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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

●市役所電話（代表） ☎45-1151交換手に各課の内線番号をお伝えください。

　蚊は刺されると不快なだけでなく、危険な感染症を媒介することがあ
ります。近年では約70年ぶりにデング熱の国内発生が確認されるなど、
対策の重要性が増しています。
　蚊は水中に産卵するため、発生を抑制するには、身近な
たまり水をなくすのが最も有効です。

身の回りの水がたまりやすい場所をチェックしましょう
●屋外のバケツ、空き瓶、古タイヤなど、不要なものは片付ける
●詰まった雨どいや植木鉢の受け皿などのたまり水をなくす
●くみ置きの水は週1回清掃や交換する 

　市内8カ所のブルーベリー農園では、摘み取りと販売を行っており、市場にあまり出回ら
ない品種を栽培している農家もあります。一足先に夏の味覚を楽しみませんか。
※電話で予約のうえ、ご来園ください。
◆販売時期　8月下旬まで
◆品種　タイタン、レガシー、ティ
フブルーなど
※ 生産品種や販売時期、価格など、

詳しくは各農園へお問い合わせ
ください。 

※ そのほかの農園は、直販マップ
（同センター〈新川6-35-26〉、市
生活経済課〈第二庁舎2階〉で配
布）をご覧ください。

６月は「蚊の発生防止強化月間」です

蚊の発生防止にご協力ください蚊の発生防止にご協力ください
ごみ対策課☎内線2536

JA東京むさし三鷹経済センター☎46-2152

農園名 連絡先
板橋果樹園（牟礼3-7-17） ☎070-2826-9219
岡本泰一（新川2-5-26） ☎42-2587
清水農園（上連雀1-16-25） ☎080-5517-2100

吉野農園（上連雀9-18-10）※ ☎48-7482
（三鷹緑化センター）

ファームたかはし（井口3-17-34） ☎32-8387
野崎果樹園（野崎1-12-23）※ ☎44-6731
吉野壽夫（野崎3-6-31） ☎32-2440
吉野果樹園（野崎3-26-24） ☎090-4004-6220
※庭先販売のみ。

　犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの立ち直りを支え、犯罪や非行のない明る
い社会を築こうとする全国的な運動です。

7月は社会を明るくする運動の強調月間です
◆駅頭広報活動
　三鷹駅周辺で啓発リーフレットを配布します。

7月1日㈪午後3時～4時 
◆刑務作業製品販売会
　みたか商工まつりで、各地の刑務所で作ら
れた刑務作業製品を販売します。売り上げは
原材料費や犯罪被害者支援活動に充てられ
ます。

7月13日㈯・14日㈰
三鷹市役所周辺 

◆�映画のつどい（親子映画会『グリンチ』）＆
ごみ処理施設見学会
7月22日㈪午前10時～午後1時
100人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制） 

社会を明るくする運動 犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ

地域福祉課☎内線2613

住民基本台帳の閲覧状況 　住民基本台帳の閲覧については、閲覧の透明性を高めるため、住民基本台帳法で閲覧者の氏名や内容を
公表することが定められています。平成30年10月～31年3月の閲覧状況についてお知らせします。

閲覧日 請求者 閲覧を受託した法人 閲覧の利用目的 転記人数 閲覧に係る住民の範囲

10月

2日 東京都福祉保健局 ㈱タイム・エージェント 平成30年度東京都がん予防・検診等実態調査 50人 下連雀、上連雀／平成10年4月1日までに生まれた方
3日 情報・システム研究機構 ㈱日本リサーチセンター 日本人の国民性　第14次全国調査 16人 野崎／昭和8年10月1日～平成10年9月30日生まれの方
10日 東京都生活文化局

㈱サーベイリサーチ
センター

ゼロエミッション東京の実現に向けた自動車
利用に関する世論調査 45人 下連雀、牟礼、新川／平成12年1月1日までに生まれた方

11日 ㈱エントリーサポート 広報広聴活動に関する調査 45人 牟礼、井の頭、中原／平成12年1月1日までに生まれた方

16日
総務省統計局

（一社）新情報センター
家計消費状況調査 100人 下連雀／平成14年4月2日までに生まれた方

消費者庁消費者調査課 平成30年度消費者意識基本調査 25人 上連雀／平成15年10月31日までに生まれた方
内閣府大臣官房 平成30年度青少年のインターネット利用環境

実態調査 20人 新川／平成12年11月2日～20年11月1日生まれの方

23～26日 三鷹警察署 特殊詐欺被害防止対策 2,306人 井口、深大寺、野崎／昭和23年５月１日までに生まれた
女性

30日 内閣府大臣官房
政府広報室

（一社）中央調査社 老後の生活設計と公的年金に関する世論調査 14人 上連雀／平成12年10月31日までに生まれた方

11月

6日 ㈱RJCリサーチ 成年年齢の引下げに関する世論調査 21人 北野／昭和34年1月1日～53年10月1日、平成8年1月1日
～14年10月1日生まれの方

15日 NHK放送文化研究所 （一社）新情報センター メディア接触と政治についての調査 12人 下連雀／平成12年12月31日までに生まれた方
20日 ㈱野村総合研究所 （一社）中央調査社 テレビ視聴に関する調査 14人 牟礼／平成14年12月31日までに生まれた方

