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広報みたか

No.1632

2018.12.2
セブン-イレブン三鷹新川一丁目店前
（新川1-11-12周辺）
三鷹新川一郵便局☎43-9973
◆消研だいいち
消研大通り商店会
（中原3-11周辺）
時間は各店舗による
元気ひろば おれんじ☎76-5940

平和人権事業
「横田めぐみさん写真パネル展」

三鷹駅周辺住民協議会
12月2日㈰～15日㈯午前10時～午後
9時
（日曜日は5時まで）
三鷹駅前コミュニティセンター

山本有三記念館
第3回アフタヌーン・ミニコンサート
12月15日㈯午後3時～3時30分

期間中会場へ
同センター☎71-0025

同記念館
300円
（入館料）

①第44回障がい者作品展、
②障がい者自主製品販売会

当日会場へ
同記念館☎42-6233

①12月3日 ㈪ ～7日 ㈮ 午 前9時 ～ 午
後5時
（7日 は1時 ま で）
、 ②12月5日 ㈬
～8日㈯午前11時～午後3時
①市役所1階市民ホール、②元気創造
プラザ

おとな絵本ラウンジ第45回
絵本を楽しむトークラウンジ

地域ケアネットワークの催し
（12月）

https://otonaehon.jimdo.com/へ
星と森と絵本の家☎39-3401

①ひだまりサロン・東部
「ハンドベル
の演奏会」
＝5日㈬、②駅前 風のサロン
「クリスマスケーキを作りましょう」＝
13日㈭、③よってらっしゃい・にしみた
か
「大判かるたの時間」
＝17日㈪、④連雀

200円
（茶菓付き）
おとな絵本ラウンジホームページ

みたか連雀読書クラブ
第6回読書会
『蜩ノ記』
（葉室麟著）
連雀地区住民協議会

サロン
「ハンドベルの演奏会」
＝18日㈫、
⑤しんなかサロン
「クリスマス会」＝20
日㈭、いずれも午後1時30分〜3時30分

①牟礼コミュニティセンター、②三
鷹駅前コミュニティセンター、③井口
コミュニティセンター、④連雀コミュ
ニティセンター、⑤新川中原コミュニ
ティセンター

平成31年1月16・30日の水曜日午後
7時～8時30分
（全2回）
在学・在勤を含む市民10人
連雀コミュニティセンター

葉室麟著
『蜩ノ記』
12月3日 ㈪ ～31年1月6日 ㈰ に 直
接または電話で同センター☎45-5100
へ
（先着制）

冬季
「野川・生きもの観察会」

当日会場へ
地域福祉課☎内線2662

野川流域連絡会事務局
平成31年1月20日㈰午前10時～正午
（雨天中止）

①③④介護者ひろば・
②介護者カフェ

40人
（小学3年生以下は保護者同伴）
野川公園自然観察センター前集合

①12月13日、平成31年1月10日の
木曜日午後1時30分〜3時30分＝元気ひ
高校生以上100円
（保険代）
ろば おれんじ
（中原3-1-65）
、②12月19
12月21日㈮
（必着）までにはがきま
日、1月16日の水曜日午後1時30分〜3時
たはファクスで参加者全員の必要事項
30分＝星と風のカフェ
（下連雀3-8-13）
、 （11面参照）
を
「〒183-0006府中市緑町
③12月20日、1月17日の木曜日午後1時
1-27-1東京都北多摩南部建設事務所工
30分〜3時30分＝高齢者センターけや
042-369-3890へ
（申込
事第二課」
・
き苑
（深大寺2-29-13）
、④12月21日、1
多数の場合は抽選）
月18日の金曜日午前10時〜正午＝特別
同事務所☎042-330-1845
養護老人ホーム恵比寿苑
（牟礼1-9-20）
介護者、介護経験者
②100円
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

防災ブック
『東京防災』
当日会場へ
（先着制）
同センター☎45-5100

市民
連雀コミュニティセンター
当日会場へ
同センター☎45-5100

三鷹いきいきプラス
iPad無料体験会

カワハギ釣り大会

12月11日 ㈫・13日 ㈭ 午 前10時 ～ 正

三鷹市釣魚連盟

12月16日㈰午前5時30分市役所前ま
たは三鷹駅南口集合～午後5時30分市役
所前または三鷹駅南口解散
（雨天決行）
在学・在勤を含む18歳以上の市民お
よび同連盟会員25人
神奈川県横須賀市久里浜
13,000円
（乗船料、氷・餌代、保険料
を含む）

さお
（貸しさおあり）
、仕掛け
（現地購入
可）
、おもり25・30号、15ℓ程度のクー
ラーボックス、帽子、濡れてもよい履物、
雨具、防寒具、昼食、飲み物、酔い止め
12月12日㈬までに必要事項
（11面参
照）
を同連盟
（好野）
☎090-1129-8190
（午
後10時まで）
・ yoshino@ci.kagu.tus.
ac.jpへ
（先着制）

