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高齢者のインフルエンザ予防接種
費用を一部公費負担します

3面

協働の力で地域がキラリ

三つの機能で、さまざまな個人や団体、企業、

は、
「つなぐ」
「ささえる」
「つむぎだす」
という

元気なまちを
創ります

学校などの活動をサポートし、協働の場や事

業を育んでいます。これまでに、たくさんの取

り組みがまちの新たな魅力や豊かさとなって、実を

結んできました。あなたもぜひ、自分の
“やりたいこと”
を

“まちの力”
に変える
「協働の輪」
に参加してみませんか。

市民協働センター☎46-0048

12月
「つながりが創りだす未来」8日㈯
記念シンポジウム

あなたの
「やりたいこと」を
市民協働センターが応援します！
個人・団体を問わ

参加と協働のまちづくり

団体登録をすると、

同センターのホーム

がそれぞれの思いや

ページで活動内容や

市民、教育・研究機関、企業、行政など

一緒に活動する仲間を
増やしたい！

がそれぞれの特性を生かし、共に考え、協

力し合うまちづくりの
「これから」を考え

連絡先などを紹介し、他団体との

います。

ます。気軽にご参加ください。

情報交換などに使える
「情報交換

NPO法人みたか市民協働ネットワーク

箱」
を無料で利用できます。

【実践例】

①ハンドベル演奏＝午後1時から、②式

また、年に6回程度開催する
「だ

●三鷹
「まち活」
塾

典＝1時30分から、③シンポジウム＝1時

れでもランチカフェ」
は、仲間を増

参加者が
「好きなコト」
「でき

45分から、④交流会＝3時35分から

やしたり、他団体とつながるため

るコト」
「やりたいコト」を生か

130人

の気軽な交流の場となっています。

して活動するための、考え方や

12面

今年、開設から15周年、市と市民の協働による

運営開始から10周年を迎える市民協働センター

特性を生かしながら活動することを支援して

11面から

三鷹の森ジブリ美術館
新企画展示
『映画を塗る仕事』
展

NPO法人みたか市民協働ネットワーク設立10周年・
市 民 協 働 セ ン タ ー 開 設15周 年

まちで何かしたい、
ず、市民のみなさん
役に立ちたい！

4・5面

市からのお知らせ

携帯サイト
http：//www.city.
mitaka.tokyo.jp/i/
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三鷹市の財政状況を
お知らせします

ホームページ
（パソコン・スマートフォン用）
http：//www.city.mitaka.tokyo.jp/
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年末のごみ最終収集日程の
お知らせ

市民協働センター

③基調講演＝清原慶子市長、パネルディ

スカッション＝立教大学大学院21世紀社会

方法を学ぶ講座です。修了生に

ティカフェ」
などの新たなプロジェクトも立ち上がっています。
印刷・製本・ラミネートなど、パン

機材を提供しています
（一部有料）
。ま

がりのはじめまして代表のル・モアン直美

さん、NPO法人市民討議会推進ネットワー
クの吉田純夫さん、NPO法人みたか市民協

技術や経験を生かして、地域に貢

自分たちの活動を
PRしたい！

フレットやチラシなどの作製に使える

デザイン研究科教授の中村陽一さん、つな

自分の技術や経験を
まちで生かしたい！

よる
「フードロス×キャンプ」
「みどり×コミュニティ」
「コミュニ

働ネットワーク副代表理事の埴村貴志さん

献している事例が、これまで多数実
【実践例】

た、1階フロアには、登録団体の活動紹介ファイ

④500円

現しています。

必要事項
（11面参照）を同センター☎

46-0048・

●WEBサイト「まちなか農家」

ルなどを設置しています。

講座「地域の課題を解決する『市民×IT』の出会

毎年開催している
「市民活動・NPOフォーラ

い」をきっかけに、IT企業に勤める市民が立ち上げ

ム」は、さまざまな市民団体・NPO法人の活動

●こども向け防災啓発活動

間中、各団体のパネルの展示も行っています。

kyoudou@

すべての市民が主人公
居場所と出番のあるまちへ

た、がんばる農家を応援するサイトです。

紹介と交流の場です。12月8日㈯までの開催期

46-0148・

collabo-mitaka.jpへ
（先着制）

東日本大震災のボランティア経験のある市民が、

学校や学童クラブ

運営や活動資金の
ことを知りたい！

毎月のニュースレ

などと連携しなが

NPO活動を対象とす

ワークショップ形

ら開催している、

ターで、市民活動や

式の防災講座です。

る各種助成金情報をお知らせしています。窓口
では、市民活動に関することやNPO法人の設立
などに関する各種相談も受け付けています。

古き良きくらしの息吹が残る
「三鷹市大沢の里古民家」

三鷹市長

三鷹市は、都心から近距離の市でありながら、緑

豊かな環境が残っているところが大変評価されて

保育あり

います。特に大沢地域は、今でも水田や畑が多く

広がり、貴重な里山の風景を残していることでも

日から、
「三鷹市大沢

4

注目されています。

11

月

問い合わせ

そして、このたび

35

の里古民家」
を開設し、皆様に公開しています
（写

れた農家の母屋で、１００年以上前の建物を一度

9

真）
。この古民家は、明治 （１９０２）
年に創建さ

解体し、その部材の約 割を活用して復元整備し

たものです。明治・大正を経て、昭和の時代の農

申込方法

家に多かった
「四つ間取り」
を復元し、土間や土壁

があり、室内から太い梁や茅葺の屋根も見ること

ができます。しかも
「ハケ」
と呼ばれる国分寺崖線

持ち物

沿いのこの一帯は、水が豊かで湧水もあり、２０

０年程前からワサビも栽培されていました。現在

は、市民ボランティアの皆様がワサビ田を復活し

費用

てくださり、古民家の東側に見ることができます。

また、野川の対岸には
「大沢の里水車経営農家」

として、日本有数の大型水車
「新車
（しんぐるま）
」

講師

が保存されており、これは東京都の有形民俗文化

財に指定されています。

場所・会場

この古民家では、当時の農具や古民家の特徴を

紹介するパネル展示に加えて、毎週土曜日に市民の

皆様に参加していただける体験講座なども開催し

ています。部屋の中には、華道連盟のご協力で四季

冬」
などの二十四節季の文字が書かれたりしていま

対象・定員

折々の花が生けられたり、書道連盟のご協力で
「立

化を感じていただくことを願っています。

す。古民家を訪れ、改めて日本人としての伝統や文

日時・期間

入館料は２００円で、水車経営農家と合わせて

見学できます。また、１，０００円の年間パスポー

主催者

れ、古墳時代の横穴墓や夏にはホタルが見られる

市外局番「0422」は省略。

トも発行しています。周辺には、観察路が整備さ

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）
。

湿性花園もありますので、古民家を含む地域全体

ひと
こと コーナー

を博物館ととらえる
「エコミュージアム」
としての

市長の

魅力をお楽しみいただけることと思います。

11月4日に一般公開がスタート
した
「三鷹市大沢の里古民家」の
前で

市長コラム

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。

年末のごみ最終収集日程のお知らせ
1世帯が1回に出せるごみの量は、「燃やせるごみ」
「燃

やせないごみ」は市の指定収集袋で120ℓ分まで、そのほ

かのごみは45ℓ相当の袋で3袋までです。それ以上は多
量ごみになるため、事前に粗大ごみ受付センターへ申し
込み（有料）が必要です。
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ごみ対策課☎内線2533

◆粗大ごみ・多量ごみの申し込み

粗大ごみ受付センター☎03-5715-1212（月～土曜日午前8時～午後7時。12月29日㈯～平成31

年1月3日㈭を除く）・

https://www2.sodai-web.jp/mitaka/（ 24時間）へ（先着制）

※年内の最終収集日は12月28日㈮です。年内に収集希望の方は、早めにお申し込みください。

燃やせるごみ

燃やせないごみ

プラスチック類・
有害ごみ

下連雀1〜4丁目

12月27日㈭

12月19日㈬

12月25日㈫

12月28日㈮

12月21日㈮

古紙
（新聞・
段ボール・雑紙）
・
古着類
12月28日㈮

下連雀5〜9丁目、新川6丁目

12月27日㈭

12月19日㈬

12月28日㈮

12月18日㈫

12月25日㈫

12月25日㈫

牟礼全域

12月27日㈭

12月19日㈬

12月26日㈬

12月21日㈮

12月28日㈮

12月25日㈫

井の頭全域

12月28日㈮

12月26日㈬

12月26日㈬

12月24日㈪

12月17日㈪

12月27日㈭

中原全域、新川1・4・5丁目

12月28日㈮

12月26日㈬

12月27日㈭

12月17日㈪

12月24日㈪

12月24日㈪

北野全域、新川2・3丁目

12月28日㈮

12月26日㈬

12月27日㈭

12月19日㈬

12月26日㈬

12月24日㈪

上連雀1〜5丁目

12月27日㈭

12月19日㈬

12月25日㈫

12月26日㈬

12月19日㈬

12月28日㈮

上連雀6〜9丁目、野崎1丁目

12月27日㈭

12月19日㈬

12月28日㈮

12月25日㈫

12月18日㈫

12月26日㈬

井口全域、深大寺全域、野崎2・3丁目、
大沢3丁目

12月28日㈮

12月26日㈬

12月24日㈪

12月20日㈭

12月27日㈭

12月27日㈭

野崎4丁目、大沢1・2・4〜6丁目

12月28日㈮

12月26日㈬

12月24日㈪

12月27日㈭

12月20日㈭

12月26日㈬

ごみの種類
地

区

市指定収集袋で出してください

忘年会・新年会シーズン

「三鷹市食べきり運動」
を
ごみ対策課☎内線2533
実施中！
市では、食べられるのに廃棄される「食品ロス」の削減を推進

する「三鷹市食べきり運動」を実施しています。食材を買い過ぎ

◆「三鷹市食べきり運動」の協力店を募集しています

ステッカーやポスターなどの啓発品を提供するとともに、取

り組み内容を市ホームページなどでPRします。

空きびん・空き缶

「ごみ分別アプリ」
をご利用ください
ごみ対策課☎内線2533

市では、スマートフォンやタブレット端末で利用できる「ごみ分別ア
プリ」を無料で提供しています。収集日をお知らせするアラート機能や、
フリーワードで検索できる「ごみ分別事典」、問い合わせの多い内容をま
とめた「よくある質問」などをご利用いただけます。

