
12～3月生まれの方の特定健診・
後期高齢者健診
　対象者には受診票を9月下旬に発送
します。

特定健診＝4月1日から継続して三鷹
市国民健康保険に加入している40～74
歳の方、後期高齢者健診＝後期高齢者
医療制度に加入している方
※有料老人ホームなどに入所（入居）し
ている方は、対象外となる場合があり
ます。
※4月2日以降に三鷹市国民健康保険や
後期高齢者医療制度に加入し、健診の
機会がない方は、健康推進課へお問い
合わせください。会社勤務の方やその
扶養家族は、各自加入の健康保険組合
などにお問い合わせください。

同課☎内線4212
三鷹市精神保健福祉相談
　精神科専門医による個別相談。

10月3日㈭午前10時30分～正午（1
人30分）

福祉センター
障がい者支援課☎内線2656へ

骨髄ドナー登録（採血など）
10月16日・11月6日の水曜日午前中
多摩府中保健所（府中市宮西町1-26-

1）
実施日の7日前までに同保健所地

域保健担当☎042-362-2334へ

平和人権事業　 
絵画展「東京大空襲の記憶」

三鷹駅周辺住民協議会
9月25日㈬～10月6日㈰午前10時～

午後9時（日曜日は5時まで）
三鷹駅前コミュニティセンター
期間中会場へ
同センター☎71-0025

三鷹まちづくりフォトコンテスト
記念展示「三鷹の魅力、再発見」

9月26日㈭～10月4日㈮（土日を除く）
市役所1階市民ホール

期間中会場へ
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

第3回音楽サロン「鳴き叫ぶ太棹（ふ
とざお）！津軽三味線の世界」

新川中原住民協議会
9月28日㈯午後7時～9時
新川中原コミュニティセンター
当日会場へ
同センター☎49-6568

第61回北多摩地区消防大会
9月29日㈰午前9時30分～正午
都立武蔵野中央公園（武蔵野市八幡

町2-4-22）
※荒天時はSUBARU総合スポーツセン
ターで式典のみ開催。
※午前8時40分から消防ポンプ自動車
40台が㈱SUBARU東京事業所を出発し、
三鷹市内、武蔵野市内を巡回し大会会
場までパレードします。

当日会場へ
防災課☎内線4511

高齢者福祉センター敬老行事
演芸大会＝9月29日㈰午前10時～午

後3時、お茶会＝10月8日㈫午前11時
～午後3時

福祉センター
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎46-1108

多世代交流事業講演会 
「『地域』という学校」

9月29日㈰午後2時～3時30分
在学・在勤を含む16歳以上の市民で、

地域活動、教育分野などに興味のある
方20人

東多世代交流センター
（一社）エデュケーション・コミュニティ

代表理事の森田次郎さん
室内履き

審査を行い、引き続き対象となる方に
は新しい受給者証を8月下旬に郵送しま
した。届いていない方は障がい者支援 
課へお問い合わせください。また、現在 
受給者証を持っていない方で平成30年
中の所得が基準内になったなど受給要
件に該当する方は、新たに申請できま
すので同課へご連絡ください。

同課☎内線2617
自動車等燃料費助成金の請求を受
け付けます

助成対象者として認定済みの方
※対象者には必要書類を郵送します。
◆助成対象期間　平成31年4月1日～令
和元年9月30日給油分
◆助成金額　1ℓにつき50円で、各月
の使用量に応じて助成。1カ月の上限は
50ℓ（福祉タクシー券併給の方は30ℓ）

10月1日㈫～18日㈮（消印有効）に直
接または郵送で「〒181-8555障がい者
支援課」（市役所1階14番窓口）へ

同課☎内線2617
障がい者等の生活と福祉実態調査
　障がい者（児）計画の策定と福祉サー
ビスの向上に役立てるため、郵送によ
るアンケート調査を実施します。
実施期間　9月13日～30日㈪

①65歳未満の市民で障害者手帳を
お持ちの方、自立支援医療（精神通院）・
特定疾患手当を受給している方（18歳
～64歳は半数を無作為抽出）、②65歳
以上の市民で64歳以前から障害者手帳
をお持ちの方、視覚障がいおよび聴覚
障がい1・2級の方、共同生活援助、居
宅介護、重度訪問介護を利用している
方

