
催し
渡辺一宏展―INTENTION

ぎゃらりー由芽 3月31日㈰ま
での正午～午後7時（31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）

暮らしの保健室in三鷹の催し
①みんなの保健室「終活？エンディ 

ングノートとおしゃべり会」＝3月18
日㈪、②みんなの保健室「楽しくセ
ルフケア！」＝4月15日㈪、いずれも
午後1時～3時 みたかスペースあ
い（下連雀3-28-20） 100円 当日
会場へ 多田☎44-6359

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 3月19日㈫・29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）

トリム体操（健康体操）
三鷹トリム体操クラブ 3月22

日㈮午前10時～正午 新川中原コ
ミュニティセンター 当日会場へ

中嶋☎42-9930

京の絞り職人展
京都絞栄会 3月22日㈮～26日

㈫午前10時～午後6時（26日は3時
まで） しろがねGallery 期間中
会場へ 同画廊☎43-3777

元気ひろば おれんじの催し
①心と体の癒しヨガ＝3月22日

㈮午後1時～2時、②クレイアート
＝28日㈭午後1時30分～3時、③英
会話＝4月4日㈭午後3時～4時30分

同会（中原3-1-65） ①1,000円、
②1,200円、③2,000円 同会☎
76-5940

みたかふれあいサロンの催し
①iPad・タブレットの悩み　何で

も相談会で対応します＝3月22日～

4月19日の毎週金曜日午後1時15分
～3時、②スマホ・タブレットなんで
も相談会＝4月4日㈭午後3時45分～
5時 三鷹産業プラザ ①2,000円

（1回）、②1,500円 NPO法人シ
ニアSOHO普及サロン・三鷹☎40-
2663・ 40-2664（①は電話で申し
込む）

第14回「森の地図スタンプラリー」
（一社）武蔵野コッツウォルズ 3月

23日㈯～5月12日㈰午前9時から
三鷹市、小金井市、調布市、武蔵野市、
府中市 一部入園料などが掛かり
ます 期間中各会場へ。詳しくは同
法 人 http://www.musashino-
cotswolds.jpへ 同法人（鈴木）☎
32-0962

うつ友の会 三鷹
3月23日㈯午後1時30分～4時

みたかボランティアセンター 100
円（茶菓代） 当日会場へ 高橋☎
090-5209-4411

足から健康を考える外反母趾（ぼ
し）巻き爪改善

倉橋 3月23日㈯午後2時 か
ら 三鷹市公会堂さんさん館
1,500円（マッサージオイル代を含む）

倉橋☎090-4941-3533

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） 3月24日、4月7・14・28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

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 3月28日㈭午

前10時～正午 三鷹市公会堂さん
さん館 100円 当日会場へ 加
藤☎080-5496-9758

三鷹一日うたごえ
3月30日㈯午後1時30分～4時

30分 三鷹市公会堂さんさん館
1,000円 当日会場へ 藤井☎48-
4688

withbabyfes2019 地域で楽し
むファミリーイベント

withbaby 3月31日㈰午前11
時～午後4時 三鷹産業プラザ
当日会場へ 太田☎090-7003-
3777

矢崎篤先生講演会「三鷹村の村々
の成り立ちと文化財について」

三鷹の歴史研究会 3月31日㈰
午後1時30分 ～4時30分 30人

三鷹市公会堂さんさん館 300
円 当日会場へ（先着制） 髙橋☎
49-3126

第41回月曜会絵画展
月曜会 4月2日㈫～7日㈰午前

10時～午後6時30分（2日は2時から、
7日は4時まで） 三鷹市美術ギャラ
リー 期間中会場へ 高須☎34-
5247

みたかスペースあいプラス「春休
みワークショップ（雑貨作りや習
字教室など）」

4月3日㈬～7日㈰ 高橋☎ 
090-4624-6138・ miralab777@ 
gmail.com・みらいデザインラボ ht 
tps://miraidesignlab.localinfo.jp/

伊達佑介うたのスクール音楽会
2019―あなたもステージでうた
えるかも

Davis 4月7日㈰午後1時30分
～6時（1時開場） 芸術文化センター
星のホール 当日会場へ 同事務
局☎48-8013

この日あなたとコールたぬき（男
声カルテットコンサート）

コールたぬき 4月7日㈰午後 
2時～4時 三鷹市公会堂光のホ 
ール 当日会場 へ 松林☎03-
3334-1888

歌声カフェ特別企画「マグノリア
カルテット弦楽四重奏演奏会」

おむすび倶楽部友の会 4月13
日㈯午後1時30分～3時30分 40
人 おむすびハウス（下連雀1-10-
20） 300円 山野☎42-6558

（午後7時～9時）・ omugengaku 
@yahoo.co.jp（先着制）

人生100年時代！人生にかかる
お金について学ぼう

くらしとお金を学ぶ会 4月14
日㈰午前10時～11時30分 20人

生涯学習センター 500円
4月12日㈮までに伊達☎050-3570-
1357・ kurashi.okane.mtk@
gmail.com

会員募集
スタジオ エコル（フラダンス）

4月からの毎月第1・2・3水曜日
午前10時～11時・11時～正午 芸
術文化センター 月額3,000円

伊藤☎080-1359-2218

ヨネトモ会（歌謡練習）
毎月第1・3木曜日午後5時～9

時 芸術文化センター 入会金
1,000円、月額3,500円 東島☎
090-8812-9637

ヨガサークル「フレッシュヨガ」
毎週水曜日午前10時30分～正午
新川中原コミュニティセンター
月額4,000円（月4回開催時）

大岡☎・ 46-4947・ fresh_
yoga_mitaka@yahoo.co.jp

あじさい会（カラオケ 初心者可）
毎月第1・3火曜日午後7時～9時
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
西尾☎080-2111-8921

