
みんなでつながる「老い支度」
12月18日、平成31年1月15日の火

曜日午前10時～11時30分
山中地区公会堂
動きやすい服装、タオル、飲み物
当日会場へ
連雀地域包括支援センター☎40-2635
リサイクル市民工房の催し

①折り紙・クリスマスリース作り＝
12月19日㈬午後1時～3時30分、②ミ
ニ門松作り＝20日㈭・22日㈯午前10
時30分～午後0時30分・1時30分～3時
30分、③干支（えと）ストラップ作り＝平
成31年1月9日㈬午後1時～3時30分

①③12人、②各回8人
筆記用具、①折り紙・千代紙・包装紙

（赤系15×15㎝4枚、緑系15×15㎝12枚）、
接着剤、ピンセット、はさみ、②軍手、ビ 
ニール手袋、エプロン、マスク、持ち帰り
用袋、③厚紙5×5㎝、接着剤、はさみ、
ストラップ・丸カン・ボールチェーン・ひ
ものうちいずれか一つ、あれば紙バンド

①12月11日㈫、②7日㈮、③18日㈫
（いずれも必着）までに往復はがきで必
要事項（11面参照）、②は希望日時を「〒
181-8555ごみ対策課」へ（申込多数の
場合は抽選）

同課☎内線2534
ファブスペースみたかワークショップ
「年賀状用スタンプづくり」

12月20日㈭午後1時30分～4時30分
4人
三鷹産業プラザ
㈱ウッドボックスの浅古綾香さん
1,500円
作りたいデザイン（最大5×5㎝で手

書きまたはデータ。写真不可）
必要事項（11面参照）を同施設 fab 

space@mitaka.ne.jpへ（先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669
クリスマス・お正月花講習会

三鷹市華道連盟
12月21日㈮午前10時30分～午後0

時30分
20人
三鷹駅前コミュニティセンター
3,000円
はさみ、持ち帰り用袋

12月17日㈪までに同連盟（小澤）
☎27-5746へ（先着制）
上級救命技能講習会

駅前地区自主防災連合会
12月22日㈯午前9時～午後4時30分
在学・在勤を含む市民22人
三鷹駅前コミュニティセンター

12月14日㈮午後5時までに直接ま
たは電話で同センター☎71-0025へ（先
着制）
生涯学習センターの講座

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
①初心者向け 大人もチャレンジ！

陶芸講座＝平成31年1月20日～2月10
日の毎週日曜日午前10時～11時30分

（全4回）、②紅茶入門—自宅で美味しい 
ティータイム＝1月30日～2月13日の
毎週水曜日午後1時30分～3時（全3回）

16歳以上で全回参加できる方①24
人、②16人

生涯学習センター
②Cha Tea紅茶教室の鈴木多麻江さん
①1,500円、②3,000円（試飲付き）
①12月21日㈮（必着）まで、②12月3

日㈪～1月14日㈷（必着）に、往復はがき
またはインターネットで必要事項（11
面参照）・この講座を何で知ったかを

「〒181-0004新川6-37-1生涯学習セン 
ター」・ https://www.kouza.mitaka 
genki-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）

同センター☎49-2521

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72戸
◆申込書・募集案内　12月3日㈪～11
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/からも入手可

12月13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
北多摩南部地域保健医療協議会の	
委員
　地域の保健医療サービスの在り方な
どを検討します（任期2年）。

三鷹市、武蔵野市、府中市、調布市、
小金井市、狛江市在住の20歳以上の方3
人以内（都および各市職員を除く）

平成31年2月8日㈮（消印有効）までに
必要事項（11面参照）・性別・職業・作文

「すべての人が住み慣れた地域で、健康
で安心して暮らし続けていくため、私が
地域住民として取り組みたいこと」（1,200
字以内）を「〒183-0022府中市宮西町1- 
26-1多摩府中保健所企画調整課」へ