障がい者支援課☎内線2652
三鷹市発達障がい児（者）保護者 
寄り添い支援事業公開講座

10月3日㈭午後1時30分～3時30分
50人
三鷹市公会堂さんさん館
国立精神・神経医療研究センター研究

員で日本ペアレント・メンター協会理事 
の原口英之さん、（一社）発達障がいファミ
リーサポートMarble代表理事の国沢
真弓さんほか

当日会場へ（先着制）
（一社）発達障がいファミリーサポート

Marble☎070-6573-9230、市障がい
者支援課☎内線2656

9月17日㈫午前9時から直接また
は電話で同センター☎44-2150へ（先
着制）
生活用品活用市

三鷹市消費者活動センター運営協議
会

10月1日～15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

①介護者カフェ、②介護者ひろば
①10月1日㈫午後1時30分～3時

30分＝喫茶ショップオーソレミオ（大沢
1-6-3）、②10日㈭午後1時30分～3時
30分＝元気ひろば おれんじ（中原3-1-
65）

介護者、介護経験者
①100円
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

男性介護者交流会 
「俺たちの本音トーク―自分の介護
についてみんなと話そう」

10月3日㈭午後1時～3時
市内の男性介護者、男性介護経験者
おむすびハウス（下連雀1-10-20）
当日会場へ
三鷹市社会福祉協議会☎79-3505

おとな絵本ラウンジ第52回　 
絵本を楽しむトークラウンジ「宇宙」

10月6日㈰午後2時～4時
三鷹ネットワーク大学
200円（茶菓付き）
おとな絵本ラウンジホームページ

https://otonaehon.jimdo.com/へ
星と森と絵本の家☎39-3401

『女が階段を上る時』
©TOHO CO., LTD.

吉井瑞穂（オーボエ） & 鈴木大介（ギター）
芸術文化センター　風のホール　全席指定
10月12日㈯　午後3時開演　
チケット発売中
会員＝3,600円　一般＝4,000円　
U-23（23歳以下）& O-70（70歳以上）＝2,500円
［曲目］ビ バ ル デ ィ： 
ソナタ ハ長調 RV48、 
ピアソラ（モンテス編）： 
リベルタンゴ　ほか
　マーラー室内管弦楽
団主席奏者の吉井瑞穂 
が風のホールに初登場。

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。
成瀬巳喜男×高峰秀子
芸術文化センター　星のホール　全席指定
10月19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
チケット発売日 
会員＝9月26日㈭ 
一般＝9月27日㈮
各回　 会員＝900円 

一般＝1,000円 
学生＝800円

『女が階段を上る時』
（東 宝/1960年/111
分/白黒/35mm）
『浮雲』（東宝/1955年/124分/白黒/DCP）

MITAKA "Next" Selection 20th
ゆうめい「姿」  作・演出 池田 亮
芸術文化センター　星のホール　
全席自由（日時指定・整理番号付き）
10月4日㈮～14日㈷　全13公演
チケット発売中
会員＝前売り2,000円・当日2,500円　
一般＝前売り2,500円・当日3,000円　
U-25・O-60※＝2,000円（前売り・当日とも）
高校生以下＝1,000円（前売り・当日とも）
※U-25：公演当日25歳以下、O-60：公演当日60歳以上

『あか』撮影：竹久直樹
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★の回は各500円引き

吉井瑞穂©Satoko Imazu、鈴木大介

みたか星風マート

　クッキーなどの焼き菓子や手作り雑貨など、
えりすぐりの逸品を展示・販売します。

市、同店
10月2日㈬午前10時30分～午後2時（雨天中止）
三鷹駅南口緑の小ひろば（ジブリ美術館行きバス停東側）
当日会場へ

星と風のカフェ☎44-2255（月～土曜日午前11時30分～午後6時）

障がい者自主製品
展 示 即 売 会

手作り雑貨やお菓子が並びます

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

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、休日を除く翌・翌々日が休館）
  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（9月20日㈮まで臨時休館）

※ U-23･25券、O-60･70券、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/

チケット
お求め方法

　　

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。
発売初日は電話とインターネット受け付けし、窓口販売は翌日からです。
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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.1651　2019.9.15※はがき・ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


