
5月4日～25日の毎週土曜日午後3時
～6時（全4回）

在学・在勤を含む6歳以上の市民30人
SUBARU総合スポーツセンター
200円
ラケット、ボール、室内履き
当日会場へ（先着制）
同連盟（柳沢）☎43-3350

太極拳初心者講習会
三鷹市体育協会、三鷹市武術太極拳

連盟
①5月8日㈬午後2時～3時15分・午後

7時～8時15分、10日㈮午後2時30分～3
時15分、14日㈫午後7時～8時15分、24
日㈮午後7時～8時15分、25日㈯午後1時
～2時15分、②17日㈮午後7時～8時15分

在学・在勤を含む市民
①三鷹駅前コミュニティセンター、② 

南浦地区公会堂
室内履き、タオル、飲み物
当日会場へ
同連盟（谷川）☎43-9988

第3回三鷹市フットサル　 
ONE DAYマッチ

三鷹市サッカー協会
5月11日㈯午後0時30分～2時30分
在学・在勤を含む15歳以上の市民で構 

成された4チームまたは個人（中学生不可）
SUBARU総合スポーツセンター
チーム2,000円、個人500円
室内履き（靴底がアメ色、白色、無色）

5月8日㈬までに代表者の必要事項（11 
面参照）・チーム名を同協会 jam22ha 
manaka@mtb.biglobe.ne.jpへ（先着制）
合気道初心者体験講習会

三鷹市体育協会、三鷹市合気道連盟
5月18日㈯午後2時30分～3時30分
在学・在勤を含む8歳以上の市民15

人程度
SUBARU総合スポーツセンター
当日会場へ（先着制）
同連盟（鈴木）☎43-8542（午前9時～

午後9時）
三鷹市ダンススポーツ連盟 
設立31周年記念ダンスの集い
　ダンスタイム、ミキシング、演技発
表あり。飲み物付き。

5月19日㈰午後2時～5時
SUBARU総合スポーツセンター
700円
ダンスシューズ（ヒールカバー付き）
当日会場へ
同連盟（堀江）☎48-7451

ファミリーフットサル 
フェスティバルin三鷹

（公財）東京都サッカー協会、三鷹市サッ

の毎週月・水・金曜日午前10時～正午
または金曜日午後1時～3時（希望の曜日・
時間帯を選択。月4回）、⑤基礎じっくり
教室＝5～7月の毎週月・水・金曜日午
前10時～正午または月・金曜日午後1時
～3時（希望の曜日・時間帯を選択。月4回）

①パソコンが初めての方、②スマー
トフォン初心者、③エクセルが多少でき
る方、④文字入力が多少できる方、⑤ワー
ド・エクセルを学びたい方、各8人

①③④8,000円、②2,000円、⑤月
額5,000円（3カ月分前納）
※⑤のみ別途教材代が掛かります。

USBメモリー、②スマートフォンま
たはタブレット端末

4月27日㈯（必着）までに往復はがき
で必要事項（11面参照）・お持ちのOSを

「〒181-0004新川6-35-16三鷹市シル
バー人材センター」へ（先着制）

同センター☎48-6721
リサイクル市民工房の催し

①ペーパーナプキンリースづくり＝
5月8日、②でんでん太鼓づくり＝15日、
いずれも水曜日午後1時～3時30分

各12人
接着剤、はさみ、筆記用具、①リー

ス台または台紙にする厚紙（A4程度）1枚、
ペーパーナプキン2～3枚、リースを下
げるひもか毛糸、ホチキス、②厚紙（A3）
1枚、菜箸1本、細ひも（直径2㎜）、布（A4、
3種類）各1枚、ウッドビーズ（直径1㎝）
4個、飾りビーズ1個、セロハンテープ

①4月30日㉁、②5月7日㈫（いずれも
必着）までに往復はがきで必要事項（11
面参照）を「〒181-8555ごみ対策課」へ

（申込多数の場合は抽選）
同課☎内線2535

女性のための 
初心者向け健康麻雀教室

おむすび倶楽部友の会、三鷹市社会
福祉協議会

5月～令和2（2020）年4月の毎月第2・
4金曜日午前9時30分～正午（全22回）

55歳以上の女性市民12人
おむすびハウス（下連雀1-10-20）

カー協会
6月1日㈯午後2時～4時
在学・在勤を含む5歳以上の市民60人
SUBARU総合スポーツセンター
室内履き（靴底がアメ色、白色、無色）

5月15日㈬午後6時までに同事務
局☎03-6801-8001（平日午前10時～午 
後6時）・（公財）東京都サッカー協会 ht 
tp://www.tokyofa.or.jp/・三鷹市サッ
カー協会 http://mitakafa.jp/へ（申
込多数の場合は抽選）
三鷹市野球連盟夏季大会