27～30日 三鷹警察署 特殊詐欺被害防止対策 2,914人 中原、北野、新川、野崎、大沢／昭和23年5月1日までに
生まれた女性

12月
11日

国立保健医療科学院
保健医療経済評価研究
センター

㈱インテージリサーチ お子さんの意識に関するアンケート 112人 上連雀／平成15年1月1日～22年12月31日生まれの方

12日 （独）国立病院機構
久里浜医療センター （一社）新情報センター インターネット使用と生活習慣に関する調査 20人 下連雀／昭和64年1月1日～平成20年12月31日生まれ

の方

1月
16日 東京大学社会科学研究所 （一社）中央調査社 働き方とライフスタイルの変化に関する全国

調査2019 26人 深大寺／昭和62年1月1日～平成10年12月31日生まれ
の方

22～25日 自衛隊東京地方協力本部 自衛官等の募集に伴う広報 1,923人 全域／平成9年4月2日～10年４月1日生まれの方
29～31日 三鷹警察署 特殊詐欺被害防止対策 2,704人 牟礼、中原、北野、新川／昭和23年5月1日までに生まれ

た女性

2月

1日
5日 慶應義塾大学パネルデー

タ設計・解析センター （一社）中央調査社 就業と生活についての調査 35人 下連雀／昭和24年2月1日～平成11年1月31日生まれの方

13日
総務省統計局

（一社）新情報センター
家計消費状況調査 50人 下連雀／平成15年4月1日までに生まれた方

内閣府
経済社会総合研究所 消費動向調査 40人 深大寺、大沢／平成15年4月1日までに生まれた方

19日 （一財）日本宝くじ協会 （一社）中央調査社 宝くじに関する世論調査 23人 井口／平成13年2月28日までに生まれた方

3月

6日 東京大学
社会科学研究所 （一社）新情報センター 親子関係についての人生振り返り調査

（3世代調査） 19人 上連雀／昭和24年3月1日～34年2月28日生まれの方

12日 （公財）生命保険文化
センター （一社）中央調査社

2019年度生活保障に関する調査 30人 上連雀／昭和24年4月1日～平成13年3月31日生まれの方

14日 慶應義塾大学パネルデー
タ設計・解析センター 就業と生活についての調査 20人 下連雀／昭和24年1月31日までに生まれた方

市民課☎内線2326

再出発を見守り、支える社会に
　犯罪や、非行を犯した人も更生して
社会へ戻れば、地域社会の一員となり
ます。犯罪や非行からの立ち直りには、
周りの人の応援や地域の中に「居場所」
があることが大きな後押しになります。
◆�更生を助け、地域で支える民間ボラ
ンティア「保護司」

　犯罪・非行からの立ち直りを地域で支
えているのが、保護司のみなさんです。
保護司は自らも地域の住民で、法務大臣
から委嘱を受けて活動する民間のボラン
ティアです。現在、市内では25人の保
護司が、専門家である保護観察官と協働
で更生の手助けを行うとともに、関係機
関・団体と協力して犯罪・非行を予防す
るための活動をしています。

◆販売場所

蚊に
刺されない
ために

・長袖や長ズボンを着用し、肌の露出を控える
・虫の忌避剤を使用する
 ・蚊が活動するやぶ・草むらをなくす
 ・網戸、防虫網を設置する

　日ごろの練習の成果を発表してみま
せんか。

6月17日㈪～7月12日㈮（消印有効）
に必要事項（15面参照）を直接または
はがき、電話、ファクス、電子メール
で「〒181-0004新川6-37-1三鷹市芸
術文化協会」（元気創造プラザ4階）・☎
45-1283・ 45-1284・ geibunkyo
@bz04.plala.or.jpへ（申込多数の場合
は抽選。結果は7月末までに連絡）
※ 直接申し込みの場合は、平日午前9

時～午後5時に同協会へ。

三鷹市芸術文化協会☎45-1283
市芸術文化課☎内線2911
募集種目 開催日

民謡 10月26日㈯
管弦楽（室内楽） 10月27日㈰
ジャズ 11月2日㈯
合唱 11月3日㈷洋舞（バレエほか）
現代日本舞踊 11月4日㉁大正琴
日本舞踊 11月9日㈯
吹奏楽 11月10日㈰吟詠・剣詩舞
謡曲・仕舞 11月17日㈰歌謡（カラオケ）
邦楽 11月23日㈷
囃子・和太鼓 11月24日㈰

第66回 市民文化祭芸能部門参加者募集


