
12月15日発行号
原稿締切日	11月１８日（月）
1月1日発行号
原稿締切日	11月22日（金）

いずれも午後5時まで※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。

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
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。
※タイトル後に★のあるものは生涯学習課の講師派遣事業。

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/または 76-2490へ　 秘書広報課☎内線2129

催し
しろがねGalleryの催し

①藏隆幸「花と縄文69展―日本
画」展＝11月20日㈬まで、②アトリエ・
フラン F0（ゼロ）展＝22日㈮～27日
㈬、いずれも午前11時～午後7時（①
20日は5時まで） 同画廊 期間中
会場へ 同画廊☎43-3777（木曜日
休み）

三鷹市借地人連絡会「秋学習会」
11月17日㈰午後1時30分～4時
井の頭コミュニティセンター

当日会場へ 津☎47-9687

元気ひろば おれんじの催し
①羊毛フェルトでクリスマス飾り

作り＝11月18日㈪午前10時～11時
30分、②己書楽書道場＝21日㈭午
前10時～11時30分、③手作りアク
セサリー教室＝25日㈪午後1時30分
～3時、④ブロッコリーチャリティー
バザー（雑貨・衣料品ほか）＝29日㈮
午前11時～午後4時・30日㈯午前
10時～午後2時 同会（中原3-1-65）

①1,800円、②2,000円、③2,900
円 ①～③同会☎76-5940、④
当日会場へ

みんなの保健室「おしゃべり会」
暮らしの保健室in三鷹 11月18

日㈪午後0時30分～2時30分 廣
寿堂薬局（下連雀3-33-17） 100円

当日会場へ 多田☎44-6359

みたかふれあいサロンの催し
①iPadを使って脳をイキイキ・

ワクワク「脳若トレーニング」＝11月
19日㈫、12月7日㈯午前10時30分
～正午、②PC道場（PC・タブレット
など。お困りの相談にも応じます）＝
毎週水曜日午後1時～3時15分、毎
月第4土曜日午後6時15分～8時15
分 ②10人程度 三鷹産業プラザ

①500円、②2,000円（いずれも1
回） ①NPO法人シニアSOHO

普及サロン・三鷹☎40-2663・
40-2664、②当日会場へ（先着制）

奥多摩の仲間たちの文化祭
奥多摩ふれあい農園 11月20日

㈬～24日㈰正午～午後5時 ギャ
ラリーカフェテラス（下連雀1-14-
1） 期間中会場へ 新関☎090-
5309-2365

元山仁士郎さんの講演「沖縄県民
投票と憲法」

三鷹9条の会 11月23日（土・祝）午
後2時～4時30分 市民協働セン
ター 500円 当日会場へ 久保
田☎46-7094

外国人留学生との食事会参加ボ
ランティア事前説明会

つながりのはじめまして 11
月24日㈰午前9時～10時 ガス
ト三鷹駅南口店 飲食代実費  
同 会 https://www.enchante-
mitaka.tokyo/ 同会 naomira 
clecoco@hotmail.co.jp

子どものためのフリーマーケッ
ト・遊びとたき火と「ティピーを
たてて秋の子どもバザール」

NPO法人子ども生活・ゆめこう
ば 11月24日㈰午前11時～午後3
時 農業公園 当日会場へ。出
店希望者は事前に同法人（相川）☎・

34-0040

初めてのトールペイント体験「ク
リスマスをお絵かき」

Enjoy養生Life 11月25日㈪午
後0時45分～2時45分 廣寿堂薬
局（下連雀3-33-17） 500円（お茶
代を含む） 当日会場へ 佐藤☎
46-8003

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 11月26日、12月10日

の火曜日午後1時30分～4時30分
芸術文化センター 600円（初回

800円） 小林☎・ 26-6825
（当日参加も可）

ザックバラーンに話そう会
21世紀はあなたが主役 11月

26日㈫午後1時30分～5時 女性
交流室（下連雀3-30-12中央通りタ
ウンプラザ） 300円（茶菓代を含む）

モリ☎090-8625-2063・
47-5033（初回のみ申込）

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 11月28日㈭午

前10時～正午 三鷹市公会堂さん
さん館 100円 当日会場へ 加
藤☎080-5496-9758

ドキュメンタリー上映＆講演会
「どうなる、どうする？水の未来
―日本の水道」★

市民社会の実現をめざす会
11月30日㈯午後1時30分～4時30
分 生涯学習センター アジア太
平洋資料センター（PARC）共同代表
の内田聖子さん 500円（資料代）

