
 

催し
宮下圭介展

ぎゃらりー由芽 2月2日〜17
日㈰正午〜午後7時（17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）

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

笑う呼吸法（笑いヨガ）
東京三鷹の森わっはは楽楽（わ

いわい） 2月3・10・24日の日
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

水引とリボンで作る鳳凰ワーク
ショップ

たんりーぶる 2月4日㈪〜10
日㈰の希望日午後1時〜3時 各
回2人 同店（下連雀3-42-18-102）

1,500円（1回） 猪島☎44-
2342（先着制）

みたか・みんなの広場の催し
①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、②ノルディックウ
オーク友の会＝毎週土曜日午前10
時から、③みたかオレンジカフェ＝
2月6日㈬午後1時30分〜3時、④市
民リレートーク：NPO法人imitata
の山田アキ菜さん「私とこども食
堂」＝25日㈪午後1時30分〜3時30
分、⑤包丁研ぎ講習会＝毎月第1・
3月曜日午後、⑥パソコン個人指導
＝時間応相談 ①③〜⑥同会（下
連雀4-5-19みたかの家内）、②市民
協働センター ①④⑤200円、③
100円、⑥応相談 ⑤包丁、砥石

（といし） ①〜④当日会場へ、
⑤⑥なりきよ☎080-1362-5359

みたかふれあいサロンの催し
①スマホ・タブレットなんでも

相談会＝2月7日㈭午後3時45分〜
5時、②タブレット・iPad講座「iPad

のアプリで写真の整理・編集」＝2
月8日〜3月1日の毎週金曜日午後1
時15分〜2時45分 三鷹産業プラ
ザ ①1,500円、②2,000円（いずれ
も1回） NPO法 人 シ ニ ア
SOHO普 及 サ ロ ン・ 三 鷹 ☎40-
2663・ 40-2664（②は前日まで
に電話で申し込む）

2月おはなしの森―昔話や文学小
品を語りで「つる女房」「死人の恩
返し」ほか

わたげの会 2月9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

バレンタインのチョコ作り
アリスみたか（三鷹市ひとり親

家庭福祉会） 2月10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

①家族良好コミュニケーション
講座、②笑い小噺

コミュニケーション・ファーム
2月10日㈰①午後1時から、②午

後3時30分から（どちらか一方の参
加も可） 市民協働センター
2,000円（②のみは500円、大学生以
下無料） 高野☎080-5502-
4621・ cffamily32@gmail.com

不登校 親の会
フリースペースコスモ親の会
2月10日 ㈰ 午後2時〜5時

NPO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

元気ひろば おれんじの催し
①トールペイント教室＝2月13

日㈬午前10時〜11時30分、②大
人のアトリエ＝15日㈮午後1時〜2
時30分、③介護予防教室＝16日㈯
午前10時〜11時30分 同会（中
原3-1-65） ①1,500円、②1,000
円、③2,500円 ③動きやすい服
装 同会☎76-5940（①は2月
8日㈮午後3時まで）

おしゃべり広場「簡単みそ汁用み
そ玉作りとミニランチ会」

三鷹市の福祉をすすめる女性の
会 2月13日㈬午前10時〜午後1
時30分 福祉センター 200円

フルタニ☎090-4713-5210

着衣女性を描く講習会★
三鷹人物画会 2月13日㈬午後

1時〜3時50分 三鷹駅前コミュ
ニティセンター 創形美術学校講
師の髙橋輝夫さん 500円（モデ
ル代） 檀上☎44-5979

気楽に手作りの会（粘土アート・
トールペイント・つる＆籐・押
し花）

2月14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 荒牧☎080-

6531-7766

てとてと―手しごととお茶の会
ヴァルドルフの森キンダーガル

テンなのはな園 2月15日㈮午前
10時〜11時30分 同園（井の頭
2-27-7） 200円（別途キット代
200円〜が掛かります） 当日会
場へ 同園 79-4598・ http: 
//www.nanohana-en.com/

NPO法人子育てコンビニの催し
①子育てコンビニひろば＝2月

15日㈮午前10時30分 〜11時30
分、②羊毛フェルトでつるし雛（び
な）を作ろう＝18日㈪午前10時〜
11時30分 元気ひろば おれんじ

（中原3-1-65） ②1,800円 同
法人① kosodatenet@mitaka.
ne.jp、 ② info2@kosodate.
or.jp 同法人☎41-7021

五感であそぶ ちびくまアート「影
であそぼう！」

くまちゃんハウス 2月16日㈯
午前10時30分〜午後0時30分 2
歳以上の未就学児と保護者13人
同会（牟礼5-12-26） 1,500円（お
子さん2人目以降は500円追加）
お子さんの氏名・年齢・参加人数
を同会 kumachanhouse5@
gmail.com（先着制） 同会☎050-
3708-2749

五十嵐加代子「煌めきの中の猫た
ち」展

しろがねGallery 2月16日㈯
〜25日㈪午前11時〜午後7時（25
日は5時まで） 同画廊 期間中
会場へ 同画廊☎43-3777(木曜
日休み)

