※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。

SUBARU 総合スポーツセンター
当日会場へ
同連盟
（鈴木）
☎43-8542
（日中のみ）

東京都ジュニア育成剣道指導者講
習会①審判講習会、②日本剣道形
講習会
東京都、
（公財）東京都体育協会、三鷹
市体育協会

①6月16日㈰午後1時〜5時、②6月
30日、7月21日、8月18日、9月1日の
日曜日午後6時〜8時30分
（以降毎月1回、
合計4回追加実施予定）
在学・在勤を含む市民で四段以上の
剣道指導者 ( ②は高校生以上20人 )
SUBARU 総合スポーツセンター

剣道防具一式
三鷹市剣道連盟（馬庭）☎090-38
03-3638へ
（②は先着制）

太極拳初心者講習会

三鷹市武術太極拳連盟

6月16日㈰午後1時30分～3時
在学・在勤を含む市民

SUBARU 総合スポーツセンター
室内履き

当日会場へ

同連盟
（佐藤）
☎44-0570

クラウドファンディング相談会
―FAAVO 東京三鷹で
プロジェクトをはじめよう

5月29日㈬午後4時～5時
8人
三鷹産業プラザ
必要事項
（11面参照）を FAAVO 東京
三鷹
faavo@mitaka.ne.jpへ
（先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

ミタカフェセミナー

テーマは「最新の経営学から学ぶ、資
金不足、情報不足、失敗の不安を乗り
越えて勝ち残るための手がかり」
。
5月30日㈭午後6時～7時30分

起業して間もない方、これから起業
を考えている方24人
三鷹産業プラザ
㈱ TransRecog 代表取締役の小林敬
明さん
500円

必要事項
（11面参照）
をミタカフェ
mitacafe@mitaka.ne.jp へ
（先着制）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

男性の料理教室

献立は豚ヒレ肉とパプリカのみそ炒め、
キュウリと春雨の中華サラダ、ニラ玉
炒飯ほか。
市、三鷹駅周辺住民協議会
6月2日㈰午前10時15分～午後1時
男性市民24人

生涯学習教室「初級油絵教室」

毎月第1・3金曜日午後1時～3時（5
月24日㈮体験受講可）
まちづくり交流室
（牟礼6-25-23）
月額2,400円
三鷹市シルバー人材センター☎48-

6721へ

三鷹駅前コミュニティセンター
500円
（材料代）

エプロン、三角巾、台布巾、布巾
5月23日㈭までに直接または電話
で同センター☎71-0025へ（申込多数
の場合は抽選）

大菊作り講習会

6月2日㈰午後1時30分から

三鷹ネットワーク大学

★ 基礎講座

広報みたか

No.1643

JA 東京むさし三鷹緑化センター
（農
業公園内）
三鷹菊友会のみなさん

①③12人、②10人
はさみ、筆記用具、①布
（A4サイズ
3種類）各1枚、綿、水引など細いひも、
裁縫道具、② T シャツ2枚
（大人用）
、接
着剤、③フェルト
（15×15㎝3色）
各1枚、
動眼
（直径1㎝）
2個か眼用フェルト、ビー

よくわかる・役立つ！パソコン教室

～28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＝6月
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＝6・7・9月の毎週月・水・金曜日

8

② T シャツで作るエコ布ぞうり＝6日㈭、
③カエルちゃん人形づくり＝12日㈬、
いずれも午後1時～3時30分

作業に適した服装
当日会場へ
同センター☎48-7482

三鷹市シルバー人材センター
①初めてのパソコン＝6月3日～24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＝6月6日～27
日の毎週木曜日午後1時～2時30分
（いず
れか1日）
、③初めてのエクセル＝6月7日

2019.5.19

ズ
（鼻用）
2個、綿、裁縫道具

①5月28日㈫、②29日㈬、③6月4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、②は
初参加の方を優先）
同課☎内線2535