ない、食べ切れる量だけ注文するなど、日常生活で無理なく続
けられるひと工夫をお願いします。

ペットボトル

Android端末

iOS端末

Google Playで
「三鷹市
ご み 分 別 ア プ リ」を 検
索し、ダウンロード。

App Storeで
「三 鷹 市
ごみ分別アプリ」
を検
索し、ダウンロード。

※左記の二次元コー
ドを読み取るとダ
ウンロード画面に
遷移します。

◇二つ以上の実践で参加できます
●小盛りメニューなどの導入

少量メニューの設定、要望に応じた料理の量の調整など

●食べ残しを減らすための呼び掛け

適量注文の呼び掛け、宴会での完食の呼び掛けなど

●食べ残しを減らすための特典設定

完食した場合にクーポンやポイントを付与するなど

家庭用生ごみ処理装置などの購入費の一部を
ごみ対策課☎内線2533
助成します

処理した生ごみは、堆肥として園芸や家庭菜園に利用でき、臭いも抑えられます。ごみの減量・資源

●食べ残しを減らすための啓発活動

化にお役立てください。

●持ち帰り希望者への対応

分を除く）のコンポスト容器または家庭用生ごみ処理機を購入し、市内に設置した方
（助成は1基まで）

●そのほか

◆助成金額

品の割引など

信販売などで購入の場合も領収書が必要）、②メーカー発行の保証書（購入日・商品名の記載があるも

市民・市内事業者で、3,000円以上（消費税、付属品、送料、販売店のポイントサービスなどの割引

ポスターの掲示、ホームページでのPRなど
衛生面を考慮したうえで持ち帰りを可能にするなど
生鮮食品のばら売り・量り売りや、賞味・消費期限間近の食
申請書
（市ホームページから入手可）を直接または郵送、ファ

※ディスポーザー、業務用生ごみ処理機は対象外。

購入金額の2分の1（上限20,000円、1,000円未満は切り捨て）

購入後1年以内に、①販売店発行の領収書（購入日・商品名・金額・購入者名の記載があるもの。通

の）、③印鑑（ゴム印不可）、④購入者本人の口座が分かるものを同課
（第二庁舎2階）
へ

クス、電子メールで「〒181-8555ごみ対策課」
（第二庁舎2階）
・
47-5196・

gomi@city.mitaka.tokyo.jpへ

「自動通話録音機」
を
詐欺電話
を撃退 !
無料で貸し出します

安全安心課☎内線4521

今年、市内では振り込め詐欺などの特

MISHOPの こ と ば と 文 化 講 座
講座

中国コース

（公財）三鷹国際交流協会（MISHOP）☎43-7812

多民族・多文化国家で、長い歴史を持つ中国の社会や歴史、サブカルチャーなどを学びながら、

初歩的な中国語も学習する多文化理解講座です。講座修了後は同協会会員によ
る中国語のグループ「龍縁会」に参加して、継続的に学習を続けられます。

平成31年1月12日〜3月16日の毎週土曜日午後7時30分〜9時(全10回)

殊詐欺による被害が36件発生し、被害

15人（最少催行人数10人）

31日現在）
。被害に遭われた方の多くが

10,000円（教材代を含む）

総額は約1億円にも上っています（10月

同協会理事でハリウッド大学院大学教授の王逎鋼さん
（写真）

高齢者です。着信時に警告メッセージを

12月25日㈫までに直接または電話、インターネットで同協会☎43-7812・
http://www.mishop.jp/へ（先着制）

再生し、通話を自動で録音する自動通話

日本語教室ボランティア募集中

録音機
（写真）を自宅の電話に取り付け
て、詐欺を撃退しましょう。

おおむね65歳以上の方が居住する市内の20世帯

※すでに三鷹警察署または市から貸与されている世帯を除く。
事前に問い合わせのうえ、直接またはファクス、電子メール

で必要事項（11面参照）
・生年月日、代理で申し込む場合は代理
者の必要事項・本人との続柄を同課（元気創造プラザ5階）
45-1117・

着制）

anzen@city.mitaka.tokyo.jpへ
（1世 帯1通。 先

同協会では、毎週土曜日の午前中に、外国人に日本語を教える教室のボランティアを募集してい

ます。ボランティアに協力いただける方は、養成講座の受講をお願いします。
◇日本語教室ボランティア養成講座

31年1月19日〜2月2日の毎週土曜日午後1時30分〜3時30分
（全3回）
18歳以上で日本語を母語とし、講座に全回参加できる方20人

直接または電話、インターネットで同協会☎43-7812・

※活動には協会への会員登録
（年会費あり）
が必要です。

http://www.mishop.jp/へ
（先着制）

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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◆職種
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●市役所電話（代表）☎45-1151 交換手に各課の内線番号をお伝えください。

2018.12.2

職員課☎内線2233

建築技術（建築主事）若干名

◆資格
（学歴不問） 昭和38年4月2日〜59年4月1日生まれで、民間企業
などでの建築関係の実務経験が8年以上ある建築基準適合判定資格者
◆勤務時間

午前8時30分〜午後5時15分、完全週休2日制（土・日曜日）

◆給与(初任給)

月額276,690円〜（地域手当を含む。経験年数加算あり）

※扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当、管理職手当など各種手当あり。
◆試験日程

第1次試験（筆記試験〈作文〉、個別面接）＝12月16日㈰
第2次試験（個別面接）＝12月26日㈬（予定）

12月9日㈰
（消印有効）までに、受験申込書・必要書類・受験票返信用切

手（62円切手）
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。

介護予防
「目から鍛える脳の健康教室」
教室
健康推進課☎内線4224

目や脳の機能低下は、読み・書き・計算・記憶はもちろんのこと、車や
自転車の運転から歩行に至るまで、さまざまな日常行動に支障を来します。
目と脳、体をバランスよく活性化させるトレーニング方法を学んで、生き
生きとした毎日を過ごしましょう。
平成31年1月9日〜2月27日の毎週水曜日午前10時30分〜正午
（全8回）
65歳以上の市民で全回参加できる方25人
連雀コミュニティセンター
12月3日㈪〜14日㈮に必要事項
（11面参照）を直接または電話、ファク
スで同課
（元気創造プラザ2階）☎内線4224・
46-4827へ
（申込多数の
場合は抽選。当選者のみ通知）

高齢者のインフルエンザ予防接種費用を一部公費負担します
流行する前の接種が効果的です。年内の接種をお勧めします。
平成31年1月31日㈭まで
接種当日、①満65歳以上の市民、②60歳以上65歳未満の市民で、心臓、腎臓、呼吸
器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいや、ヒト免疫不
全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方
市内協力医療機関（下表）
※武蔵野市、調布市、小金井市、杉並区、世田谷区の協力医療機関でも接種できます（杉
並区・世田谷区で接種の場合は、総合保健センターで発行する予診票が必要です）
。

下連雀エリア

平嶺医院
山田えいこ
レディースクリニック
片平内科クリニック

住 所
下連雀1-9-24
下連雀1-12-5
下連雀1-30-12
下連雀2-18-1
下連雀3-7-28
下連雀3-7-29 レジデンス三鷹1階

電話番号
47-8799
79-4067
43-4621
44-3710
29-8225
43-2122

下連雀3-14-28

43-3273

下連雀3-15-18
KAISER三鷹フロント4階
下連雀3-24-7
下連雀3-24-7

44-5660
43-2838

平嶺ビル2階

下連雀3-27-12 4階
下連雀3-27-12
三鷹痛みのクリニック
コアパレス常葉11 5階
みたか中村脳神経外科
下連雀3-34-15
クリニック
アトラス三鷹レジデンス202
下連雀3-34-22
小川クリニック
ライオンズプラザ三鷹駅前201
下連雀3-34-22
おごう皮ふ科クリニック
ライオンズプラザ三鷹駅前202
三木クリニック
下連雀3-37-8 ＫＭビル101
みたかヘルスケア
下連雀3-38-4
クリニック
三鷹産業プラザ5階-B
むさし野
下連雀3-43-19
さいとうクリニック
グローリオ三鷹101
サウスポイント
下連雀3-43-23
MYクリニック
サウスポイント三鷹2・3階
かんの内科
下連雀3-44-17 エルヴェ三鷹2階
のぞみメモリークリニック 下連雀4-2-8
角田外科消化器科医院
下連雀4-9-1
つちや小児科
下連雀4-16-11
高松メディカル
下連雀4-16-12
クリニック
三鷹第一ビル2階
たきがわクリニック
下連雀4-20-15 新生ハイツ1階
三鷹病院
下連雀5-1-12
今給黎整形外科
下連雀6-2-16
クリニック
メディカルコート吉祥寺
下連雀6-2-16
くぼかわ内科医院
メディカルコート吉祥寺
三鷹の森皮フ・
下連雀6-2-16
形成クリニック
メディカルコート吉祥寺
下連雀6-8-50
173総合内科クリニック
パークスクエア1階
下連雀7-1-27
みなみうら生協診療所
オタリ南浦ビル1階
あんず訪問クリニック
下連雀7-8-15-101
野村病院
下連雀8-3-6
三鷹第一クリニック
下連雀8-9-21
渡辺こどもクリニック
下連雀9-5-1 泰成マンション1階

主催者

日時・期間

自己負担金2,500円
（助成は期間中1回のみ。医療機関で支払い）
事前に医療機関に連絡のうえ、健康保険証など年齢や住所を確
認できるものを持参し、所定の予診票を記入のうえ接種
（接種前の
検温や診察の結果により、接種できない場合があります）
※生活保護受給世帯・中国残留邦人等支援給付受給世帯の方は、
自
己負担金が免除されます。生活福祉課
（市役所2階21番窓口）
で
交付する予診票
（免除用）
と受給証明書を医療機関へお持ちくだ
さい。

牟礼・井の頭エリア

協力医療機関
吉祥寺通り花岡クリニック
井の頭公園前ヒフ科
鎌田医院
下田医院
村越レディースクリニック
三鷹南口内科
佐竹耳鼻咽喉科
気管食道内科医院
サンクリニック三鷹

健康推進課☎内線4202

対象・定員

場所・会場

講師

26-7525
79-0271
79-2103
40-5070
47-4545
41-1169
71-7001
40-0102
70-1071
46-7851
40-5022
70-3880
45-3251
40-1488
70-1035
41-7777
47-0800
26-5320
24-7353
70-1205
26-5173
48-4121
70-5112
47-4848
46-4141
41-1550

協力医療機関
本田医院
三鷹さくらクリニック
牟礼高山診療所
むれクリニック
横内医院
天神前クリニック
しんかわ医院
くりはら耳鼻咽喉科
下川整形外科
笹本医院
慶真整形外科
松川内科クリニック
牟礼の里駅前クリニック
高水クリニック
石井医院
藤林医院
岡庭医院
若林医院

住 所
牟礼1-12-10
牟礼2-11-5
牟礼4-2-14
牟礼6-4-8
牟礼6-6-14
牟礼7-1-24
牟礼7-5-14 牟礼クリニックモール2階
牟礼7-6-9
井の頭1-24-14
井の頭1-31-22
井の頭2-1-17 石伊ビル弐2階
井の頭2-1-17 三鷹台メディカルセンター2階
井の頭2-7-9 栗原ビル1階
井の頭2-14-2
井の頭2-32-37
井の頭3-12-15
井の頭3-21-16
井の頭4-16-10

電話番号
43-8310
43-6410
70-4976
44-1739
43-0910
71-8191
70-5711
79-7738
43-5933
44-5802
79-7600
70-5525
40-6054
76-1232
44-3090
43-4322
43-8367
43-0526