6月9日以降の毎週日曜日
在学・在勤を含む16歳以上の都民（学

校の野球部在籍者を除く。チーム所在
地・チーム責任者の所在は市内）

大沢総合グラウンド
5月11日㈯午後4時～6時30分に一

般・壮年の部とも申込書（選手登録名簿 
12～20人）、大会参加料1チーム11,000円、 
年間登録料1チーム10,000円、一般の部 
は東京都登録用紙（東京都軟式野球連 
盟ホームページ http://www.tnbb.or. 
jp/から入手）、東京都登録料1人600円を 
SUBARU総合スポーツセンター地下1階へ
※申込書は4月23日㈫から三鷹市体育
協会（同センター内）で配布（春季大会登
録チームには郵送）。
※主将会議を5月22日㈬午後7時30分
から生涯学習センターで開催します。

同連盟（山中）☎33-5080

よくわかる・役立つ！パソコン教室
三鷹市シルバー人材センター

①初めてのパソコン＝5月6日～27日
の毎週月曜日午後1時～3時（全4回）、②
スマホ・タブレット教室＝5月9日～30
日の毎週木曜日午後1時～2時30分（いず
れか1日）、③エクセルの関数＝5月10日
～31日の毎週金曜日午後3時30分～5時
30分（全4回）、④初めてのワード＝5月

第18回みたか市民活動・ 
NPOフォーラム参加者説明会

4月24日㈬午前11時～正午・午後1
時～2時、5月11日㈯午後2時～3時

市民協働センター
必要事項（11面参照）を同センター 

☎46-0048・ 46-0148・ kyoudou 
@collabo-mitaka.jpへ
春季茶会
　席主は（台目席）表千家・大野宗照さん、

（南座敷）裏千家・小野宗麗さん、（立礼
席）裏千家・小林宗由さん。

三鷹市茶道連盟
5月3日㈷午前10時～午後3時（受付

は午前9時45分～午後2時30分）
みたか井心亭
1,500円（2席）
当日会場へ
同連盟（阿部）☎47-8398

生活用品活用市
三鷹市消費者活動センター運営協議会
5月7日～21日の毎週火曜日午前10

時～午後2時
消費者活動センター
当日会場へ
同センター☎43-7874

介護者カフェ
5月7日㈫午後1時30分～3時30分
介護者、介護経験者
喫茶ショップ　オーソレミオ（大沢1-6-3）
100円
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

介護者ひろば
5月9日㈭午後1時30分～3時30分
介護者、介護経験者
元気ひろば おれんじ（中原3-1-65）
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

6月の小学校校庭開放 
（団体貸し切り）の予約受け付け

市ホームページでご確認ください
5月5日㈷～11日㈯に各コミュニティ

センターへ
スポーツ推進課☎内線2934

卓球講習会
三鷹市卓球連盟

柳
やなぎ

家
や

さん喬
きょう

独演会
芸術文化センター　星のホール　全席指定
6月22日㈯　
昼の部 午後2時／夜の部 午後6時開演　
チケット発売日　会員＝4月20日㈯　一般＝4月25日㈭
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
※昼の部と夜の部は別の演目です。
　爆笑の滑稽ばなしから、涙を誘う人情ばなしまで、
実力一番、柳家さん喬落語をご堪能ください。

柳家さん喬
撮影：山田雅子

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）。

●�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、翌・翌々日が休館。4月27日～5月6日の休館日は2面参照）

  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。
※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。

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、公演事業は未就

学児の入場をお断りしています。

●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

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。

チケット
お求め方法
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。

CINEMA SPECIAL　「名監督×名女優」
いつしか、名コンビと呼ばれる、二人がいた。
溝口健二×田中絹代
芸術文化センター　星のホール　全席指定
5月11日㈯　各回2本立て／昼夜入替制
昼の部 午前11時／夜の部 午後4時上映開始
チケット発売中　各回　会員＝900円　一般＝1,000円　学生＝800円

※この映画シリーズは毎月1回（8月除く）、別の監督×女優で10月まで続きます。

『武蔵野夫人』
©TOHO CO., LTD.

『武蔵野夫人』�（東宝／1951年／88分／白黒／35㎜）
　戦後すぐの、武蔵野の森の風景も懐かしき、傑作。

『噂の女』�（大映京都／1954年／84分／白黒／35㎜）
　田中絹代が最後に出演した溝口健二監督作品！

東京2020大会 
テストイベント 自転車ロード競技
三鷹市地域説明会

スポーツ推進課☎内線2931

5月8日㈬午後7時～8時
30分（予定）

第二庁舎　
当日会場へ

　7月21日㈰ に 開催 す る 東京
2020大会テストイベント「READY 
STEADY TOKYO― 自転車競技

（ロード）」の地域説明会を開催しま
す。競技の内容、テストイベント
開催時の交通規制などによる影響、
観戦時のマナーなど、（公財）東京オ
リンピック・パラリンピック競技 
大会組織委員会が説明します。

チケットインフォメーション 同財団　☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/　
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