同課☎042-362-2334

しごとの相談窓口
12月12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
就職活動支援セミナー「成功に結び
つく就職活動を学びましょう！」

12月20日㈭午後1時30分～3時30分
おおむね55歳以上で求職中の方32人
市民協働センター
わくわくサポート三鷹所長の霧島誠

さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
必要事項（11面参照）をわくわくサ

ポート三鷹☎45-8645・ 45-8646
へ（先着制）
ミタカフェセミナー「創業起業の
チェックポイント」

12月21日㈮午後4時～5時30分

起業を考えている方、起業して間も
ない方24人

三鷹産業プラザ
（有）そーほっと代表取締役の森下こと

みさん
500円
必要事項（11面参照）をミタカフェ

mitacafe@mitaka.ne.jpへ（先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669　
女性・若者・シニア創業事業　	
女性向け長期セミナー	
　商品開発・マーケティング・経営を
学び、事業計画の作成を目指します。

平成31年1月17日～2月21日の毎週
木曜日午前9時20分～午後0時20分（2
月14日を除く全5回）

20人、保育（1歳～未就学児）5人
三鷹産業プラザ
HerbNet代表の浅川絢子さんほか
5,000円
必要事項（11面参照）、保育希望者は 

1月9日㈬までにお子さんの名前・年齢 
をミタカフェ mitacafe@mitaka.ne. 
jpへ（いずれも先着制）

㈱まちづくり三鷹☎40-9669
女性のための就労支援講座	

①家庭も仕事もスッキリ！笑顔で働
くための断捨離セミナー＝平成31年1月
18日㈮、②仕事に活かそう！職場のカ
ラーコーディネート＝21日㈪、③就職準
備セミナー＝25日㈮、④仕事力アップ！
愛されビジネスマナー＝28日㈪、⑤伝わ
る！読ませる！ビジネス文書の書き方＝
2月4日㈪、⑥ライフ・キャリアプランセ
ミナー＝8日㈮、いずれも午前10時～正
午（③10時30分から、⑥9時30分から）
※複数受講可。

再就職を希望する女性で、就労アン
ケートに協力いただける方各20人、保
育（1歳～未就学児）各5人

三鷹産業プラザ
各講座の7日前までに必要事項（11面

参照）、保育希望者は14日前までにお子
さんの名前と年齢・月齢を㈱まちづくり
三鷹 project@mitaka.ne.jpへ（先着
制。保育は申込多数の場合は抽選）

同社☎40-9669

柳
や な ぎ や か ろ く

家花緑	独演会　
芸術文化センター　星のホール　
全席指定　平成31年3月9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＝12月8日㈯
一般＝12月12日㈬
※昼の部と夜の部が、
同じ演目か別かは
未定です。

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

瀧
た き が わ り し ょ う

川鯉昇	独演会　
芸術文化センター　星のホール
全席指定
3月17日㈰　
午後2時開演
チケット発売日
会員＝12月8日㈯　
一般＝12月12日㈬
会員＝2,700円　
一般＝3,000円　
学生＝2,000円　
高校生以下＝1,000円

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
3月23日㈯　
午後2時開演
チケット発売日
会員＝12月2日㈰　
一般＝12月5日㈬
会員＝2,700円　
一般＝3,000円
学生＝2,000円　
高校生以下＝1,000円
※本公演の購入は1人2枚まで。

柳
や な ぎ や ご ん た ろ う

家権太楼	独演会　
芸術文化センター　星のホール
全席指定
3月10日㈰
午後2時開演
チケット発売日
会員＝12月2日㈰
一般＝12月5日㈬
会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円　
高校生以下＝1,000円

チケットインフォメーション

柳家花緑
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／三鷹市美術ギャラリー
※学生券をお求めの方は、公演当日に身分証明書をお持ちください。

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。

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

瀧川鯉昇柳家権太楼

●電話予約 10:00～19:00
芸術文化センター☎47-5122
●インターネット予約（要事前登録）

https://mitaka-art.jp/ticket/	
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。
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