
「初めての日本舞踊」講習会
三鷹市日本舞踊連盟
2月23日㈯午後1時30分～4時
在学・在勤を含む18歳以上の市民15人
芸術文化センター
500円
着物（浴衣可）、足袋、帯、腰ひも

2月20日㈬までに同連盟（藤間）☎・
31-4468へ（先着制）

上級救命講習会
連雀地区住民協議会
2月24日㈰午前8時45分～午後5時
市民10人
連雀コミュニティセンター

（公財）東京防災救急協会のみなさん
昼食、筆記用具

2月4日㈪から直接または電話で同
センター☎45-5100へ（先着制）
Cafe丸池第1回講座 

「認知症サポーター養成講座」
2月26日㈫午後2時～4時
認知症について関心のある方
そんぽの家S三鷹丸池公園（新川3-21-

12）
100円（飲み物代を含む）
当日会場へ
同施設（上遠野）☎40-1171

園芸講習会「一年中楽しめる雑木と
野草の寄せ植え」
　ナナカマドやコアジサイ、スミレな
どを使い、季節の変化を味わう小さな
寄せ植えを作ります。

2月28日㈭午後2時～4時
20人
上連雀分庁舎
北中植物商店の北中祐介さん
1,800円（協会会員は1,500円）
エプロン、薄手の手袋、筆記用具、持

ち帰り用袋、あれば園芸用はさみ、園芸
用ピンセット

2月15日㈮（必着）までに往復はがき
またはインターネットで必要事項（11
面参照）を「〒181-0012上連雀8-3-10 
NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会」・

http://hanakyokai.or.jp/へ（申込多
数の場合は抽選）

同協会☎46-2081
市民講座　 
ダンディーエクササイズしんなか
―男性の健康体操教室

3月1日㈮午後2時～4時

おおむね65歳以上の男性市民25人
新川中原コミュニティセンター
杏林大学講師で三鷹市リハビリテー

ション協議会会長の門馬博さん
動きやすい服装、タオル、飲み物

2月4日㈪から直接または電話で
新川中原地域包括支援センター☎40-
7204へ（先着制）
生涯学習講座 
日本古典文学「百人一首の世界」

連雀地区住民協議会
3月5日～19日の毎週火曜日午後2時

から（全3回）
50人
連雀コミュニティセンター
学習院大学講師の田中洋子さん
200円（資料代）
2月4日㈪から参加費を同センターへ

（先着制）
同センター☎45-5100

韓国料理教室
連雀地区住民協議会
3月13日㈬午前10時から
市民19人
連雀コミュニティセンター
韓国料理オンドル房店主の金泰裕さん
500円（材料代）
エプロン、三角巾、筆記用具
2月15日㈮から参加費を同センター

へ（先着制）
同センター☎45-5100

都営住宅の入居者（都内）
◆募集住戸　①ポイント方式（家族向け
のみ）＝1,290戸、②単身者向け・単身
者用車いす使用者向け・シルバーピア
＝388戸
◆申込書・募集案内　2月4日㈪～13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・各窓口センターなどで配
布（三鷹駅前市政窓口は9日㈯・10日㈰
午前9時～午後5時も配布。都庁は9・
10・11日㈷の午前9時30分～午後5時
も配布）。同公社ホームページ http://
www.to-kousya.or.jp/でも入手可

2月18日㈪（必着）までに申込書を郵送

※詳しくは募集案内をご覧ください。
同公社募集センター☎0570-010-810

（募集期間外は☎03-3498-8894）
レンタルデスク 

「ミタカフェマイデスク」利用者
◆利用期間　4月3日㈬～平成32年3月
31日
◆環境・設備　LAN回線、電源、ロッカー、
メールボックス、机、椅子、袖机

ビジネスを始めようとしている方、
創業間もない方16人

三鷹産業プラザ
月額13,500円（三鷹 i クラブ会費を含

む。税別）
2月28日㈭午後5時（必着）までに必

要書類を「〒181-8525㈱まちづくり三
鷹」・ mitacafe@mitaka.ne.jpへ（書
類選考後に面談）
※詳しくは同社ホームページ https://
www.mitaka.ne.jp/へ。

同社☎40-9669
※利用者は三鷹 iクラブに入会していた
だきます。
コミュニティ広場 
フリーマーケット出店者

東部地区住民協議会
3月24日㈰午前11時～午後1時
25区画
牟礼コミュニティセンター
500円

2月3日㈰～3月3日㈰に同センター
☎49-3441へ（先着制）
東京都下水道局の下水道モニター
◆期間　4月1日から1年間

4月1日現在20歳以上の都民で、ホー
ムページの閲覧と電子メールの送受信
ができる方1,000人程度（公務員・同モ
ニター経験者・島しょ在住者を除く）

2月28日㈭までに同局ホームページ
http://www.gesui.metro.tokyo.

jp/へ（申込多数の場合は選考）
同局☎03-5320-6693

神田川上流懇談会（第七期）の委員
　江戸川橋から上流の神田川などにつ
いて、情報や意見の交換を行います。

神田川流域市区（三鷹市・武蔵野市・
新宿区・文京区・中野区・杉並区・豊
島区）に在住・在学・在勤で、年2回程
度の昼間の会議に出席できる方、個人
14人と2団体程度
◆任期　3年間（報酬・交通費は無支給）

3月29日㈮（必着）までに必要事項（11
面参照）・性別・作文「神田川などにつ
いて思うこと」（400～800字程度）を「〒
164-0001中野区中野4-8-1東京都第三
建設事務所工事第二課工務担当」へ（選
考のうえ、4月下旬に結果を通知）

同課☎03-3387-5137

しごとの相談窓口
　就職・再就職の相談や内職の相談、
あっせんなど。

2月13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「ライフキャ
リアとシニアの就職活動」

2月21日㈭午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職活動中の方

30人
市民協働センター　
わくわくサポート三鷹相談員でキャ

リアコンサルタントの鈴木茂さん
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）
女性のための就職支援セミナー

「賢く生き抜く！ 
変化の時代の働き方・過ごし方」

2月25日㈪午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職活動中の方

80人
市民協働センター
三鷹カウンセリングルームリバイブ

代表の小島知子さん
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）
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 独演会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
4月14日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝2月3日㈰　一般＝2月6日㈬
会員＝2,700円　一般＝3,000円　学生＝2,000円　
高校生以下＝1,000円
※購入は1人4枚まで。
［出演］柳亭市馬、柳亭市楽、柳亭市朗
　柳亭市馬師匠の懐の広い落語を、ゆっくりとお楽しみください。
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会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
5月12日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝2月16日㈯　一般＝2月22日㈮
会員＝2,700円　一般＝3,000円
学生＝2,000円　高校生以下＝1,000円
※購入は1人2枚まで。
　若手の雄が今年も競演。今、目が離せない
二人の高座を、たっぷりとお楽しみください。

チケットインフォメーション

柳亭市馬
撮影：御堂義乗

古今亭文菊春風亭一之輔
撮影：キッチンミノル

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

●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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