「俳句の楽しさ4」髙柳克弘さんの
講演と全句講評

三鷹俳句会 2月16日㈯午後0

時30分から 30人 生涯学習セ
ンター 500円 1人1句 同
会（根岸）☎43-0416（先着制）

ティータイム広場 障がいのある
わが子を語ろう

三鷹市心身障害者（児）親の会
2月18日㈪午前10時〜正午

同会（下連雀1-8-22HYビル3階）
当日会場へ 愛沢☎24-7888

おむすび倶楽部友の会の催し
①キッズサロン「絵本と親子ふ

れあい遊び」＝2月19日㈫午前10
時〜11時30分、②「川柳を楽しも
う」講座＝28日㈭午後2時〜3時30
分 ①幼児と保護者 おむすび
ハウス（下連雀1-10-20） 300円

同会①藤原☎46-4117、②近
藤 ☎090-7173-6425、 omu 
subimitaka@gmail.com

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 2月19・26日の火曜

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）

なつかしの歌声喫茶を思い、唄
い、ピザを食べ、ジャン卓を囲み
仲間作り

三鷹人倶楽部 2月20日㈬午
後1時〜5時 生涯学習センター

800円 草野☎090-1207-
4196

第8回三鷹がん哲学外来カフェ
日本キリスト教団相愛教会 2

月23日㈯午後2時〜4時 同教会
（牟礼4-3-46） 200円 当日会場
へ 宮本☎44-7518・ taoko 
miyamoto@gmail.com

池田香代子さん講演会（世界がも
し100人の村だったら著者）

新日本婦人の会三鷹支部 2月
24日㈰午後1時30分〜3時 三鷹
市公会堂さんさん館 500円
当日会場へ 同会（長尾）☎47-69 
02

三鷹雑学大学第43回講義「もっ
と知りたい競馬の世界」

2月24日㈰午後1時30分〜3時
30分 消費者活動センター 当
日会場へ 近藤☎48-1490・
http://mzatsugaku.wpblog.jp/

ころがるロボットで楽しくプロ
グラミング体験会

パソコンエイド 3月2・23日
の土曜日午後2時〜4時（いずれか1
回） 小学3〜6年生各日4人（要送
迎） みたかボランティアセンター

500円 2月22日㈮までに往復
はがきまたは電子メールで必要事
項（11面参照）を「〒181-0004新川
4-18-1牟田総男」・ td6f-mt@
asahi-net.or.jp（申込多数の場合
は抽選） 牟田☎49-0542

会員募集
ダンスサークルみどり会（初級ク
ラス社交ダンス）

毎週水曜日午後4時〜6時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
入会金1,000円、月額3,000円

村上☎090-8511-0706

伝言板
アジア・アフリカ図書館の催し

①蔵書古本市＝2月23日㈯・
24日㈰午前10時30分〜午後4時
30分、②講演会「カンボジアの大
型影絵芝居『スバエク・トム』―暮
らしの中に生きる芸能の魅力」＝
24日 午 後1時30分 〜3時30分
同館（新川5-14-16） ②500円

①当日会場へ、②必要事項（11面
参照）を同館（佐藤）☎44-4640・

46-5107・ aa-lib@aacf.or.jp

武蔵野の森 キッズ防災フェスタ
―防災クエストを攻略して、キミ
も防災博士になろう

武蔵野の森公園 2月23日㈯
午後1時〜3時 中学生以下のお
子さん 同公園 当日会場へ
同公園サービスセンター（林）☎
042-365-8435

わがまちジャーナル2月号
地上11chで放送中
境界線を歩こうvol.5  
千川上水後半　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。

3月3日発行号
原稿締切日 2月6日（水）
3月17日発行号
原稿締切日 2月21日（木）

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。

行政書士による無料相談会
　行政手続き、相続、遺言、成年後見制
度などのほか、会社設立や内容証明な
ど幅広い分野の相談に応じます。

東京都行政書士会武鷹支部
2月15日㈮午前9時30分〜11時50分
市役所1階市民ホール
当日会場へ
同支部☎30-5899、市相談・情報課

☎内線2215
不動産相談会
　不動産に関する法律・相続・賃貸・
売買などの疑問にお答えします。

（公社）東京都宅地建物取引業協会、三
鷹商工会

2月15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

税理士による無料税務相談会
　相続税や贈与税など、税金に関する
一般的な相談に応じます。

2月22日㈮午前10時〜午後4時（1人
40分）

32人
武蔵野プレイス（武蔵野市境南町2-3-

18）
2月4日㈪から東京税理士会武蔵野

支部☎55-2313へ（先着制）
住宅リフォーム無料相談会
　三鷹市住宅リフォームセンターの相
談員が増改築や耐震、修繕などの相談
に応じます。

2月27日㈬午前10時〜午後3時（正午
〜午後1時を除く）

市役所1階市民ホール
あれば自宅の図面や写真など
当日会場へ
都市計画課☎内線2813

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

第57回ふじみ衛生組合 
地元協議会の傍聴

2月12日㈫午後6時30分から
10人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制）
同組合☎042-490-5374

ふじみ衛生組合　平成31年第1回
組合議会定例会の傍聴

2月14日㈭午前10時から
10人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制）
同組合☎042-482-5497

平成30年度第4回 
三鷹市空き家等対策協議会の傍聴

2月19日㈫午後3時〜5時
10人
総合防災センター
当日会場へ（先着制）
都市計画課☎内線2812

平成30年度第2回 
三鷹市男女平等参画審議会の傍聴
　平成30年度事業の取り組み状況、働
き方改革についてほか。

2月21日㈭午後6時30分〜8時
10人
市議会協議会室（市役所3階）

必要事項（11面参照）を企画経営課
☎内線2115・ 45-1271・ kika 
ku@city.mitaka.tokyo.jpへ（先着制）
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