
 

催し
ぎゃらりー由芽の催し

①エサシトモコ展「はなこさん
― 素であること」、②「山と街」河本
蓮大朗／高橋美衣／山﨑宜久＝6
月1日〜16日㈰の正午〜午後7時

（16日は5時まで） ①同画廊、②
ぎゃらりー由芽のつづき 期間中
会場へ 同画廊☎47-5241（木曜
日休み）

笑う呼吸法（笑いヨガ）
東京三鷹の森わっはは楽楽（ワイ

ワイ） 6月2・9・23日の日曜日午
前10時40分〜午後0時40分 連
雀コミュニティセンター 500円 

（1回） ハラ☎090-3902-9691 
・ 44-7772

第20回記念講演会 国民文芸 俳
句の力 金子兜太の世界

出版NPO「本をたのしもう会」
6月2日㈰午後1時45分〜4時（1

時20分開場） 700人 三鷹市公
会堂光のホール 1,000円（学生は
500円） 当日会場へ（先着制）
同会事務局☎090-2662-5218

まるごと基礎講座 インターネッ
トやワードエクセルなど

みたかふれあいサロン 毎週月
曜日午後1時15分〜3時 三鷹産業
プラザ 1,500円（1回） NPO
法人シニアSOHO普及サロン・三
鷹☎40-2663・ 40-2664

子育て心理学講座
子育て研究会 6月4・18日の

火曜日午前10時〜正午 消費者
活動センター 500円（1回）
宮澤☎090-2423-2230

一人で悩まないために…相続・
遺言セミナーと無料相談会

行政書士暮らしの相談センター
6月4日㈫相談会＝午前10時30

分〜午後0時30分・3時〜4時30分、
セミナー＝午後1時30分〜3時 新
川中原コミュニティセンター
行政書士暮らしの相談センター（菅
井）☎24-7069・ 24-7441（当
日参加も可）

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般若心経カフェ「スッタ
ニパータを読む」＝6月24日㈪午後
1時30分〜3時30分、④市民リレー
トーク：NPO法人多摩東成年後見
の会副理事長の増田勝彦さん「任意
後見制度の活用法」＝24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 ①
③〜⑥同会（下連雀4-5-19みたか
の家内）、②市民協働センター ①
④200円、③500円、⑤300円、⑥
応相談 ⑤包丁、あれば砥石（とい

し） ①〜④当日会場へ、⑤⑥
なりきよ☎080-1362-5359

ふれあいバザーとフリーマーケット
三鷹市の福祉をすすめる女性の

会 6月8日㈯午前10時〜午後1時
市民センター議場棟下 当日

会場へ 嶋﨑☎090-8584-4584

6月おはなしの森―昔話や文学小
品を語りで「ふるやのもり」「おは
なしを知らなかった若者」ほか

わたげの会 6月8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

第42回住宅デー
東京土建一般労働組合三鷹武蔵

野支部 6月9日㈰午前10時〜午
後3時（受付は2時まで） 同支部会
館（上連雀7-33-8）ほか 当日会場
へ 同支部☎47-9101

元気ひろば おれんじの催し
①AZUMA感謝祭（ショー、手作

り体験、屋台など）＝6月9日㈰午前
10時〜午後4時30分、②キッズア
ンガーマネジメント＝12日㈬午後
3時〜4時、③己書楽書道場＝20日
㈭午前10時〜11時30分 ②6歳
〜小学4年生のお子さん 同会（中
原3-1-65） ②③1,000円 ①
当日会場へ、②③同会☎76-5940

MAC展（絵画展）
三鷹アートサークル、100号を描

く会 6月11日㈫〜16日㈰午前10
時〜午後6時 三鷹市美術ギャラ
リー 期間中会場へ 高木☎43-
0430

フォト連雀写真展
6月12日㈬〜16日㈰午前10時〜

午後6時（16日は3時まで） 三鷹
市美術ギャラリー 期間中会場へ

佐々木☎43-3416

第7回 招待作家による「太宰はお
好きですか」展

しろがねGallery 6月15日㈯
〜23日㈰午前11時〜午後7時（20
日㈭を除く。23日は5時まで） 同
画廊 期間中会場へ 同画廊☎
43-3777

人生100年時代の賢い資産形成
術、積立・資産運用を行う上での
留意点について

くらしのお金を学ぶ会 6月16
日㈰午前10時〜11時30分 生涯
学習センター 500円（テキスト
代、会場代を含む） 6月14日
㈮までに伊達☎050-3570-1357・