当日会場へ 石黒☎080-6250-
1496

三鷹一日うたごえ
11月30日㈯午後1時30分～4時

30分 三鷹市公会堂さんさん館
1,000円 当日会場へ 藤井☎48-
4688

足から健康を考える外反母趾（ぼ
し）巻き爪改善

倉橋 11月30日㈯午後2時か
ら 三鷹市公会堂さんさん館
1,500円（マッサージオイル代を含む）

倉橋☎090-4941-3533

高齢者の健康を守る！65歳から
の介護予防講座（老化防止・温か
い体で冬を乗り切ろう）

高齢者健康応援クラブ 12月1 
日㈰午前10時25分～11時55分  
消費者活動センター 日留川☎ 

090-6487-5278・ hiru@ihanyu. 
jp

びよんどネット蚤の市―三鷹・
武蔵野地域のホームレス支援の
ための

12月1日㈰午前10時30分～午後
2時 るま・ばぐーす（下連雀4-17-
6） 当日会場へ びよんどネット

（湯川）☎46-5240

尺八・大正琴でつづる想い出歌
謡・演歌 演奏会★

塚本尺八研究会 12月1日㈰午
後1時30分～4時30分 生涯学習
センター 大正琴「かすみ草の会」
主宰で師範の馬場満子さん 当日
会場へ 小池☎43-6460

本格落語が親子で楽しめる！げ
んこつ寄席

学童保育げんこつ組 12月8日
㈰午後2時～3時40分 ルーテル学
院大学 大人1,100円、小～大学生
500円、幼児200円、障がい者800
円、障がい児400円（当日券は大人
1,400円、小～大学生800円）
同会（中村）☎32-3081・ info@
genkotsu-fc.com

健康マージャン入門講座
健康マージャン三鷹 12月11日

～25日の毎週水曜日午前10時～正
午 三鷹商工会館（下連雀3-37-15）

1,000円（1回） 12月10日㈫ま
でに青沼☎070-6454-8141

アロマハンドトリートメント講習
会★

ゴールドフィンガー 12月11日
㈬午後2時～3時30分 15人 生
涯学習センター ハンドトリート
メントインストラクターの山本京子
さん 500円（材料代） 小山☎
080-5696-0687・ 40-6383（先
着制）

アトリエパラムの催し
①縁起物苦難ザルを作ろう！＝

12月12日、②羊毛フェルトで作る
干支ねずみ＝19日、いずれも木曜
日午後1時から みたかスペース
あいプラス（下連雀3-28-20） ①
800円、②1,300円 裁縫道具、は
さみ 塩多☎71-8668・ ne 
nechan_baaba@yahoo.co.jp

誰でも「ボッチャ」楽しむ会★
ボッチャの輪つくろう会 12月

13日㈮午後1時30分～4時 生涯
学習センター 杏林大学准教授の
一場友実さん 100円（教材代）

みたかボランティアセンター☎
76-1271・ 76-1273

杏林大学准教授榎本雪絵さんに
よる健幸ストレッチ教室

体笑会 12月14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） 500円 12月1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
学生とランチを一緒に！食DE絆

地域福祉ファシリテーター第5期
修了生・ルーテル学院大学学生有
志 11月20日㈬午前11時～午後1
時 同大学 昼食代実費 当日会
場へ 同大学コミュニティ人材養
成センター☎31-7920

公開シンポジウム「一事例を多様
なアプローチで考察する―これ
からの臨床心理学の可能性」

ルーテル学院大学臨床心理相談
センター 12月14日㈯午前10時～
正午 同大学 同センター☎
32-0316

学校健診補助登録者
◆職務内容 児童・生徒の健康診断補
助（内科・耳鼻科・眼科・歯科）、庶務
◆資格 看護師免許、歯科衛生士免許

（歯式が書ける方）、養護教諭経験者
◆勤務期間　登録期間中（令和2年3月1
日～4年2月28日）の4～6月の平日
※学校担当者からの連絡で勤務。
◆勤務場所	 市立小・中学校
◆謝礼	 時給1,650円（交通費を含む）