中原・北野・新川・野崎エリア
協力医療機関
鈴木クリニック
いりえ内科クリニック
まさ整形外科
みたかクリニック
ゆうあいクリニック
新川クリニック
所澤クリニック
川越内科クリニック
のざきはちまん前内科
萩原医院
野崎医院

住 所
電話番号
中原2-12-26
46-1066
北野4-5-30 キューブコート烏山101
03-5314-3577
北野4-12-17
70-6670
新川3-21-12
26-5351
新川4-25-18
41-6611
新川5-6-21
43-0123
新川6-9-6 シンエイビル2階
76-6055
新川6-25-4 メディカルモールクレッセント101
24-2231
野崎1-22-8 レヴァンティア1階
48-3735
野崎2-11-16
31-1500
野崎3-18-18
31-8373

上連雀・井口・深大寺・大沢エリア
協力医療機関
小島内科クリニック
篠原医院
浅野クリニック
高山医院
三鷹はなふさ皮膚科
松﨑整形外科医院
三鷹中央病院
うちはら内科クリニック
斎藤小児科医院
ヨシコクリニック
かえでこどもクリニック
あかいしクリニック
天文台クリニック
長谷川病院
奥田医院
八幡診療所

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

住 所
上連雀2-4-8
上連雀2-9-5
上連雀3-5-19
上連雀4-2-29
上連雀4-3-5
上連雀4-3-5 三鷹シティハイツ101
上連雀5-23-10
上連雀7-11-7 1階
上連雀9-41-21
井口1-22-24
井口3-6-16 アップルかえで通りビル1階
深大寺2-35-29
大沢1-17-2
大沢2-20-36
大沢4-13-12
大沢5-3-11

申込方法

問い合わせ

保育あり

電話番号
45-1210
45-1859
46-5512
43-0700
72-8650
48-3151
44-6161
40-6180
43-2237
32-5517
39-3306
39-5941
30-7929
31-8600
32-8151
31-8092

手話
（要約筆記）
あり
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平成30年度上半期の財政状況
各事業の展開

予算現額

30年度は、
『 第4次三鷹市基本計画（第1次改
定）』に基づく計画中期の最終年度に当たりま
す。
「 都市再生」と「コミュニティ創生」の最重点
プロジェクトを中心に、計画中期における目標
の達成に向けて事業を着実に推進します。

収入率

支出済額

一般会計

697億 7,280万円

340億 5,511万円 48.8%

173億 8,471万円

65億 5,061万円 37.7%

62億 9,093万円 36.2%

42億 9,008万円

14億 5,547万円 33.9%

13億 8,961万円 32.4%

9億 4,168万円

4億 6,322万円 49.2%

126億 8,186万円

57億 3,319万円 45.2%

52億 7,869万円 41.6%

41億 3,919万円

16億 2,608万円 39.3%

13億 1,843万円 31.9%

1,092億 1,032万円

498億 8,368万円 45.7%

426億 9,046万円 39.1%

介護サービス事業特別会計
介護保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
合

29年度末と比較して、市有物件では、中仙
川児童公園用地の買い入れなどにより土地が
895.06㎡の増、旧社会教育会館の取り壊しに
より建物が2,202.35㎡の減になっています。

計

土

地

建

市有物件／ 745,003.18㎡
借用物件／ 41,995.78㎡
合
計／ 795,998.96㎡

279億

執行率

国民健康保険事業特別会計
下水道事業特別会計

市有財産の概況（30年9月30日現在）

収入済額

5億

物

649万円 40.0%

631万円 53.8%

車
合

市有物件／ 327,748.01㎡
借用物件／ 6,798.70㎡
合
計／334,546.71㎡

両

計／102台

※借 用車両5台を含む。

市の財政は健全に運営されています
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政の健全度を測
る四つの指標と公営企業（下水道事業）の資金不足比率について算定した結果
を公表します。
いずれかの指標が「早期健全化基準」以上になると、議会で「財政健全化計
画」を議決し、自主的な改善努力により財政健全化を図ることになります。ま
た、
「 財政再生基準」以上の指標がある場合は、いわゆる「財政破たん」とみな

され、国などの関与による財政再建に取り組むことになります。
平成29年度決算から算出した市の各指標は、いずれも基準値を大きく下回
り、財政の健全性が維持されています。今後も「三鷹市自治基本条例」で定め
る自治体経営の趣旨に従い、適切な情報公開・提供を行いながら、健全な自
治体経営を進めていきます。

健全化判断比率など（29年度）
指

標

三鷹市

早期健全化基準

財政再生基準

実質赤字比率……標準財政規模
（※）
に対 赤字額が発生していないため、
する一般会計などの実質赤字額の割合
表示される数値はありません。

11.45%

20.00%

連結実質赤字比率……標準財政規模に
赤字額が発生していないため、
対するすべての会計の実質赤字額（また
表示される数値はありません。
は資金不足額）の割合

16.45%

30.00%

35.0%

実質公債費比率……標準財政規模など
を基本とした額に対する実質的な公債
費（市の借金の返済金）に充てられた一
般財源の額の割合（3カ年平均値）

3.5%

25.0%

将来負担比率……標準財政規模などを
基本とした額に対する一般会計などが
将来負担すべき実質的な負債額の割合

11.8%

350.0%

平成30年12月中旬に予定して

いる市ホームページのリニュー

アル公開に先立ち、
「三鷹市公式

◆拡充項目

①気象庁による気象警報などの発表・解除情報
（自動配信）

Twitter運用方針」を改訂し、発

②気象庁による東京都高温注意情報 第1号

も発信していた防災無線の放送

④市ホームページの更新・改修情報

信内容を拡充します。これまで

内容や大規模災害などの緊急時
のお知らせに加え、今後は三鷹
市に関する気象・地震情報や防

③「メールけいしちょう」による不審者情報
⑤無料動画共有サイト「YouTube」への配信情報
⑥『広報みたか』発行案内

犯情報、市からのお知らせなど、
市民のみなさんの関心の高い情
報を発信します。

0		

10		

20		

30		

40
（％）

三鷹市
（3.5％） 早期健全化基準
（25.0％） 財政再生基準
（35.0％）

数値が高いほど、将来的に財政が圧迫される可能性が高いと判断
されます。早期健全化基準は350.0％ですが、三鷹市はこれを大き
く下回る11.8％にとどまっています。

※標準財政規模……地方公共団体の財政規模を比較するための数値として、地方税や地方交付
税などの経常的に収入される一般財源の額を、全国統一的な算式により算出したものです。
使途が特定されない財源である一般財源の大きさであり、基本的な財政指標や財政健全化指
標の分母となる数値です。

秘書広報課広報係☎内線2133

数値が高いほど、公債費などによる財政負担の度合いが高い
と判断されます。早期健全化基準は25.0％、財政再生基準は
35.0％ですが、三鷹市はこれを大きく下回る3.5％にとどまっ
ています。

◎将来負担比率

20.0%
資金不足比率……公営企業での資金不 不足額が発生していないため、
足額の事業規模に対する割合
表示される数値はありません。 （経営健全化基準）

市公式Twitterの発信内容を拡充します

◎実質公債費比率

0		

100		
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三鷹市
（11.8％）

300		

400
（％）

早期健全化基準
（350.0％）

12月は地球温暖化防止月間

環境政策課☎内線2524

地球温暖化防止の取り組みは、継続することが重要です。この冬、

身近なところから少しずつ、温室効果ガス削減の取り組みを始めてみましょう。
◆家庭でできる地球温暖化防止の取り組み

・暖房時の室温は20度に。外出や就寝の20分前を目安に電源を切り、使用時間
を1日1時間短縮する

・白熱電球をLED電球などの省エネ・長寿命の照明に取り替える

・風呂は短時間でもふたを閉め、家族が続けて入ることで追いだきや自動保温
を少なくする

・冬は冷蔵庫の設定温度を
「弱」
にする

・温水洗浄便座の温度は控えめに。便座のふたを閉めて、放熱を防ぐ

三鷹市公式Twitterのアカウント名は

三鷹市環境基金活用事業

「mitaka_tokyo」です。

◆環境ポスター優秀作品が市内を走ります

市内小学生から募集した環境ポスターの優秀作品をマグネットシートにし、

環境保全の啓発の一環として、市の公用車やごみ収集車に貼り付けます。子ども
たちが描いた環境への思いにご注目ください。

健康推進課☎内線4228へ
出産後のサポートが必要なお母さんが、赤ちゃんと施設で体を休めながら、専門職

から子育てに関するケアを受けられます。

平日午前10時〜午後4時、合計7日間まで（連続利用でなくても可）

市内の生後4カ月未満のお子さんと母親で、家族などから家事・育児などの援助が

受けられない方、体調不良や育児に不安がある方（医療行為が必要な方やきょうだい
は利用できません）

Mama＆Babyあきやま（上連雀1-1-5-108）

1日2,000円

母子健康手帳

※妊娠8カ月から、看護職による申請のための事前面接を行います（予約制）。

◆環境活動の表彰対象を募集します

市では、市民、団体、事業者の先導的な環境活動を表彰し、優れた活動には、

賞状と記念品を贈呈しています。みなさんの活動をぜひお知らせください。

◇対象活動 「環境啓発活動の推進」
「エネルギーの効率的利用」
「ごみの減量」
「地

域の美化」
「緑化の推進」など、環境保全への先導的な活動で、広く紹介できるも
の（自薦、他薦を問いません）

市民、市内の学校・学級、市民が主体となって活動する非営利サークル・団

体、市内事業者

12月3日㈪〜平成31年1月15日㈫に所定の推薦書と添付書類を同課
（第二庁舎

2階）
へ

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 交換手に各課の内線番号をお伝えください。

2018.12.2

三鷹市の財政状況をお知らせします
市民のみなさんからお預かりした税金がどのように使われているのかをお知らせするため、年2回
「財政事情の公表」
を行って
財政課☎内線2127
います。今回は平成29年度決算の概要と30年度上半期の財政状況についてお知らせします。

平成29年度一般会計の歳入・歳出決算の状況
繰越金
12億8,467万円
（6,882円）

繰入金
5,581万円
（299円）

市債
14億6,130万円
（7,828円）

その他
9億1,040万円
（4,876円）

使用料・手数料・
分担金・負担金
19億3,183万円
（10,348円）

議会費
4億9,963万円
（2,676円）

消防費
22億5,334万円
（12,071円）

その他
8億1,185万円
（4,348円）

衛生費
38億2,297万円
（20,479円）

市債と基金の残高
・市債（借入金）の残高
413億3,706万円
（前年度比△5.1％）
（市民1人当たり
221,433円）

公債費
40億3,108万円
（21,594円）

各種交付金等
50億3,679万円
（26,981円）

歳入
671億
5,440万円

（359,730円）

国・都支出金
192億3,847万円
（103,056円）

土木費
48億9,579万円
（26,225円）
市税
372億3,513万円
（199,460円）

教育費
76億492万円
（40,738円）

歳出
653億
2,688万円

民生費
336億7,235万円
（180,375円）

（349,940円）

総務費
77億3,495万円
（41,434円）

歳入歳出差引額
18億2,752万円➡30年度へ繰り越し

・基金（貯金）の残高
131億3,342万円
（前年度比＋1.2％）
（市民1人当たり
70,353円）

※（ ）内は、3月31日現在の人口（186,680人）
で割り返した市民1人当たりの金額です。

29年度各会計別歳入歳出決算
歳入決算額

歳出決算額

一 般会計

671億 5,440万円

653億 2,688万円

国民健康保険事業特別会計

196億 6,616万円

193億 9,532万円

34億 9,030万円

34億 8,475万円

9億 2,524万円

9億 1,987万円

下水道事業特別会計
介護サービス事業特別会計

平成29年度に
実施した
主な事業

都市再生
プロジェクト

介護保険事業特別会計
合

成熟した都市の質的向上を
めざすまちづくり

・三鷹駅南口ペデストリアンデッキや下水道施設の
計画的な予防保全
3億7,288万1,080円
・環境センター跡地の土壌対策工事と暫定利活用お
よび将来的な活用に向けた検討
		