kurashi.okane.mtk@gmail.com

AA連雀グループ第15回オープ
ンスピーカーズミーティング（ア
ルコール依存症からの回復）

AA東多摩地区連雀グループ
6月16日㈰午前10時〜午後3時30
分 市民協働センター 当日会

場へ AA関東甲信越セントラル
オフィス☎03-5957-3506

スカウト体験広場「ロープ登り・
橋渡り・スライダー、ボッチャ―
ワクワクドキドキのプログラム」

ボーイスカウト東京連盟三鷹第2
団 6月16日㈰午前11時〜午後2時

三鷹小鳩幼稚園（牟礼4-16-18） 
岡田 okada.mitaka2@gmail.

com 岡田☎080-5079-3111

第6回「笑ってヨッ！北野寄席」笑い
マショー・落語・マジックショー

北野5人組・江戸小噺笑い広げ
鯛 6月16日㈰午後1時〜3時30分

北野地区公会堂 100円 当日
会場へ 北野☎080-4206-7070

不登校 親の会
フリースペースコスモ親の会

6月16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

エコクラフト手芸講座“はすの壁
掛けを作ろう”★

かごの会 6月18日㈫午後1時
〜3時 20人 生涯学習センター

夢民工房主宰の浜中睦美さん
500円（材料代） 工作用はさ

み、筆記用具 6月7日㈮までに
坂本☎71-6602（先着制）

入門太極拳★
そらの会 6月19日㈬午後1時

〜3時 井口コミュニティセンター
日本武術太極拳連盟A級指導員

の岡部紀子さん 当日会場へ
大内☎31-8656

子育てコンビニひろば
NPO法人子育てコンビニ 6月

21日㈮午前10時〜11時30分 元
気ひろば おれんじ（中原3-1-65）
同法人 kosodatenet@mitaka.
ne.jp 同法人☎41-7021

パドルテニス体験会
三鷹市パドルテニス協会 6月

22日㈯ 午 後1時30分 〜5時 SU 
BARU総合スポーツセンター 当日
会場へ 同協会（鈴木）☎42-1203

ワクワク講座「けん玉の面白さと
指導方法を学ぼう」けん玉協会松
永会長をお招きして

みんなのみたか 6月22日㈯午
後2時〜4時 市民協働センター

当日会場へ 倉林☎090-2741-
1208

第19回コンセール・ヴェリテ（ピ
アノソロ・ピアノデュオの夕べ）

6月22日㈯午後6時から（5時30
分開場） 30組60人 芸術文化
センター風のホール はがきで必
要事項（11面参照）・職業を「〒181-
0013下連雀3-16-5岸邉眞知子」へ

（先着制） 岸邉☎43-0682・
verite-pf@jcom.zaq.ne.jp

第179回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 6月

23日㈰午前9時50分集合（雨天決
行）。三鷹駅南口デッキ上、市民ガ
イドが持つのぼりが目印。コースは
約2時間40分。希望者は朗読を聞
きながら昼食も 当日集合場所へ

こやの☎44-0981

第169回井の頭かんさつ会「初めて
のシダ」

井の頭かんさつ会 6月23日
㈰午前10時〜正午 井の頭公園

300円 同会 http://kansa 
tsukai.net/ 同会（田中） fe8n 
2h@bma.biglobe.ne.jp

国際ケッコンのパパ・ママ・こど
もの交流・友達・仲間づくりの会

インターナショナルフレンズ
6月23日㈰午前11時30分〜午後1
時30分 井の頭東部地区公会堂

当日会場へ 楠☎090-6405-
5120・同会 Intl.Friends123@
gmail.com・ http://intl-friends.
blog.jp/

三鷹市吹奏楽団第38回定期演奏
会

6月23日㈰午後1時〜5時 三
鷹市公会堂光のホール 申し込み
用ホームページ http://takasui.
net/（当日参加も可） 東海林☎ 
090-9680-3906