シニアのための卓球教室

東京都、（公財）東京都体育協会、三鷹
市体育協会
平成31年1月13日㈰午後1時30分～
4時30分

在勤を含む60歳以上の市民および同
連盟登録者
SUBARU総合スポーツセンター
ラケット
（あればラージ用も）
、室内
履き、飲み物

12月20日㈭までに必要事項
（11面参

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
三鷹産業プラザ

12月3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）

地球市民講座
「私がヒロシマで学んだこと」
市、（公財）三鷹国際交流協会

12月11日㈫午後6時30分～8時
（6時
開場）
同協会
（下連雀3-30-12中央通りタウ
ンプラザ4階）
杏林大学生の福田むつ美さん、同大
学外国語学部長の坂本ロビンさん
当日会場へ
企画経営課☎内線2115

男性料理教室―おもてなし料理
大沢住民協議会
12月16日㈰午前10時～午後1時
20人
大沢コミュニティセンター
栄養士の得能昭子さん
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☎32-6986

朗読はアクト青山主宰で俳優の小西優司さん
（写真）
。
平成31年1月18日㈮午後6時～6時50分
25人

I TS三鷹卓球クラブ
荻村さんの夢展

元世界チャンピオンの荻村伊智朗さ
んが創設した同クラブの歴史を振り返
る展示やイベントなど。
①卓球台無料開放＝12月8日㈯・9日

消費者相談窓口から

1月10日㈭
（必着）までに往復はがきで必要事項
（11面参
照）
・参加者氏名
（2人まで）
を
「〒181-0013下連雀3-16-14グ
ランジャルダン三鷹1階 太宰治文学サロン」
へ
（1人1通。申込
多数の場合は抽選）

322「ウイルスが検出された」
という偽警告画面にご注意を！

アドバイス

相談事例1
パソコンの画面に突然、
「ウイルスを検出しました」
と警告が
表示されて閉じられなくなり、パニック状態になってしまっ
た。表示されている番号に電話をかけると、オペレーターが
「パソコンが危険な状態で、遠隔操作で修復するにはサポート
契約が必要だ」
と言うので、1年間のサポート契約をして3万円
をクレジット決済した。指示に従ってソフトをインストール
し、オペレーターから遠隔操作で修復が完了したという連絡
があった。その後、不審に思い友人に相談したら、詐欺では
ないかと言われた。
（60代・男性）

対象・定員

東京防災セミナー

47-9432・ 「避難所での暮らしと対策」
連雀地区住民協議会
info@its-mitaka.co.jpへ
〈先着制〉
）
12月2日㈰午前10時30分～正午
同クラブ☎49-8629
50人
連コミスポーツ塾 パドルテニス
連雀コミュニティセンター
連雀地区住民協議会
に同クラブ☎49-8629・

太宰治文学サロン☎26-9150

12月15日㈯
いずれも当日会場へ
◆あおやぎ市
青柳商店会
午前11時～午後3時

日時・期間

照）
、初心者・初級・中級以上の別を三
鷹市卓球連盟
（鍵山） 48-4167へ
同連盟
（鍵山）
☎48-4167

第105回太宰治作品朗読会
『春の枯葉』
（抜粋）

お買い物を楽しめる定期市

主催者

後3時15分〜4時45分
③④100人
同クラブ
（上連雀2-4-3）
期間中会場へ
（③④は7日㈮午後5時まで

12月8日㈯午後1時～4時

テーマは
「さよなら戌年、犬の絵本」
。
12月16日㈰午後2時～4時
三鷹ネットワーク大学

期間中会場へ
障がい者支援課☎内線2651

㈰午前10時〜午後4時
（9日は1時まで）
、
②展示＝8・9日午前10時〜午後5時、③
パラリンピック卓球選手の岩渕幸洋さん
講演会・交流会＝8日午後1時〜3時、④
関西大学教授の林勲さん講演会＝8日午

場所・会場

講師

消費者相談窓口☎47-9042

同様の相談が多数寄せられていますが、これは偽の警告画面の可能性があります。ウ
イルス感染が気になる場合は、まずお使いのパソコンのセキュリティー対策ソフトで、ウ
イルススキャンをして確認してください。また、
ソフトは常に最新の状態にバージョンアッ

プしておきましょう。
ウイルスを検出したという偽の警告画面は、無視して閉じれば問題ありません。また、
サポート契約をして遠隔操作された場合は、遠隔操作用のソフトのアンインストールをお勧
めします。詳しい対処法などは（独）情報処理推進機構
（IPA）
ホームページに掲載されています。

困ったときや判断に迷うときは、すぐに消費者相談窓口または消費者ホットライン
☎188にご相談ください。

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