8,508万40円
ともに支えあう地域社会を
生み出すまちづくり

・コミュニティ創生の推進に向けた調査・研究		
5万5,988円
・地域ケアネットワークが取り組む地域サロンや多世
代交流などの充実と発展を支援 1,144万6,798円
・多世代交流センターの機能拡充とリニューアルに
向けた取り組み
7,193万6,340円
―
安全安心
プロジェクト

67万円

39億 3,215万円

1,074億 1,696万円

1,051億 5,964万円

・「ウェルカム ベビー プロジェクト みたか」の推進
による妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
支援
2,274万6,130円
・『小・中一貫カリュキュラム（暫定版）』を作成し、義
務教育9年間の教育内容を充実
730万9,071円
―
健康長寿社会
プロジェクト

いつまでも元気に暮らせる
まちづくり

・「三鷹市在宅医療・介護連携支援窓口」の設置や後
方支援病床利用事業の開始などによる在宅医療と
介護の切れ目のない支援
356万173円
・認知症高齢者グループホームの開設支援や、協働に
よる多様な介護予防事業
		
1億3,865万5,000円
・前立腺がんの早期発見に向けた検診
		
363万344円
―
セーフティーネット
プロジェクト

市民の命、暮らしを守る
まちづくり

・家計相談による生活困窮者の自立に向けた支援		
2,810万9,146円

すべての人が心安らかに
暮らせるまちづくり

・防災出前講座やミニ防災訓練の実施と、福祉避難所
等の備蓄品などを拡充
413万2,404円
・中仙川改修などによる都市型水害対策
		
1億5,106万9,534円
・防犯カメラの設置や自動通話録音機を活用した特
殊詐欺被害対策
1,015万5,994円
子ども・子育て支援
プロジェクト

計

121億

39億 3,775万円

市は、29年度を「三鷹中央防災公園・元気創造プラザのオープンを契機として、市民の皆様と、ともに考え、とも
に創り、
『防災』と『元気創造』の活動が広がることで、新たな『民学産公の協働』のステージへと歩みを進める」年度とし
て位置付け、各事業の着実な推進を図りました。
29年度に実施した新規・拡充事業のうち、主なものは次のとおりです（金額は決算額）。

・『三鷹市庁舎・議場棟等建替え基本構想』の策定に
向けた取り組み
2,129万2,102円

コミュニティ
創生プロジェクト

122億 4,311万円

後期高齢者医療特別会計

いきいきと子どもが輝く
まちづくり

・待機児童の解消に向けた私立認可保育園の開設支援		
6億1,217万1,000円

地域活性化
プロジェクト

・「北野の里
（仮称）まちづくりワークショップ」にお
ける市民意見などを踏まえた東京外かく環状道路
整備に伴うまちづくり
393万1,877円
・下連雀五丁目第二地区の良好な環境とまちづくり
に向けた用途地域などの都市計画変更
		
569万8,080円
・
『三鷹市まち・ひと・しごと創生総合戦略』
に基づく
市内モデル企業の実情に応じた働き方改革を支援		
150万円
―
都市交通安全
プロジェクト

持続可能な都市をめざす
まちづくり

・『公園・緑地の適切な活用に向けた指針』の策定に
向けた調査・研究
8万9,934円
・「フードロス対策」や「地域の生物多様性の保全と持
続可能な利用」などの事業化に向けた研究・検討		
3万4,140円

誰もが安全で快適に
移動できるまちづくり

・サイクルシェアの事業化に向けた社会実験の効果
検証と調査・研究
331万9,895円
・井口三丁目東西道路の整備

1億41万9,594円

・バリアフリーに配慮した歩行空間の整備に向けた
市道第135号線
（三鷹台駅前通り）
の電線類地中化		
8,508万8,341円

・成人障がい者の生活介護の拡充に向けて、北野ハピ
ネスセンターの入浴・給食設備の整備工事など		
1億9,601万8,988円
―
サステナブル都市
プロジェクト

活力、にぎわいをもたらす
まちづくり

そのほかの新規・拡充事業
・市立図書館と蔵書の相互流通を行う井の頭コミュ
ニティセンター図書室の運用を開始
		
3,804万9,418円
・
『特定空き家等認定基準』
の策定と空き家などのデー
タベース化
631万6,301円
・大沢総合グラウンドの夜間照明設備の整備と多目
的スポーツ広場の新設
2億9,703万6,720円

4面上部へ続く
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。

（敬称略）

●一般寄付
禅林寺龍華会基金
1,258,132 円
SOHO CITY みたかフォーラム
河瀬謙一
10,000 円
ほのぼのネット 野崎西班
7,000 円
根道一男
2,000 円
四ツ葉ときわクラブ
892 円
匿名
17,495 円

No.1632

●一円硬貨募金
キッチンコート野崎店
10,095 円
新川中原コミュニティセンター 6,549 円
高齢者福祉センター
6,394 円
大沢コミュニティセンター
3,790 円
パーラーツバサ三鷹店
2,109 円
くぬぎ会
1,298 円
三鷹上連雀郵便局
1,246 円

上二親交クラブ
北野東晴クラブ
上野千代子
元気ひろばおれんじ
三鷹東部市政窓口
三鷹駅前市政窓口
匿名

1,202 円
940 円
808 円
111 円
67 円
10 円
622 円

●ボランティア基金
VC 納涼まつり
セコム㈱ TE センター
高齢者電話訪問
匿名

※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

からだもあたまも気持ちもスッキリ
日曜日！駅前ラジオ体操＆軽いウ
オーキングとごみ拾い＆朝カフェ！
つながりのはじめまして 毎
週日曜日午前6時25分から
（雨天中
（ジ
止） 三鷹駅南口緑の小ひろば
ブリ美術館行きバス停東側） 当
http://
日会場へ
（雨天時は同会
enchante-de-connect.wix.com/
enchanteで 確 認） 同 会 ☎0803356-5617
第18回びよんどネット蚤の市―
三鷹・武蔵野地域のホームレス
支援のための
12月2日㈰ 午前10時30分～午
（下連雀
後2時 るま・ばぐーす
4-17-6）
前 当日会場へ びよん
どネット
（湯川）
☎46-5240
みたかふれあいサロンの催し
①まるごと基礎講座 インター
ネットやワード・エクセルなど＝
毎週月曜日午後1時15分～2時45
分、②カルチャー講座―楽しい俳
句＝12月20日㈭午前10時～正午
三鷹産業プラザ ①1,500円
（1
NPO法人シニ
回）
、②500円
アSOHO普及サロン・三鷹☎402663・ 40-2664
元気ひろば おれんじの催し
①ビギナーヨガ＝12月4・18日
の火曜日午前10時30分～11時30
分、②健康体操教室＝5日㈬午後
2時40分～4時、③フラワーセラ
ピー―冬のクリスマスアレンジメ
ント＝7日㈮午後3時～4時、④初
めてのペーパークイリング＝14日
同会
㈮ 午前10時 ～11時30分
（1回）
、
（中原3-1-65） ①1,000円
②2,200円、③1,500円、④500円
②バスタオル、スポーツタオル
同会☎76-5940
笑う呼吸法
（笑いヨガ）
東京三鷹の森わっはは楽楽
（ワ
イワイ） 12月4日㈫・9日㈰・21
日㈮午前10時40分～午後0時40分
連雀コミュニティセンター
500円
（1回）
ハラ☎090-39029691・ 44-7772
しろがねGalleryの催し
①長谷川恵子 ニット展Ⅱ＝12
月4日㈫～9日㈰、②小川温子個展
イラストと小物たち＝11日㈫～19
日㈬、いずれも午前11時～午後7時
（①9日は5時まで、②13日㈭を除
く、19日は5時まで） 同画廊 期
間中会場へ 同画廊☎43-3777
汗をかいてストレス発散―ママ
さんキックボクシング体験
（社福）こひつじ会 12月5日㈬午
前10時～11時 こひつじ国際共育
4日㈫午
センター
（北野3-1-3）
後6時までに當麻☎080-9042-05
05・ fh0600894@gmail.com

小谷ふみ ことば展
「だったらいいな」
よもぎBOOKS 12月5日㈬～
16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
みたか・みんなの広場の催し
①みたかオレンジカフェ＝12月
5日㈬午後1時30分～3時、②お茶と
雑談：市民の集いの場
「みたか・み
んなの広場」
＝毎週木・金・土曜日
午後、③ノルディックウオーク友
の会＝毎週土曜日午前10時から、
④般若心経カフェ＝8日㈯午後1時
30分～3時、⑤タロット占い＝15日
㈯午後1時30分～3時、⑥市民リ
レートーク：前シニアSOHO普及
サロン・三鷹代表の向井恒夫さん
「定年後を生きる」
＝17日㈪午後3時
～4時30分、⑦パソコン個人指導＝
（下連
時間応相談 ①②④⑤⑥同会
雀4-5-19みたかの家内）
、③市民協働
センター ①100円、②⑥200円、
④⑤500円、⑦応相談 当日会
場へ なりきよ☎080-1362-5359
大森直樹先生と考える道徳教育
読み解きレッスン 12月7日
㈮午後1時～3時 生涯学習セン
ター 200円 当日会場へ 大
橋☎080-5015-0084
第7回三鷹がん哲学外来カフェ：
がんと共に生きる人々がわかち
合う対話と共感
日本キリスト教団相愛教会
12月8日㈯ 午 後2時～4時
同教
当日
会
（牟 礼4-3-46） 200円
会場へ 宮本☎44-7518・taoko
miyamoto@gmail.com
井の頭わが街コンサート
「クリス
マス コンサート」
井の頭わが街コンサートの会
12月8日㈯午後2時から 明星学
園小中学校いちょうのホール
1,000円、高校生500円
（中学生以
下無料）
同会
（飛山）☎44-10
95または井の頭コミュニティセン
ター、井の頭地区公会堂でチケット
を購入
ゆるくうたう会コンサート（アカペラ）
12月8日㈯午後2時30分～4時30
分
（2時開場） 芸術文化センター
風のホール 当日会場へ 平澤
☎090-4138-2316
講演会
「道路建設でメリットを受
けるのは誰？」
市民による外環道路問題連絡
会・ 三 鷹 12月9日 ㈰ 午 前10時
30分～11時45分 井の頭コミュ
ニティセンター 当日会場へ
田代☎080-5923-0281