三鷹自分の死を考える集い「生ま
れることと死ぬことと」

6月23日㈰午後2時〜4時 市
民協働センター 1,000円 当日
会場へ 醤野☎47-9384

大人のペーパーグライダー工作
教室

ハッピーグランパ倶楽部 6月
26日㈬午後1時〜3時30分 10人

牟礼コミュニティセンター
500円 はさみ、カッター、定規

石 井☎090-3437-0420（先
着制）

デッサン講習会
審美会 6月26日㈬午後1時〜

4時 生涯学習センター 3,000
円 四方 ako.shikata@gmail.
com

おとなのためのシュタイナー園 
1日体験

ヴァルドルフの森キンダーガル
テンなのはな園 6月29日㈯午前
9時30分 〜11時30分 同 園
2,000円、会員1,500円 同園

http://www.nanohana-en.
com/をご覧のうえ、同園 79-45 
98・ otona-taiken@nanohana-
en.com

大人のための①韓国語、②英会話
入門講座

国際文化交流協会 6月29日
〜8月17日の毎週土曜日①午後2時
30分〜3時30分、②午後3時45分

〜4時45分（いずれも全8回） 三
鷹市公会堂さんさん館 6,000円

（8回分。別途テキスト代2,000円が
掛かります） 前田☎090-64 
89-2803

第47回三鷹雑学大学講義　敬語は
いま？

6月30日㈰午前10時〜正午
消費者活動センター 当日会場へ

近藤☎48-1490

健幸ストレッチ教室 理学療法士を
めざす杏林大生のサポートと交
流★

体笑会 7月6日㈯午後1時30
分〜3時30分 60歳以上の方30
人 同大学井の頭キャンパス（下
連雀5-4-1） 杏林大学保健学部准
教授の榎本雪絵さん 500円（教
材代） 6月18日㈫までに同会
☎090-7173-6425・ taishohkai 
@yahoo.co.jp（申込多数の場合は
抽選）

伝言板
高齢者も楽しめるボッチャを体
験してみよう！！―パラリンピッ
ク公式競技

杏林大学 6月8日㈯午前10時
30分〜正午 50人 同大学井の
頭キャンパス（下連雀5-4-1） 6月
5日㈬までに代表者の必要事項（11
面参照）・参加人数を同大学広報・
企画調査室 44-0892・ koho 
@ks.kyorin-u.ac.jp（先着制） 同
大学広報・企画調査室☎44-0611

一汁一菜カフェ 子どもも大人も
おにぎりと具だくさんみそ汁で
交流会

ルーテル学院大学第9期地域福祉
ファシリテーター修了生 6月8日
㈯午前11時〜午後2時 上連雀堀
合地区公会堂 100円 当日会場
へ みたかボランティアセンター 
☎76-1271

むさしのカレッジ「さくらで染め
る」―桜のつぼみや枝で草木染め

西武・武蔵野パートナーズ 6
月30日㈰午前10時〜午後2時30分

16人 野川公園 1,500円（材
料代、保険料を含む） 直接また
は電話で同公園サービスセンター
☎31-6457（先着制）

わがまちジャーナル6月号
地上11chで放送中
多摩六都科学館探訪　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。

7月7日発行号
原稿締切日 6月13日（木）
7月21日発行号
原稿締切日 6月26日（水）

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。

◆わたしの庭部門（自薦部門）
　通りに面する四季の彩りや緑豊かな庭などが対象です。自宅の庭や通学・
通勤している市内の学校・事業所の花壇などをご紹介ください。
◆私の緑のお気に入りスポット部門（他薦部門）
　市内の花や緑で彩られたお気に入りの風景や街並み、身近にある大切に
したい樹木や樹林、憩いの空間など、市民のみなさんの目に触れる後世に残
したい緑の風景をご紹介ください。

三鷹市市民緑化推進委員会、市　 在学・在勤を含む市民
6月28日㈮（必着）までに同協会へ（各部門1人1点、両部門への応募可）

　応募いただいた写真は作品集に掲載
するほか、今秋開催の同フェスタ会場
や、展示会などでパネル展示します。
また、応募者全員に参加記念プレート
を贈呈します。

◇注意事項
　道路などから見える庭や街並みの写真
に限ります（花や樹木のズームアップ写真
は不可）。詳しくは募集要項（同協会、市
緑と公園課〈市役所5階56番窓口〉、コミュ
ニティセンターなどで配布。市ホーム
ページや同協会ホームページ http://
hanakyokai.or.jp/からも入手可）を確認
のうえご応募ください。

「ガーデニングフェスタ2019」 NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会☎46-2081

街角の庭や緑の街並みの
写真を募集します

主催者  日時・期間  対象・定員  場所・会場  講師  費用（記載のないものは無料）  持ち物  申込方法  問い合わせ  保育あり  手話（要約筆記）あり
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