
2月3日発行号
原稿締切日 1月9日（水）
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原稿締切日 1月23日（水）

いずれも午後5時まで

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
※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
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
止） 三鷹駅南口緑の小ひろば（ジ
ブリ美術館行きバス停東側） 当
日会場へ（雨天時は同会 http://
enchante-de-connect.wix.com/
enchanteで確認） 同会☎080-
3356-5617

初笑い！笑って呼吸法（笑いヨガ）
東京三鷹の森わっはは楽楽（わ

いわい） 1月6・13・27の日曜
日午前10時40分～正午 連雀コ
ミュニティセンター 500円（1
回） ハラ☎090-3902-9691・

44-7772

おしゃべり広場「柚子を活用しま
しょう」

三鷹市の福祉をすすめる女性
の会 1月9日㈬午前10時～正午

福祉センター 200円 ユズ
2個、小瓶 フルタニ☎090-
4713-5210

国学院大学・小野先生による百
人一首講座

三葉会 1月10日㈭午前10時
～11時30分 市民協働センター

500円 当日会場へ 井出☎
42-9769

2019年 新春小品展
ぎゃらりー由芽 1月12日㈯～

27日㈰正午～午後7時（27日は4時
まで） 同画廊、ぎゃらりー由芽の
つづき 期間中会場へ 同画廊
☎47-5241（木曜日休み）

1月おはなしの森―昔話や文学小
品を語りで「かさじぞう」「赤鬼エ
ティン」ほか

わたげの会 1月12日㈯午後2
時30分～3時30分 中学生以上の
方 西部図書館 当日会場へ
米屋☎33-9011

新年会
アリスみたか（三鷹市ひとり親

家庭福祉会） 1月19日㈯午前11
時30分～午後3時 生涯学習セン 
ター 幼児100円、小学生以上
200円（会員は小学生以上100円）

ふるたに☎090-4713-5210

LGBT：多様性を認めあう社会に
向けて★

わいわい勉強会in三鷹 1月19
日㈯午後1時30分～4時20分 市
民協働センター ファーメント代
表で国際基督教大学ジェンダー研
究センター顧問の田中かず子さん

500円（資料代） 当日会場へ
竹内☎080-5465-8138

三鷹雑学大学第42回講義「これか
ら起業を考えている方のための
基本的知識」

1月20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/

「謡い」（宝生流能楽）をみんなで楽
しむ（初めての方も歓迎）

三鷹宝生会 1月20日㈰午前10
時～午後3時 寺田舞台（井の頭3
丁目） 池内☎090-4839-4106

不登校 親の会
フリースペースコスモ親の会 
1月20日㈰午後2時～5時 NP 

O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

伝言板
一汁一菜カフェ 子どもも大人も
おにぎりと具だくさんみそ汁で
交流会

ルーテル学院大学第9期地域福

祉ファシリテーター修了生 1月
12日㈯午前11時～午後2時 上連
雀堀合地区公会堂 100円 当日
会場へ みたかボランティアセン
ター☎76-1271

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・ルーテル学院大学学生
有志 1月16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

わがまちジャーナル1月号
地上11chで放送中
新年 代表挨拶 
書家 石川香雪　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。

平成31年度 市政嘱託員を募集します

三鷹ネットワーク大学
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・ https://www.mitaka-univ.org/
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

★ 基礎講座
★★  応用講座 
★★★ 専門講座

講座名 日時・定員・講師・費用など

日本獣医生命科学
大学企画講座

「日本酒とチーズを
愉(たの)しむ」　★

2月2日㈯午後6時30分～8時30分
20歳以上の方25人
日本獣医生命科学大学学長の阿久澤良造

さん、同大学講師の小林史幸さん、NPO法
人チーズプロフェッショナル協会幹事でフラ
ンスチーズ鑑評騎士の三原茂さん

2,000円（飲食代を含む）
三鷹ネットワーク大学 
企画講座　誰でもできる！ 
起業入門 2月　★

2月9日㈯午後2時～5時　 10人
SOHO CITYみたか推進協議会会長の前田

隆正さん　 500円（飲み物付き）

国立天文台企画サロン 
アストロノミー・パブ
2月・第147回

「（続）太陽系の果て、
そしてその先へ」　★★

　ゲストは自然科学研究機構アストロバイオ
ロジーセンター・国立天文台光赤外研究部（併
任）特任助教の堀安範さん、ホストは昭和大学
医学部リハビリテーション医学講座兼任講師
の吉田瑞さん。