「平家物語」
平家の天下、平安貴族
の処世は★
沙羅の会 12月10日㈪午後2
時～4時 三中地域交流棟 立正
大学名誉教授の山下正治さん
渡邉☎・ 46-7636
簡易似合う色診断
NPO法人子育てコンビニ 12
月11日㈫午前10時～11時30分
元気ひろば おれんじ
（中原3-1-65）
1,500円 同法人
info2@ko
sodate.or.jp 同法人☎41-7021
歌声サロンの催し
①歌声サロン中原＝12月11日
㈫午後1時～4時、②歌声サロン三
鷹＝19日㈬午後1時～3時 ①新
川中原コミュニティセンター、②
生涯学習センター ②500円
当日会場へ 金子☎49-8899
職場体験説明会―進路・就職に
悩む若者またはご家族の皆さんへ
NPO法人文化学習協同ネット
ワーク 12月11日㈫午後2時～3
（下連雀1-14-3）
時 同法人
丸山☎70-5067
おしゃべり広場
「正月かざりを作っ
てみませんか」
三鷹市の福祉をすすめる女性の
会 12月12日㈬午前10時～正午
福祉センター 500円
フ
ルタニ☎090-4713-5210
並木富士子講師の
「笑ってげんき
ストレッチ」
笑ってげんき会 駅前 12月13・
27日の木曜日午前10時15分 ～正
午 60歳以上の方 三鷹駅前コ
ミュニティセンター 600円
（1回）
当日会場へ 西田☎090-94766070
赤穂浪士の足跡をたどる
三鷹の歴史研究会
12月
15日㈯午前10時JR両国駅西口改
（資料
札外集合～午後4時 300円
太田☎・ 48-5952
代）
五感であそぶ ちびくまアート
「Let’
s
celebrate！みんなが主役のクリ
スマス」
くまちゃんハウス 12月15日
㈯午前10時30分～正午 2歳以
（牟
上の未就学児と保護者 同会
（親 子1組。
礼5-12-26） 1,500円
お子さん2人目から別途500円が
掛かります） 12月12日㈬までに
お子さんの氏名・年齢・参加人数
kumachanhouse
を同事務局
5@gmail.com 同事務局☎0503708-2749

第7回 朗読グループ・モワノー
発表会
12月9日 ㈰ 午 後1時30分 ～5時
三鷹市公会堂さんさん館 当
日会場へ 原☎090-7833-1260

手芸作家さんの材料市vol.3
みたかスペースあいプラス運営
サポーター 12月16日㈰午前10
時～午後4時 みたかスペースあ
いプラス
（下連雀3-28-20） 当日
会場へ 吉野☎090-7210-6099

三鷹自分の死を考える集い 看護
師のつぶやき？本音？
12月9日㈰午後2時～4時 市
民協働センター 1,000円 当日
会場へ 醤野☎47-9384

第163回井の頭かんさつ会
「生き
ものの冬越し」
井の頭かんさつ会 12月16日
㈰午後1時30分～3時30分 井の
http://
頭公園 300円 同会

kansatsukai.net/ 同会
（村上）
kentax.high@gmail.com

不登校 親の会
フリースペースコスモ親の会
12月16日 ㈰ 午 後2時 ～5時
NPO法人文化学習協同ネットワー
同法人
（本
ク
（下連雀1-14-3）
田）
☎47-8706
ダンス講習会
「スローフォックス
トロット入門編」
★
ダンスサークルヴィヴァ 12
月18日㈫午前10時～正午 生涯
学習センター 全日本ダンス連盟
認定教師の想田徳彦さん 当日会
場へ 奥山☎47-7035

会員募集

18,051 円
8,180 円
7,000 円
100,000 円

平成31年1月20日発行号
原稿締切日

12月 18日（火）

2月3日発行号
原稿締切日

1月 9日（水）

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。

市川曜子展
ぎゃらりー由芽 12月16日㈰
までの正午～午後7時
（16日は5時
まで） 同画廊 期間中会場へ
同画廊☎47-5241
（木曜日休み）
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三鷹市社会福祉協議会への寄付（9 月分）

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

2018.12.2

35分
ほか
円

連雀コミュニティセンター
入会金500円、月額4,500
同会☎080-1163-6690

いきいき太極拳Bグループ
毎月3回木曜日午後2時45分～
4時15分 福祉センター 月額
本木☎45-0510
（午
1,500円
後4時以降）

伝言板
やかまし村のクリスマス―絵本
deエンジョイ！リトミック！ミ
ニバザーも開催！
ルーテル三鷹教会 12月9日
㈰午後2時～3時 ルーテル学院
大学チャペル 当日会場へ 同
教会☎33-1122

井の頭男の健康体操会
毎 月第2・4水 曜日午 後1時30
分～3時 おおむね65歳以上の男
性 井の頭地区公会堂 入会金
高島☎
200円、月額1,000円
45-3936

ICUハンドベルクラブBell Peppers
クリスマスコンサート
12月9日㈰午後4時30分から
（4
時開場） 同大学礼拝堂 当日会
ring.bellpeppers.
場へ 同会
icu@gmail.com

コカリナ ほんわか木の精
毎月第1・3火曜日午後3時～4
時30分 東野地区公会堂 月額
下 山 ☎090-65652,000円
4928・ 34-3486

唱歌の言葉と表現―日本の風景・
日本人の心
杏林大学 12月15日㈯午前10
時30分～正午 80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） 同大学広
報・企画調査室☎44-0611

さくらストレッチ
①毎月第1・4火曜日午後1時～
2時30分、②毎月第2・3・5火曜
日午前10時～11時30分 ①福祉
センター、②SUBARU総合スポー
（1回。別途会
ツセンター 500円
手島
場代50円が掛かります）
☎080-1256-8968
ペン習字みずくき
（初心者歓迎）
毎月1～2回水曜日午前10時30
分～正午 連雀コミュニティセン
1回1,000円
ター 年額200円、
井手☎46-1149
そらの会
（初めての太極拳）
毎月3回水曜日午後1時30分～
3時 井口コミュニティセンター
入会金1,000円、月額2,000円
大内☎・ 31-8656
ダンスサークルすみれ会
毎週火曜日午後7時～8時30分
SUBARU総合スポーツセンター
入会金1,000円、月額3,000円
小林☎43-3587
ぷりも・ももリトミック
毎週木曜日①0・1歳児＝午前9
時30分 ～10時30分、 ②2・3歳 児
＝午前10時40分～11時40分 芸
術文化センター 入会金1,500円、
月額3,500円
（3回分）
、体験レッス
末弘
p.rythmiq
ン500円
ue@gmail.com
みゆきクラブ
（健康体操教室）
毎週水曜日午後3時～4時30分
SUBARU総合スポーツセンター
入会金1,000円、月額2,000円
佐藤☎・ 77-3266
体にやさしいヨガの会
毎週土曜日午前10時5分～11時

ルーテル学院大学の催し
①聖歌隊・ハンドベルコンサー
ト＝12月15日㈯午後1時から、②ク
リスマス オルガンコンサート＝22
日㈯午後2時から ②200人 同
①
大学チャペル ②2,000円
当日会場へ、②同大学事務管理セ
honbu@
ンター☎31-4611・
luther.ac.jp
（先着制）
学生とランチを一緒に！食DE絆
地域福祉ファシリテーター第5
期修了生・ルーテル学院大有志
12月19日 ㈬ 午 前11時 ～ 午 後1時
同大学学生食堂 昼食代実費
当日会場へ 同大学コミュニ
ティ人材養成センター☎31-7920
正月飾りを作ろう―手作りのし
め飾りで新年を迎えませんか
西武・武蔵野パートナーズ
12月22日 ㈯ 午 前10時 ～ 午 後3時
中学生以上の方18人 野川公
園 自 然 観 察 セ ン タ ー 1,000円
直接または
（材料代、保険料）
電話で同公園サービスセンター☎
31-6457
（先着制）

わがまちジャーナル12月号
地上11chで放送中

音楽の調べ ルーマニア・フィル
ハーモニー交響楽団 ほか
NPO法人むさしのみたか

市民テレビ局
☎・ 79-1434
mmctv@jcom.zaq.ne.jp
※ご意見、情報をお寄せください。

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。

7

広報みたか

No.1632

2018.12.2

市立小・中学校 臨時職員

◆職種 ①一般用務、②栄養士
（産休代
替）
、いずれも若干名
◆資格 ②栄養士免許
◆勤務期間 ①平成31年1月～3月末日、
②1月～3月上旬
（更新の場合あり）

◆勤務時間 月～金曜日午前8時15分～
午後4時45分
（①週4日以内、②週5日）
◆報酬
（時給） ①1,000円、②1,250円、
交通費支給
（日額上限864円）
※勤務条件により社会保険などの適用
あり。

12月14日㈮
（必着）までに履歴書
（写
真貼付）
、②は資格証の写しを直接また
は郵送 で
「〒181-0004新川6-35-28総
務課」
（教育センター暫定施設2階）
へ
（書
類選考後に面接）
同課☎内線3214

（社福）三鷹市社会福祉協議会
登録ホームヘルパー

（社福）三鷹市社会福祉事業団 職員

◆職種 介護支援専門員
（契約職員）
◆資格 介護支援専門員または主任介
護支援専門員
◆勤務時間 月～金曜日午前8時30分
～午後5時15分

◆勤務時間 午前8時～午後6時の間で
応相談
◆報酬
（時給） 身体介護＝1,900円～、
生活援助＝1,310円～
（勤務実績に応じ
て昇給あり）
12月3日㈪から電話連絡のうえ履
歴書
（写真貼付）
・資格証を同協議会☎
79-3509へ

電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
・
資格証の写しまたは資格取得見込証明書
を直接または郵送で①
「〒181-0015大沢
4-8-8椎の実子供の家」
・☎32-4103、②
「〒181-0012上連雀6-25-31第二椎の実

◆勤務場所 居宅介護支援事業所
◆報酬 月額230,000円
（主任介護支援
専門員は260,000円）
子供の家」
・☎44-4103へ
（①は12月3日
※賞与あり
（昨年度実績130,000円程度。 ㈪～13日㈭）
採用１年目は異なる）
。夜間・休日緊急 （社福）朝陽学園 職員
対応手当
（別途月額10,000円）
あり。
◆職種 ①保育士・児童指導員
（正職員
◆採用予定日 随時
1人）
、②調理員
（非常勤職員1人）
電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
・
◆資格 ①保育士、児童指導員、教育職
資格証の写しを直接または郵送で
「〒
員免許、②調理師免許
（無資格者も可）
181-0002牟礼6-12-30三鷹市社会福祉
◆勤務時間 ①週5日の交代制、②月～
事業団」
・☎44-5211へ
金曜日または火〜土曜日午前9時～午後6
※詳しくは同事業団ホームページ
時
（月数回午前8時～午後5時の勤務あり）

http://www.mitaka.or.jp/へ。

◆職種 訪問介護
（身体介護、生活援助）
◆資格 介護福祉士、ヘルパー2級以
上、介護職員基礎研修・初任者研修・
実務者研修修了者

www.choyogakuen.com/へ。

制度あり
（月額82,000円まで）
。
◆試験 ①12月16日㈰
◆採用予定日 平成31年4月1日

椎の実子供の家 職員

◆職種 ①保育士
（正職員4人）
、②保育
士
（非常勤職員2人）
◆勤務時間 月～金曜日午前8時30分
～午後5時15分
（実働8時間。①は交代
制、土曜日の勤務あり、②は午後4時30