トリムみたか（健康体操）
毎週木曜日午後1時 ～3時

SUBARU総合スポーツセンター

入会金1,000円、2カ月5,000円
沓川☎45-0140

ニーハオ会（中国語教室）
毎週日曜日午前10時30分～正午
三鷹駅前コミュニティセンター
月額5,000円 石井☎080-

9349-9218

やさしいフラダンス（60歳以上の
初心者対象）

毎月第1・3月・火・水曜日のい
ずれか午前10時～11時30分 鈴
木宅（井の頭1-10-3） 1回700円

鈴木☎080-4953-3361

三鷹カラオケゆたか会
毎週土・日曜日午前10時～正午
70歳以上の方20人 福祉セン

ター 月額1,000円 金子☎03-
3307-1937

サクラダンスサークル（社交ダン
ス初中級）

毎週金曜日午後7時30分～9時
三鷹駅前コミュニティセンター
入会金1,000円、月額4,000円
井上☎・ 46-6137

伝言板
ICUオルガン演奏会

ICU宗教音楽センター 4月13
日㈯午後3時から 同大学 前売
1,800円、当日2,000円、小学生～
高校生1,000円 同センター☎
33-3330

米高校生のホームステイのため
のホストファミリー募集
　禅林寺龍華会基金の援助による
第35回日米高校生交流プロジェクト。
高校生男女と、付き添い教員の受
け入れ家庭を募集。謝礼あり。
禅林寺龍華会基金 6月27日㈭～
7月18日㈭のうち約2週間 禅林
寺☎44-8365

4月21日発行号
原稿締切日	3月27日（水）
5月5日発行号
原稿締切日	4月4日（木）

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。

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
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

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

時30分～午後5時15分
◆勤務場所	 ①～③老人保健施設はな
かいどう、④はなかいどう指定居宅介
護支援事業所
◆報酬	 ①月額245,000円（介護福祉
士以外は235,000円）、②時給1,300円、
③時給1,100円、④月額235,000円（主
任介護支援専門員は265,000円）
※①④賞与あり（昨年度実績①210,000
円、④130,000円程度。採用1年目は
異なる）。
※①夜勤手当あり（1回8,000円）。
◆採用予定日	 随時

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・ 
資格証の写しを直接または郵送で「〒 
181-0002牟礼6-12-30三鷹市社会福
祉事業団」・☎44-5211へ
※詳しくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
北野ハピネスセンターけやきのもり

（社福）睦月会　非常勤職員
◆職種	 理学療法士
◆職務内容	 機能訓練
◆資格	 理学療法士免許（機能訓練の
経験者はなお可）
◆勤務期間	 3月末～平成32年3月末

（再度の任用の場合あり）
◆勤務時間	 毎週金曜日午前9時30分

～午後3時30分、または月4回午前9時
30分～午後3時（曜日、勤務時間などは
応相談）
◆報酬	 日額15,000円

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・
資格証の写しを「〒188-0011西東京市
田無町4-22-12-103（社福）睦月会」・☎
042-497-6925へ
国税専門官
◆資格	 ①平成元年4月2日～10年4月
1日生まれの方、②10年4月2日以降生
まれの大卒者および32年3月までに大
学卒業見込みの方、または人事院が同
等の資格があると認める方
◆試験	 1次＝6月9日㈰、2次＝7月11
日㈭～19日㈮のうち指定された日時

3月29日㈮午前9時～4月10日㈬に
国家公務員採用試験インターネット申
込専用ホームページ http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.htmlへ

東京国税局人事第二課試験係☎03-
3542-2111
自衛隊①幹部候補生（一般） 
②曹候補生（一般）
◆資格	 ①平成31年4月1日現在、22
歳以上26歳未満の方（修士課程修了者
などは28歳未満）、②18歳以上33歳未
満の方（32歳の方は条件あり）

◆試験	 ①5月11日㈯・12日㈰、②5
月25日㈯

①5月1日㈷まで、②5月15日㈬
までに自衛隊西東京地域事務所☎042-
463-1981へ

総合オンブズマン相談（4月）
4・11・25日＝中村一郎さん（弁護士）、

18日＝片桐朝美さん（杏林大学准教授）、 
いずれも木曜日午後1時30分～4時30分

相談・情報課（市役所2階）
同課☎内線2215へ

平成30年度第3回三鷹市 
地域公共交通活性化協議会の傍聴
　三鷹駅南口駅前広場交通対策検討専
門部会の検討報告についてほか。

3月28日㈭午後2時～4時
5人
三鷹市公会堂さんさん館
当日会場へ（先着制）
道路交通課☎内線2883

平成31年度第1回 
三鷹市景観審議会の傍聴
　会長および副会長の選任についてほ
か。

4月4日㈭午後7時から
10人
市議会協議会室（市役所3階）
当日会場へ（先着制）
都市計画課☎内線2811

第225回 
東京都都市計画審議会の傍聴

5月16日㈭午後1時30分から
15人
都庁内会議室
4月18日㈭（消印有効）までに往復は

がきで必要事項（11面参照）を「〒163-
8001東京都都市整備局都市計画課」へ

（1人1通。申込多数の場合は抽選）
同課☎03-5388-3225
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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。

広報みたか　No.1639　2019.3.17※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。


