沼☎76-5940

おむすび倶楽部友の会の催し
①絵本の読みきかせミニ講座＝

12月6日㈭午後2時～3時30分、②
フルートとボーカルのクリスマスジャ
ズコンサート＝8日㈯午後1時30分
～3時30分 おむすびハウス（下連
雀1-10-20） ①200円、②300円

藤原☎46-4117

こころほっこり おはなし会―お
となのために

おはなしあずきの会 12月7日
㈮午前10時45分～正午 三鷹図書
館（本館） 当日会場へ ウオタニ
☎77-9340

ステップⅡ自由練習会
三鷹ダンスクラブ 12月7日～

28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

市民ダンスパーティー
三鷹市PMSジャズオーケスト

ラ 12月8日㈯午後5時30分～8
時30分 三鷹駅前コミュニティ
センター 当日会場へ 篠崎
pmsjazz@yahoo.co.jp

国際ケッコンのパパ・ママ・こど
もの交流・友達・仲間づくりの会

インターナショナルフレンズ 12 
月9日㈰午前11時30分～午後1時30
分 井の頭東部地区公会堂 当
日会場へ 楠☎090-6405-5120・

Intl.Friends123@gmail.com・
同会 http://intl-friends.blog.jp/

尺八・大正琴でつづる歌謡演歌 
演奏会★

塚本尺八研究会 12月9日㈰午
後1時30分～4時30分 生涯学習
センター 大正琴「かすみ草の会」
主宰で師範の馬場満子さん 当日
会場へ 小池☎43-6460

楽しい「ボッチャ」をやってみま
せんか★

ボッチャの輪つくろう会 12月
11日㈫午後2時から 連雀コミュニ
ティセンター 杏林大学准教授の
一場友実さん 100円 三鷹市社
会福祉福祉協議会☎76-1271・
76-1273 近藤☎090-7173-6425

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）

12月13日㈭午後1時～3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
初回1,200円 土生（はぶ）☎

090-4821-9511

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会

12月15日㈯午前10時～午後1時
市民センター議場棟下 500円

（1区画分） 同協議会☎・ 76-
1271（申し込みは2区画まで）

三遊亭歌奴さんによるげんこつ
寄席

学童保育げんこつ組 12月16日
㈰午後2時～3時40分 ルーテル学
院大学 大人1,100円、子ども500
円、幼児200円（当日券は大人1,400
円、子ども800円） 同会☎32-
3081・ info@genkotsu-fc.com

第5回「笑ってヨッ！ 北野寄席」 
笑って笑ってもう5回 落語ありマ
ジックあり

北野5人組・江戸小噺笑い広げ鯛 
12月22日㈯午後1時30分～3時30 

分 北野地区公会堂 100円 当
日会場へ 北野☎080-4206-7070

楽観主義に生きるポジティブ心
理学（基礎）

NPO法人日本人間関係心理士
協会 平成31年1月11・25日、2月8・
22日、3月8日の金曜日午後1時30
分～4時30分 10人 三鷹駅前コ
ミュニティセンターほか 3,000円

（1回。資料代を含む） 同法人（山
本）☎080-5027-5292・ jahrp-
micenter@jcom.zaq.ne.jp

伝言板
糖尿病教室「糖尿病と腎臓疾患」

「糖尿病と整形外科疾患」
武蔵野赤十字病院 12月1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

むさしのカレッジ「本の世界を歩
こう」―晩秋の野川の文学ガイド
ウオーク

西武・武蔵野パートナーズ
12月2日㈰午前10時武蔵野公園

集合～正午野川公園解散 15人
500円（保険料、資料代） 武

蔵野公園サービスセンター☎042-
361-6861（先着制）

エイズ流行の終結に向けた取り
組み

杏林大学 12月8日㈯午後1時30
分～3時 240人 同大学病院大 
学院講堂 当日会場へ（先着制）
同大学広報・企画調査室☎44-0611

平成31年1月1日発行号
原稿締切日11月22日（木）
1月20日発行号
原稿締切日12月18日（火）

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11面からご覧ください。
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