分～7時30分の勤務あり）
◆勤務場所 ①椎の実子供の家
（大沢
4-8-8）
または第二椎の実子供の家
（上連
雀6-25-31）
、②第二椎の実子供の家
◆報酬 ①大卒＝月額227,200円、短
大卒＝月額218,800円、②時給1,300

◆勤務場所 ①同園
（大沢2-4-1）または
付近のグループホーム、②同園
◆報酬 ①月額202,383円～、②月額
181,240円、交通費支給

※賞与あり。
◆採用予定日 平成31年4月1日
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
「〒181-0015大 沢2-4-1朝 陽 学
園」
・☎32-6234へ
※詳しくは同園ホームページ
http://

不動産に関する法律・相続・賃貸・売
買などの相談に応じます
（予約制）
。
（公社）東京都宅地建物取引業協会、三
鷹商工会
12月21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

みたか国際化円卓会議
（第10期）
第5回の傍聴
市の観光に関することについて。
12月18日㈫午後6時30分～8時

10人
第二庁舎
必要事項
（11面参照）を企画経営課
45-1271・ kikaku
☎内線2115・
@city.mitaka.tokyo.jpへ
（先着制）

※
「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

円、交通費支給
※①諸手当・賞与あり。住宅借り上げ

三鷹ネットワーク大学

不動産法律相談会

三鷹ネットワーク大学 冬学期受講者募集中！
★ 基礎講座

★★ 応用講座

★★★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・
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

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

日時・定員・講師・費用など

三鷹ネットワーク大学企画サロン
みたか星空散歩―1月の星空解説 ★

12月26日㈬午後7時～8時30分
当日同大学へ
（先着制）

50人

東京女子大学寄付講座
数学はこんなに面白い！9 1月「Sageで行う楕円曲線の計算」 ★★

平成31年1月10日㈭午前10時～11時30分
30人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん、ハマフ㈱代表取締役の濱中由典さん
500円
1月12・26日、2月9・23日、3月9・23日の土曜日午前10時～11時30分
（全6回、
通し受講のみ）
15人
首都大学東京子ども・若者貧困研究センター特任研究員の川口遼さん
会員1,600円、市民学生1,800円、市民2,000円、一般3,000円
加藤秀一著『はじめてのジェンダー論』
（有斐閣）

三鷹ネットワーク大学企画講座
「講読講座 ジェンダー研究入門」 ★★

1月12日㈯午後4時30分～6時
30人
国際基督教大学名誉教授のM.W.スティールさん
会員500円、市民600円、一般800円

三鷹ネットワーク大学企画講座 明治150年連続講座（4）
「明治“50”年―久米邦武と近代の行方」 ★
東京女子大学寄付講座
数学カフェみたか5 1月「平面代数曲線のパラメータ化」 ★★

1月15日㈫午前10時～11時30分
15人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円

国立天文台企画サロン アストロノミー・パブ1月・第146回
「ロケットと気球で挑む最先端の太陽観測」 ★★

ゲストは国立天文台太陽観測科学プロジェクト准教授の勝川行雄さん、ホスト
はJAXA宇宙科学研究所科学衛星運用・データ利用ユニット主任研究開発員の殿
岡英顕さん。
1月19日㈯午後6時30分～8時30分
25人
3,000円
（飲食代を含む）
12月4日㈫午前9時30分～25日㈫午後5時
（必着）
に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
（申込多数の場合は抽選）

日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会協力講座
「キャリア・カウンセリング
―幸せに生きるためにカウンセリングを受けてみませんか」1月

1月27日㈰午後1時〜3時10分
10人
1,000円
12月4日午前9時30分〜1月16日㈬午後5時
（必着）
に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）

★

特に記載のないものは12月4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。

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

※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。

みんなでつながる
「老い支度」

12月17日㈪までに同連盟
（小澤）
☎27-5746へ
（先着制）

12月18日、 平 成31年1月15日 の 火
曜日午前10時～11時30分

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）

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

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！
成31年1月9日㈬午後1時～3時30分
陶芸講座＝平成31年1月20日〜2月10
①③12人、②各回8人
日の毎週日曜日午前10時〜11時30分
筆記用具、①折り紙・千代紙・包装紙 （全4回）
、②紅茶入門—自宅で美味しい
（赤系15×15㎝4枚、緑系15×15㎝12枚）
、 ティータイム＝1月30日〜2月13日の
接着剤、ピンセット、はさみ、②軍手、ビ
毎週水曜日午後1時30分〜3時
（全3回）
ニール手袋、エプロン、マスク、持ち帰り
16歳以上で全回参加できる方①24
用袋、③厚紙5×5㎝、接着剤、はさみ、 人、②16人
ストラップ・丸カン・ボールチェーン・ひ
生涯学習センター
ものうちいずれか一つ、あれば紙バンド
②Cha Tea紅茶教室の鈴木多麻江さん

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。

上級救命技能講習会

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

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

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

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126-1多摩府中保健所企画調整課」
へ
同課☎042-362-2334

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

しごとの相談窓口

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）

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

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

12月20日㈭午後1時30分～4時30分
4人

広報みたか

同センター☎49-2521

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

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

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
http://www.
は同公社ホームページ
to-kousya.or.jp/からも入手可

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
45-8646
ポート三鷹☎45-8645・
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

チケットインフォメーション
や な ぎ や か ろ く

柳家花緑 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
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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

同財団 ☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/

や な ぎ や ご ん た ろ う

た き が わ り し ょ う

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
3月10日㈰
午後2時開演

た て か わ し

瀧川鯉昇 独演会

立川志らく 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

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8日㈯
一般＝12月12日㈬

チケット発売日
会員＝12月2日㈰
一般＝12月5日㈬

チケット発売日
会員＝12月8日㈯
一般＝12月12日㈬

チケット発売日
会員＝12月2日㈰
一般＝12月5日㈬

※昼の部と夜の部が、
同じ演目か別かは
柳家花緑
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

会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円

会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円

会員＝2,700円
一般＝3,000円
立川志らく
学生＝2,000円
撮影：山田雅子
高校生以下＝1,000円
※本公演の購入は1人2枚まで。

柳家権太楼

瀧川鯉昇

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 10:00〜19:00

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。

● インターネット予約（要事前登録）

芸術文化センター☎47-5122
https://mitaka-art.jp/ticket/

● 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。

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。

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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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

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。

東多世代交流センターの催し
（12月） 山本有三記念館 第6回おはなし会
◆親子ひろば
『ぐりとぐらのおきゃくさま』ほか

あるときは20歳未満）
を養育している家
族とその児童
※所得制限超過により1月1日から対象
外になる方には、12月中旬に消滅通知を
郵送します。

※過去に対象外になった方で、再度対象
になった場合は申請が必要です。
健康保険証、戸籍謄本
（児童扶養手当
の受給者は不要）
、30年1月2日以降に転
入した方は30年度住民税課税・非課税
証明書を同課へ
同課☎内線2756

むらさき子どもひろばの催し
（12月）
◆乳幼児のあそびひろば

大型遊具で遊ぼう・ボールプール＝
月曜日午前9時～11時30分、げんきっ子
ランド＝火～金曜日午前9時～10時50
分
（4日 ㈫・5日 ㈬・14日 ㈮・20日 ㈭・

26日㈬・27日㈭・28日㈮を除く）
、み
んなであそぼ！＝火～金曜日午前11時
～11時30分
（4・5・14日・19日㈬・20
日を除く）
当日会場へ
◆乳幼児対象のイベント
①手形アートスタンプ＝4・5日午前
11時～11時30分、②mamaカフェ＝14
日午前10時30分～11時30分、③にこ
にこキッズ＝19日午前10時45分～正
午、④リズム遊び＝20日午前11時～11

牟礼コミュニティセンター
※そのほかの定例行事は、
「じどうかんだ
より」
や市ホームページをご覧ください。
◆おもちゃの病院
12日㈬午後2時～4時
牟礼コミュニティセンター
特殊部品などの交換は実費
◆牟礼コミュニティセンターの体育館
で遊べます
14日㈮午後3時30分～6時
（小学生は
5時まで）
小学生～高校生の方
室内履き

12月8日㈯午後2時～2時30分

小学校低学年以下のお子さん15人程
度
（未就学児は保護者同伴）
同記念館
保護者は300円
（入館料）
当日会場へ
（先着制）
同記念館☎42-6233

一日プレイパーク

12月9日㈰午前10時～午後2時
（雨天
中止）
農業公園
当日会場へ
緑と公園課☎内線2835

星と森と絵本の家の催し
（12月）

①絵本のおはなし
「会ったことある？
こんな人」＝12・26日の水曜日午後2
時から、②街頭紙芝居＝15日㈯午後2時
から、3時から、③年末大掃除会＝16日

㈰午後2時〜3時、④絵本リレー＝19日
㈬午後3時30分から
③かっぽう着
（エプロンでも可）
、手ぬ
ぐい
当日会場へ

いずれも当日会場へ
東多世代交流センター☎44-2150

同施設☎39-3401

西多世代交流センターの催し
（12月）
①月・火・水・金曜日午前10時～午
後1時、②月・水曜日午前10時30分～
正午
（雨天中止）
、③木曜日午前9時30分
～11時30分、④お誕生日会＝20日㈭午

前11時から
①井口コミュニティセンター、②なん
じゃもんじゃの森、③④東野地区公会堂
②汚れてもよい服装、タオル、帽子、
着替え、飲み物
◆こどものつどい

③牟礼コミュニティセンター
①タオル、汚れてもよい服装
当日会場へ
（②⑤は直接または電話で
同ひろば☎49-5500へ
〈先着制〉
）
◆小学生対象のイベント

①卓球の日＝月・金曜日午後3時30分
～4時45分
（10日㈪・28日を除く）
、②み
んなであそぼうデー＝火曜日午後3時30

分～4時30分、③スポーツの日＝木曜日
午後3時30分～4時45分
（20日を除く）
、
④一輪車教室＝10日午後3時40分～4時
30分、⑤卓球大会＝21日㈮午後3時30
分～4時45分、⑥ウインターパーティー
＝22日午前10時30分～11時30分
⑥15人
①③④⑤タオル、飲み物
（③④運動
靴、④あれば一輪車）
当日会場へ
（⑥は直接または電話で同
ひろば☎49-5500へ
〈先着制〉
）
同ひろば☎49-5500