2月16日㈯午後6時30分～8時30分
25人　 3,000円（飲食代を含む）
1月4日㈮午前9時30分～29日㈫午後5時に

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）

三鷹ネットワーク大学　冬学期受講者募集中！

特に記載のないものは1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。

◆職種	 ①一般事務、②一般事務（障がい者対象）	、35人程度
◆職務内容　窓口・電話対応、情報システムの運用に関する補助事務、諸証明発行
関連事務、市税などの徴収に関する事務、福祉に関する事務、建築・土木や環境な
どに関連する事務、市内小・中学校の一般事務など
◆資格　配属先の業務により、ワード・エクセルなどのパソコン操作能力、接遇能
力、相談業務経験、社会保険労務関係事務経験など。②は身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方、または知的障害者
更生相談所・児童相談所・精神保健福祉センター・障害者職業センター・精神保健
指定医により知的障がい者であると判定されている方
◆勤務期間　任用日～32年3月31日（再度の任用をする場合あり）	

職員課☎内線2233
◆勤務時間　月～金曜日午前8時30分～午後5時（実働週30時間、土・日曜日と平
日夜間を含む変則勤務の場合あり）	
◆勤務場所　市役所、市内関連施設
◆報酬（月額）　175,900円（30年4月実績）、交通費支給（上限20,000円）、社会保険な
どの適用あり
◆試験　第1次試験＝1月27日㈰
※詳しくは募集要項（市ホームページまたは職員課〈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。
1月20日㈰（消印有効）までに受験申込書（写真貼付）・受験票返信用切手（62円）

を特定記録郵便で「〒181-8555職員課」へ

　12月中旬に案内状をお送りしました。20歳の記念に、ぜひご参加ください。
1月14日㈷午後1時～3時30分（0時30分から受付）
平成10（1998）年4月2日～11（1999）年4月1日生まれの方
三鷹市公会堂光のホール・さんさん館
案内状を持参し、当日会場へ（式典のメイン会場〈光のホール〉への入場は先着

制。定員を超えた場合は中継会場〈さんさん館〉へご案内）
※自家用車での来場はご遠慮ください（送迎のみ可）。
※現在は市外在住で、三鷹市の成人式に参加希望の方はご連絡ください。

児童青少年課☎内線2713
成人を祝福するつどい（成人式） 

「みんなの掲示版（ウェブ版）」
掲載場所変更のお知らせ
　市ホームページのリニュー
アルに伴い、掲載場所が変わ
りました。トップページ中段の

「広報みたか」のバナーからご
覧ください。原稿の提出もで
きます。

秘書広報課☎内線2133

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
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　一年の平穏と安全・安心を願いながら、消防団が日頃の訓練の成果を披露します。
1月13日㈰午前10時～正午　 一中校庭　 当日会場へ

◆主な内容
◦三鷹市消防団消防ポンプ自動車などによる分列行進、消防操法演技
◦三鷹消防署、井の頭地区住民協議会、東京消防庁災害時
支援ボランティアとの連携による一斉放水演技
◦北多摩睦消防組第一区二番組による木やり行進演技
◦三鷹消防少年団、女性防災リーダーの会による規律演技
◦一中吹奏楽部による演奏
◦消火活動に協力した市民や消防団員の表彰
◦消防ポンプ自動車の写真撮影コーナー
◦昭和に活躍した三輪の消防ポンプ自動車の展示
※荒天や校庭の状況が不良の場合は、同校体育館で式典のみ行います。
◆市内パレード
　当日は、三鷹市消防団と三鷹消防署の消防ポンプ自動車が三鷹中央防災公園・元気創
造プラザを午前8時30分に出発し、東西に分かれて市内をパレードします。

新春恒例！三鷹市消防団出初式 防災課☎内線4512