三鷹いきいきプラス
iPad 無料体験会

基本操作を体験。機器は貸し出します。
午前10時～正午または月・金曜日午後1
6月11日㈫・13日㈭午前10時～正午
時～3時
（希望の曜日・時間帯を選択。月 （全2回）
4回）
おおむね55歳以上の市民で iPad 初
①パソコンが初めての方、②スマー
心者または未経験者10人
トフォン初心者、
③エクセルを始めたい方、
三鷹産業プラザ
④文字入力が多少できる方、⑤ワード・
5月20日㈪以降の月・水・金曜日
エクセルを学びたい方、各8人
午前10時～午後4時に同会事務局☎70①③④8,000円、②2,000円、⑤月
5753へ
（先着制）
額5,000円
（3カ月分前納）
若者が消費者被害に
※ ⑤のみ別途教材代が掛かります。
あわないために

USB メモリー、②スマートフォンま
たはタブレット端末
5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布で作るちょうちょ＝6月5日㈬、

★★ 応用講座

★★★専門講座

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

三鷹市消費者活動センター運営協議会
6月15日㈯午後2時～3時30分
市民50人

消費者活動センター
（公財）消費者教育支援センター主任研
究員の柿野茂美さん

筆記用具
5月20日㈪～30日㈭に同センター
☎43-7874へ
（先着制）

三鷹ネットワーク大学

☎40-0313・

40-0314・

春学期受講者募集中！

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

講座名

日時・定員・講師・費用など

三鷹ネットワーク大学企画サロン
みたか星空散歩―「6月の星空解説」 ★

5月29日㈬午後7時～8時30分

地域福祉人財養成基礎講座
「人生100年時代！自分再発見名刺づくりワークショップ
―ジブンのやりたいこと・できることを可視化してみよう！」 ★

6月13日㈭午後1時30分～4時30分
スキルノート主宰の芦沢壮一さん

（一社）電気学会企画講座
「雷の秘密を探る
（その2）
―雷の被害を防ぐにはどうするの？」 ★

50人

当日同大学へ
（先着制）

30人

6月14日㈮午後7時～8時30分
30人
（一財）電力中央研究所名誉研究アドバイザーの新藤孝敏さん

500円

（一社）ビューティフルエージング協会寄付講座
人生100年時代のビューティフルエージングを考える 6月
「夫婦のコミュニケーション―どうしたらよい関係になることができるのでしょうか？」 ★

6月19日㈬午後3時～4時30分
20人
BAAライフデザイン・アドバイザーでキャリアカウンセラーの横山出さん
当日同大学へ
（先着制）

科学宅配塾企画講座
“もっと科学に親しもう！”
7
「環境に優しい技術を社会に普及させ、長く利用するためには何が必要？
―再生可能エネルギーを事例に考えます」 ★

6月20日㈭午後7時～8時30分
50人
東京工業大学環境・社会理工学院融合理工学系准教授の阿部直也さん
500円
6月27日㈭午後7時～8時30分
20人
国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータで『身近なアリけんさく
ブック』(仮説社)著者の吉澤樹理さん
1,300円
（材料代を含む）

くらしとバイオプラザ21企画サロン
サイエンスカフェみたか6月・第57回
「
『かたち』から見るアリの秘密―アリにある形態的特徴とは」 ★
国際基督教大学寄付講座
数学の夕べ「同値関係と商空間―《現代数学の基礎概念》2」 ★★

6月28日㈮午後7時～8時30分
30人
元国際基督教大学上級准教授の土屋あい子さん

500円

特に記載のないものは5月21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。

「 民 学 産 公 」協 働 研 究 事 業
地域の活性化や新規事業創出に向けた実証実験、先行的モデル ◆募集期間
事業の実施などを、民学産公の協働で幅広く支援します。
◆応募資格

参加団体を募集！

6月14日㈮まで

申請書と必要書類を同機構へ

◆支援経費
（同機構の費用負担） ①協働研究事業の経費総額 ※書類選考、プレゼンテーション

同機構の正会員および賛助会員
（新規入会可）
。
新技術、 の2分の1、または1件当たりの上限額500,000円のうち、どち

審査により決定します。

新システムなどの開発による地域に根差した産業の支援・創出に寄 らか低い額、②協働研究事業の経費総額、または1件当たり ※詳しくはホームページまたは
与し、研究成果が地域社会の発展に貢献する取り組みであること。

の上限額150,000円のうち、どちらか低い額。

応募要項をご覧ください。

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。