市内の中・高校生または同世代の方
井口コミュニティセンター
いずれも当日会場へ
西多世代交流センター☎31-6039

みたかおもちゃの病院
（12月）

三鷹市消費者活動センター運営協議会

5・19日の水曜日＝消費者活動セ
ンター、8・22日の土曜日＝リサイクル
市民工房、いずれも午後1時～3時
特殊部品などの交換は実費
当日会場へ
同センター☎43-7874

連雀地区住民協議会
12月15日㈯午後1時30分～3時

のお子さんと母親8組、⑨6組
市民協働センター
①②⑧⑨1,500円、③⑦2,000円、④
300円
（夫 婦600円）
、 ⑤1,500円
（夫 婦
2,000円）
、⑥1,800円
※①⑦材料代を含む、③さらし付き、⑥
オイル・シート代を含む。
①写真5～10枚、⑥バスタオル、授乳
ケープ、⑦授乳ケープ
12月17日 ㈪ 午 前9時 か ら 必 要 事
項
（11面参照）
・お子さんの名前
（ふり
がな）
・年齢を同センター☎46-0048・
46-0148・
kyoudou@collabomitaka.jpへ
（先着制）

三鷹市シルバー人材センター
補習教室3学期
（平成31年1～3月）

①月・水・土・日曜日＝小学3～
6年生
（国語・算数）
、②水・土曜日＝
小学5・6年生
（英語）
、③月・水・木・
土・日曜日＝中学生
（国語・数学・英
語）
（①②1回60分、③1回80分）
同センター

①②11,500円、③13,800円
（1科目
10回分）
※複数科目受講可。初日体験受講可。

子育て支援講座「親子の時間が楽し
くなる子育てに向けて」

連雀コミュニティセンター
当日会場へ
同センター☎45-5100

おやこでよってチョコっと
あっぷるーむ
（平成31年1月）

NPO法人みたか市民協働ネットワーク

①簡単スクラップブッキング
（アルバ
ム編）＝5日㈯、②ベビーサインで楽し
い子育て＝7日㈪、③産前・産後の骨盤
ケア＝10日㈭、④子育てコンビニメン
バーとお茶会＝17日㈭、⑤泣きやむ、よ

く寝る抱っこの方法と抱っこひも＝19
日㈯、⑥みんな一緒にベビーマッサージ
＝21日㈪、⑦ベビースキンケア講座＆
足形バッグ制作＝24日㈭、⑧ヨガママ
で骨盤調整
（ハイハイ前）＝28日㈪、⑨
カラーセラピーで子育てを楽しく！＝

31日㈭、いずれも午前10時30分～正午
（①は午後1時30分～3時）
特に記載のないものはおおむね3歳
までのお子さんと保護者、妊婦、①つ
かまり立ちまでのお子さんと保護者5

組、②4カ月～1歳6カ月のお子さんと保
護者8組、③3歳までのお子さんと母親、
妊婦6組、④10組、⑤妊婦、首据わりま
でのお子さんと保護者4組、⑥2～11カ
月のお子さんと保護者8組、⑦3歳まで
のお子さんと保護者5組、⑧ハイハイ前

平成31年1月10日㈭、18日～2月1日
の毎週金曜日午前10時～正午
（全4回）
在学・在勤を含む16歳以上の市民
25人、保育
（1～5歳児）
15人
北野ハピネスセンター
東京学芸大学教授の菅野敦さん
12月3日㈪～7日㈮に東多世代交流
センター☎44-2150・ 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。
保育は初参加者優先で、1月9日㈬午前
10時からの説明会に必ず参加。結果は
12月17日㈪から通知）

高齢者の生活相談会

12月21日㈮午後1時～3時

1人暮らしで生活に心配がある方、介
護や認知症について聞いてみたい方
連雀コミュニティセンター
当日会場へ
連雀地域包括支援センター☎40-26
35

難 聴と 補 聴 器

五感の一つである聴力はとても大事な感

覚です。この感覚機能が低下することを難

聴といいます。難聴には、内耳や聴神経の

機能が低下してしまう感音性難聴と、中耳

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。

炎や鼓膜に穴が開いてしまう状態の伝音性

感音性難聴には、加齢に伴って徐々に聴

難聴があります。

こえなくなる老人性難聴や、突然聴こえな

くなる突発性難聴などがあります。近年、

聴こえによる脳への刺激が重視されてお

り、認知症との関係について、研究が進ん

でいます。まだ明確な因果関係は証明され

ていませんが、聴こえることで脳が刺激さ

れることは大事ではないかと思います。

伝音性難聴は、手術などの治療で聴力

が改善する場合もあります。しかし、感

音 性 難 聴 は 発 症 か ら 時 間 が 経 過 す る と、

改善が見込めないケースが多くなります。

大幅に聴力が低下すると日常生活に支障

を来しますし、聴こえの刺激がなくなる

ことは、脳の働きを低下させる恐れもあ

ります。そこで、聴こえを補うために使わ

補聴器はとても有用ですが、聴力低下

れるのが補聴器です。

の程度や耳の症状により、向き不向きが

あります。場合によっては何度も購入店

に 通 っ て、 調 整 し な け れ ば な り ま せ ん。

高価なものなので、アフターサービスの

しっかりした店舗で購入することが大切

で、購入前には耳鼻咽喉科を受診するこ

とをお勧めします。耳あかや耳の状態を

月から補聴器の購入が

診察し、補聴器の購入に向けた適切なア

ま た、 今 年 の

ドバイスが受けられると思います。

医 療 費 控 除 の 対 象 に な り ま し た。 控 除 を

受 け る に は、 耳 鼻 咽 喉 科 で 必 要 な 問 診 と

検 査 を 受 け て「補 聴 器 適 合 に 関 す る 診 療

情 報 提 供 書」を 発 行 し て も ら い、 こ の 書

類を持参して補聴器販売店で購入する

と い った手順が必要です。購入後の受診

では認められないので、ご注意ください。

-

詳しくは耳鼻咽喉科の補聴器相談医にお

尋ねください。

三鷹市医師会☎

4

①月・水・金曜日午後2時30分～
4時＝井口コミュニティセンター、②水
曜日午後2時30分～4時＝なんじゃもん
じゃの森
（雨天中止）
◆ユースタイムセブン
月曜日午後5時～7時
（24日㉁を除く）

2018.12.2 10

12月10日㈪～17日㈪の平日午前9時
～午後4時に同センターへ
同センター☎48-6721

子どもクリスマス会

◆乳幼児のあそびひろば

時30分、⑤ウインターパーティー＝22
日㈯午前10時30分～11時30分、⑥変
身スペシャルバースデー＝26・27日午
前11時～11時30分
①③⑥就学前のお子さん、②1歳6カ
月までのお子さんと母親10組、④1歳6
カ月～就学前のお子さん、⑤3歳～就学
前のお子さんと保護者15組

47
2
1
5
5

①わくわくランド＝月・木・金曜日午
前10時～午後2時
（24日㉁を除く）
、②ひ
よこランド＝水曜日午前10時～午後2時
①就学前のお子さん、②1歳までのお
子さん
牟礼コミュニティセンター
◆定例行事
パソコンの日＝3・17日の月曜日午
後3時30分～4時30分、将棋の日＝7日
㈮午後3時30分～4時30分

No.1632

古紙配合率100％再生紙を使用

11 広報みたか

No.1632

2018.12.2
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
市立図書館
（本館・西部・南部みんなみ）
臨時休館のお知らせ
蔵書点検のため臨時休館します。
ご不便をお掛けしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
12月18日㈫～21日㈮＝本館、
18・19日㈬＝西部、南部みんなみ
※ブックポスト
（返却ポスト）
、移動
図書館ひまわり号は通常通り利用
できます。
本館☎43-9151、西部図書館☎
33-1311、南部図書館みんなみ☎
76-5571

三鷹駅南口ペデストリアンデッキで
工事を行います

ご不便をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
◆大屋根雨どい
（駅舎前）
の修繕工事
工事用足場などの設営により、デッ

キ上の通路が一部狭くなります。
12月中旬まで
◆エスカレーター
（駅寄りバス降車場
前）
のリニューアル工事
下記の期間中は、エスカレーターを
利用できません。
平成31年1月7日㈪～3月中旬
道路交通課☎内線2855

心のバリアフリー推進イベント

障害者週間
（毎年12月3日～9日）に合
わせて、誰もが互いを尊重し認め合える
地域社会づくりを目指し同イベントを

開催します。今年は、市内の障がい者施
設に通う障がいのある方々や施設職員

おめでとうございます！

法務大臣表彰

更生保護事業関係者顕彰（保護司）
星野直治さん、林邦子さん
秘書広報課秘書係☎内線2011

おめでとうございます！

東京都知事表彰

民生・児童委員のみなさん
◆特別功労賞 髙麗美智子さん
◆一般功労賞 張村節子さん、川
又馨さん、菅野登喜江さん、尾﨑
幸子さん、大榊武さん、三浦徹郎
さん、村上正子さん、加藤一雄さ
ん、海老澤誠さん、菊地陽子さん
秘書広報課秘書係☎内線2011

※

のみなさんと啓発グッズを配布します。
12月5日㈬午前11時30分～午後0時
30分
三鷹駅南口ペデストリアンデッキ
当日会場へ
障がい者支援課☎内線2651

税

金

12月は
「オール東京 滞納STOP強化
月間」
です

都と市区町村が連携し、広報や催告
による納税推進、差し押さえや自動車
などのタイヤロック、捜索などの滞納
処分を行います。市では、12月上旬か

ら職員が市税未納者宅を訪問します。
納税課☎内線2413
※職員は訪問時に顔写真付きの
「徴税吏
員証」
を携帯しています。不審な場合は
同課へご連絡ください。

休日納税相談窓口を開設します

同日程で電話相談も受け付けます。

12月8・15日の土曜日、9・16日の日
曜日、いずれも午前9時～午後4時30分
納税課
（市役所2階25番窓口）
※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
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

平成31年1月4日㈮は固定資産税・
都市計画税
（第3期）
の納期限です

市税を未納のままにすると、法令に基
づき延滞金が加算されます。納期内納付
が困難な場合は納税課
（市役所2階25番
窓口）
へご相談ください。納付は、便利
な口座振替のほか、コンビニエンススト
アやPay-easy
（ペイジー）対応のATMで
も可能です。
※キャッシュカードによる口座振替受付
サービスを実施しています。
同課☎内線2417
（口座振替）
・☎内線
2432
（納税相談）

申し 込 み記入例
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

固定資産税・都市計画税の減免

①国や市などが無償で借り受けまたは
譲渡を受けた、②震災、風水害、火災な
どにより被害を受けた、③相続税のため
物納した固定資産などは、固定資産税・
都市計画税の減免が認められる場合が
あります
（申請後に納期限が来るものが
対象）
。