12月20日㈮（必着）までに履歴書（写真
貼付）・資格証の写しを直接または郵送
で「〒181-8505下連雀9-11-7学務課」へ

同課☎内線3236
㈱まちづくり三鷹　臨時社員
◆職務内容 市政窓口業務
◆資格 初・中級程度のパソコン操作
ができる方
◆勤務時間 週4日（実働週28時間の交
代制。土・日曜日の勤務あり）
◆勤務場所 三鷹駅前市政窓口
◆報酬 時給1,030円、交通費支給
◆採用予定日 令和2年１月１日

12月2日㈪午後5時（必着）までに履歴
書（写真貼付）・メールアドレス・個人情
報の取り扱いについての同意書（同社ホー
ムページから入手可）を直接または郵送
で「〒181-8525㈱まちづくり三鷹」へ（面
接あり）
※詳しくは同社ホームページ https: 
//www.mitaka.ne.jp/をご覧ください。

三鷹駅前市政窓口☎42-5678
井の頭地区住民協議会　嘱託員
◆職務内容 図書室カウンター業務、配 
架業務など
◆資格 昭和35年4月1日以降生まれで、
司書または図書館勤務経験者
◆勤務期間 令和2年3月1日～3年2月
28日（再度の任用の場合あり）
◆勤務時間 週2日午前9時45分～午後
8時15分（実働6.5～7.5時間、土・日曜
日の勤務あり）
◆勤務場所 井の頭コミュニティセン
ター本館
※詳しくは募集要項（同センターホーム
ページ http://inokashiracc.jp/また
は同センターで入手）をご覧ください。

12月13日㈮（消印有効）までに受験申
込書兼履歴書（写真貼付）・あれば資格証
の写しを特定記録郵便で「〒181-0001
井の頭2-32-30井の頭コミュニティセン
ター」へ

同センター☎44-7321

母子・父子・婦人相談
　DV、ストーカー、夫婦・親子の問題、
ひとり親家庭などについて相談できます。

平日午前8時30分～午後5時 ※「市からのお知らせ」は7面からご覧ください。

子育て支援課（市役所4階）☎内線
2754へ
◆その他の相談窓口
・東京ウィメンズプラザ☎03-5467-24 
55（年末年始を除く午前9時～午後9時）
・東京都女性相談センター☎03-5261-
3110（平日午前9時～午後8時）
・東京都女性センター多摩支所☎042-
522-4232（平日午前9時～午後4時）
・警視庁総合相談センター☎03-3501-
0110（平日午前8時30分～午後5時15分）
犯罪被害による心の悩み相談
◆犯罪被害者ホットライン　
☎03-3597-7830（平日午前8時30分～
午後5時15分）
◆三鷹警察署 犯罪被害者臨時相談窓口

11月27日㈬午後1時30分～3時
市役所 1階市民ホール
当日会場へ
同署☎49-0110、市安全安心課☎内

線4521
総合オンブズマン相談（12月）

 5・12・26日＝片桐朝美さん（杏林
大学准教授）、19日＝中村一郎さん（弁
護士）、いずれも木曜日午後1時30分～
4時30分

相談・情報課（市役所2階）
同課☎内線2215へ

不動産相談会
（公社）東京都宅地建物取引業協会、三

鷹商工会
12月13日㈮午後1時～4時
三鷹商工会館（下連雀3-37-15）
三鷹商工会☎49-3111へ
同協会武蔵野中央支部☎26-5891

令和元年度第2回三鷹市国民健康
保険運営協議会の傍聴

11月27日㈬午後6時30分～8時30分
10人
市議会協議会室（市役所3階）
当日会場へ（先着制）
保険課☎内線2386
令和元年度第１回三鷹市総合教育
会議の傍聴
 教育を行うための条件整備、地域の実
情に応じた教育についての協議・調整。

12月3日㈫午後4時から
20人
三鷹市公会堂さんさん館

必要事項（7面参照）を企画経営課 
☎内線2150・ 48-1419・ kikaku@ 
city.mitaka.tokyo.jpへ（先着制）
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