納期限までに申請書と必要書類を資
産税課
（市役所2階28番窓口）
へ
同課☎内線2363

償却資産の申告書を送付しました

市内に事業用資産
（会社、工場、商店
などで使用する構築物・機械・備品な
ど）
を有する方
平成31年1月31日㈭までに資産税課
（市役所2階28番窓口）
へ

同課☎内線2363
※賃貸物件を借りて事業をしている方
が、自身の費用で施工した内装・造作・
建築設備なども償却資産として申告が
必要です。

高圧線下にある土地の申告

次の条件を全て満たす土地は、申告
によって固定資産税・都市計画税が軽
減されます。
◆対象 ①高圧線下または高圧ケーブ
ルが地中に埋設されている宅地、市街

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）

保の保険証を使って治療が受けられま
す
（三鷹市国保が、被害者である国保加
入者の医療費を一時立て替え、後日加
害者に請求します）
。事故などに遭った

らまず警察に届け、保険証で治療を受
ける場合は保険課へ連絡し「第三者行
為による被害届」を提出してください
（先に加害者と示談を済ませてしまうと、
保険証が使えなくなる場合があります）
。
同課☎内線2388へ

会社を退職したときは
国民年金の手続きを

国内に居住する20歳以上60歳未満の
方が会社などを退職し、厚生年金の加
入者でなくなったときは、国民年金加
入の手続きが必要です。また、扶養され
ていた配偶者
（第3号被保険者）
も手続き
が必要です。

年金手帳、本人確認ができるもの、離
職票などを市民課
（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

化区域農地など、②東京電力㈱または
東日本旅客鉄道㈱などと土地所有者の
間で契約書、証明書またはそれに準ず
るものがある土地
平成31年1月31日㈭までに資産税
課
（市役所2階28番窓口）
☎内線2366へ

就学支援シートをご活用ください

ては、申告の必要はありません。

どで支援が必要な場合に、小学校でこの
シートを活用し具体的な支援を検討し
ます。
平成31年4月に市立小学校へ入学す
るお子さん

※すでに軽減を受けている土地につい

国保加入者が交通事故に遭って
負傷した際の医療費

交通事故や傷害事件など、第三者
（加
害者）から受けた傷病による医療費は、
原則加害者が負担すべきものです。た
だし、加害者との話し合いがすぐに解
決しないなどの場合、届け出により国

多世代交流センター リニューアルオープン説明会
平成31年4月のリニューアルオープンに向けて改修工事中の多世代交流セ

ンターについて、今後の施設利用に関する説明会を開催します。

12月15日㈯①東多世代交流センター＝午前10時～11時30分、②西多世
代交流センター＝午後2時～3時30分
各50人
①牟礼コミュニティセンター、②井口コミュニティセンター
12月12日㈬までに必要事項
（上記参照）
・①②の別を多世代交流センター

（東・西共通） 46-7070へ
（先着制）
①東多世代交流センター☎46-0408、②西多世代交流センター☎328765

幼稚園・保育園・療育機関・家庭で
のお子さんの様子や、配慮してきたこ
となどを小学校へ引き継ぐため、保護
者と一緒に作成するシートです。コミュ
ニケーションが取りにくい、こだわりが
強い、集団の中で言葉の理解が難しいな

就学通知書受け取り後に、市内の幼
稚園・保育園、学務課総合教育相談室
（教育センター暫定施設1階）
へ
同課☎内線3291

児童扶養手当を振り込みます

8～11月分の児童扶養手当を、12月
10日㈪に指定預金口座に振り込みます。
子育て支援課☎内線2751

ひとり親家庭等医療証
（マル親）
を
郵送します

平成31年1月1日から使用するひと
り親家庭等医療証
（桃色）を、12月下旬

に郵送します。現在使用中の医療証
（藤
色）
は、12月31日㈪まで使用できます。
有効期限切れの医療証は、自身で破棄
するか、子育て支援課
（市役所4階43番
窓口）
へ返却してください。
離婚や死別などの理由でひとり親で
ある、または配偶者に重度の障がいが
あり、18歳に達した日の属する年度末
までのお子さん
（おおむね身体障害者手
帳1～3級・愛の手帳1～3度の障がいが

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）
。

●市役所電話（代表）
☎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537号（12月2日〜12月15日）
知って安心！住宅火災から我が家を守るポイント／
2015年ノーベル物理学賞受賞者 梶田隆章さん講演会
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

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

広報

●子どもを見守る

No.1632│平成30年│2018.12.2

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

防災無線の内容確認

☎0120-119-921（フリーダイヤル）

人口と世帯

平成30年11月1日現在 （

）
内は前月との増減

住民登録者数：187,428人
（77人増 ） 男：91,737人
（58人増 ）
／女：95,691人
（19人増 ）
世帯：93,846世帯
（57世帯増 ）

三鷹市美術ギャラリー新企画展示
新企画展示
日本では「タータンチェック」の呼称で親

しまれている「タータン」
は、元来多色の糸で

映画の中での色の役割は、その架空の世界にリアリ

あや織りにした格子柄の毛織物のことで、現

ティーを持たせることにあります。

在ではデザインそのものも指しています。本

今回の展示では、スタジオジブリのアニメーション

展では、多彩な柄の生地やタータンにまつわ

の礎を築いた故・高畑勲監督や宮崎駿監督がこだわっ

る美術作品などを通し、スコットランド文化

たアニメーションの色使いについて、当時のセル画な

を象徴するタータンの意味や魅力に、歴史や

どを通してご紹介します。光の当て方で時刻や天候を

社会・文化的背景といったさまざまな視点

表現し、物の材質や質感なども実感を持って感じられ

から迫ります。

るような、豊かな画面づくりを目指した両監督、そし

12月8日㈯～平成31年2月17日㈰午前10

て監督たちの要求に最大限に応えたスタッフの創意工

Ⓒ Studio Ghibli
Ⓒ Museo d'Arte Ghibli

夫を、彩色の面から解き明かします。
平成31年11月まで
（予定）

時～午後8時（入館は7時30分まで）

※休館日＝月曜日
（12月24日、1月14日、2

ジョン・ケイ《バグパイパー
アーチボルド・マッカーサー》
1810年 京都ノートルダム女子
大学 図書館情報センター蔵

月11日は開館）
、12月25日㈫、12月29日

㈯～1月4日㈮、1月15日㈫、2月12日㈫。

※同館への入場は日時指定予約制。チケットはロー

同ギャラリー

ソン（一般）または、みたか観光案内所（三鷹市、

一般800円、65歳以上・学生500円

武蔵野市、小金井市、西東京市の在住・在学・

※中学生以下・障害者手帳などをお持ちの方

在勤者を対象にした市民特別枠）で販売。

は無料。

同館ごあんないダイヤル☎0570-055777
（火曜

※この記事を持参の方は、一般800円を640

日、12月28日㈮〜31年1月2日㈬を除く午前9時〜
午後6時）
・

円に割り引きます
（1回に限り2人まで）
。

http://www.ghibli-museum.jp/

◇後援：ブリティッシュ ･カウンシル、スコッ

トランド国際開発庁、日本スコットランド協会
アンドレ・エドゥアール・マルティ
『ガゼット・デュ・
ボン・トン』
より《田園にて―ポール・ポワレのドレス》
1923年 神戸ファッション美術館蔵

第27回

三鷹市民駅伝大会結果

関連ワークショップ

おいしいタータン

スポーツ推進課☎内線2934

11月25日に開催した同大会では、約750人のボラ

いろ

す

と市内を駆け抜けました。各部門の成績上位チーム

47分28秒
48分 6秒
49分35秒
50分30秒
54分 0秒
56分 6秒

た

もの

いろ

ちい

ぬの

12月15日㈯午前10時30分～午後4時

は次のとおりです。

37分57秒
40分16秒
41分27秒
41分33秒
42分 4秒
43分51秒

なにいろ

「おいしい色って何色？
好きな食べ物の色をつかって小さな布を織ってみよう」

ンティアのみなさんの協力のもと、195チームが仲間

◆一般男子
第1位 三鷹警察署A
第2位 矢吹町A
第3位 三鷹市おやじ選抜
第4位 三鷹陸協A
第5位 法政高校陸上部男子
第6位 三鷹警察署B
◆一般女子
第1位 矢吹町B
第2位 法政高校陸上部女子
第3位 明星学園高校
第4位 杏林大学陸上競技部
第5位 三鷹SARY
第6位 北野マミーズ

こどもアートクラブ

◆シニア
第1位 三鷹陸協B
第2位 チームラトリエ
第3位 北野ミックス
第4位 西園走友会
第5位 赤いげんこつおやじ
第6位 三鷹市医師会闘走会
◆中学生男子
第1位 三鷹一中陸上部男子A
第2位 三鷹五中陸上競技部
第3位 矢吹町C
◆中学生女子
第1位 矢吹町D
第2位 三鷹中等陸上部B
第3位 一中バドミントン部C

同ギャラリー、芸術文化センター
48分46秒
53分30秒
54分14秒
54分54秒
56分20秒
56分26秒

お

小・中学生20人

2,000円
（材料代を含む）

12月7日㈮(必着)までに往復はがきまたはファクスで必要事項
（11面

参照）・性別・学校名を
「〒181-0013下連雀3-35-1三鷹市美術ギャラ
79-0030へ
（申込多数の場合は抽選）

リー」
・

JR三鷹駅前
（南口）
CORAL5階☎79-0033
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/

45分29秒
45分46秒
45分49秒

第3回 井の頭池かいぼり報告会

48分17秒
50分58秒
52分49秒

認定NPO法人生態工房☎27-5634（平日午
前10時〜午後7時）、市緑と公園課☎内線2833

「よみがえる 池・湧水・湿地」

都立井の頭恩賜公園では平成29年の開園100周年に合わせ、水

質改善や生態系の回復を目的に、池の水を抜いて池底を乾かす
「か

「連雀」
「東三鷹」
「おおさわ」
学園の
開園10周年記念式典を開催しました

いぼり」を、25・27・29年度の3回にわたり実施しました。期間

中、水を抜いた池の中などで保全活動に参加した方は延べ約4,300
人、公園内の展示・解説施設
「かいぼり屋」の来場者は延べ約10万

指導課☎内線3242

9千人に達しました。
「かいぼり」
により大きく改善した井の頭池の

今の状況を報告するとともに、今後も継続していく自然再生の取

11月17日、三鷹市公会堂光のホールで3学園の

り組みについて考えます。

連雀、東三鷹、おおさわ学園は、コミュニティ・

委員会

開園10周年記念式典を開催しました
（写真）
。

スクールを基盤とした小・中一貫教育校として平
成20年4月に開園し、保護者や地域のみなさんと

井の頭恩賜公園100年実行

31年1月27日㈰午後0時20

分〜4時30分
350人

ともに、より良い学園・学校づくりを進めてきま

三鷹市公会堂光のホール

した。多くの来賓のみなさんを迎えた式典では、3学園の「児童・生徒宣言」や、「これまでの

当日会場へ（先着制）

10年間をふりかえり、これからの10年間を創造する」をテーマにした発表、京都産業大学現

前回のかいぼり
（かいぼり29）
の様子

代社会学部教授の西川信廣さんによる記念講演などが行われました。

市外局番「0422」は省略。

主催者

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

