
 
 

催し
田島征彦展―型絵染と絵本原画

ぎゃらりー由芽 12月15日㈰
までの正午～午後7時（15日は5時
まで） 同画廊、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）

からだもあたまも気持ちもスッキ
リ日曜日！駅前ラジオ体操＆軽いウ
オーキングとごみ拾い＆朝カフェ！

つながりのはじめまして 毎週
日曜日午前6時25分から（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 同会☎080-3356-5617・

https://www.enchante-mi 
taka.tokyo/

笑って元気！ラフターヨガ（笑い
ヨガ）

三鷹台ラフタークラブ 12月3
日㈫午前10時30分～正午 牟礼
地区公会堂 500円 高瀬☎
55-5058

元気ひろば おれんじの催し
①アンガーマネジメント＝12月

5日㈭午前10時～11時、②ペット
ロスを考える会＝7日㈯午後2時～
3時30分、③やさしい陶芸＝10日
㈫午前10時～11時30分 同会（中
原3-1-65） ①2,200円、③2,500
円 ①③同会☎76-5940、②当
日会場へ

みたかふれあいサロンの催し
①スマホ・タブレットなんでも

相談会＝12月5日㈭午後3時45分
～5時、②カルチャー講座 楽しい
俳句＝26日㈭午前10時～正午 三
鷹産業プラザ ①1,500円、②500
円 ①NPO法人シニアSOHO
普及サロン・三鷹☎40-2663・
40-2664、②当日会場へ

ママの応援サイトmiccu-fanま
つり

12月6日㈮午前11時～午後3時
元気ひろば おれんじ（中原3-1-

65） 体験コーナーなど一部有料
（300円から） 当日会場へ 柿
沼☎76-5940

三鷹がん哲学外来カフェ：がん
と生きる人々が悩みを語り合い
心がなごむカフェ

日本キリスト教団相愛教会
12月7日㈯午後2時～4時 同教会

（牟礼4-3-46） 200円 当日会
場へ 宮本☎44-7518・ mita 
kagancafe@yahoo.co.jp

三鷹キャンドルナイト2019
三鷹第一小学校おやじの会（ダ

ディベア） 12月7日㈯午後4時
30分～7時 一小 当日会場へ

庄司☎090-8803-5439

笑う呼吸法（ラフター（笑）ヨガ）
東京三鷹の森わっはは楽楽（わ

いわい） 12月8・22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☎090-3902-96 
91・ 44-7772（初回のみ申込）

「三鷹の歴史交流会」矢崎篤会長
をお呼びして三鷹の村々につい
ての話をします

12月8日㈰午後1時30分～4時
三鷹市公会堂さんさん館

300円 三鷹市の地図 当日会
場へ 髙槗☎49-3126

東アジア地球市民村大忘年会
同実行委員会 12月8日㈰午

後1時30分～6時 沙羅舎（下連雀
3-1-24） 1,000円 当日会場へ

中島☎080-3004-1809

ティータイム広場（障がいのある
我が子を語ろう）

三鷹市心身障害者（児）親の会
12月9日㈪午前10時～正午

同会（下連雀1-8-22HYビル3階）
当日会場へ 愛沢☎24-7888

歌声サロンの催し
①歌声サロン中原＝12月10日

㈫午後1時～4時、②歌声サロン三
鷹＝18日㈬午後1時～3時 ①新
川中原コミュニティセンター、②生
涯学習センター ②500円 当
日会場へ 金子☎49-8899

気楽に手作りの会（粘土アート・ 
トールペイント・つる＆籐・押し花）

12月12日、令和2年1月9日の木
曜日午後1時～3時30分 三鷹駅
前コミュニティセンター 初回
1,200円 荒牧☎080-6531-
7766

子育てコンビニひろば
NPO法人子育てコンビニ 12

月13日、令和2年1月10日の金曜日
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

いっしょにホットヨガを楽しみ
ましょう！子ども連れOKです！

NPO法人子ども生活・ゆめこう
ば 12月13日㈮午前10時30分～
11時30分 フリースペースつぎ
あてポッケ（大沢1-16-26） 500
円 同法人（相川）☎34-0040

おむすびハウス歌声カフェ クリ
スマスジャズコンサート

おむすび倶楽部友の会 12月
14日㈯午後1時30分～3時30分
おむすびハウス（下連雀1-10-20）
300円（茶菓代） 藤原☎46-41 
17・ omusubimitaka@gmail.
com

「私はワタシ―LGBTドキュメン
タリー映画」上映会＆お話・田中
かず子さん

わいわい勉強会in三鷹 12月
14日㈯午後1時30分～4時30分
市民協働センター 800円（学生・

未成年者は無料） 当日会場へ
同会☎080-5465-8138

12月おはなしの森―昔話や文学
小品を語りで「初雪のふる日」「漁
師と魔人」ほか

わたげの会 12月14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

半田☎34-2633

市民ダンスパーティー
三鷹市PMSジャズオーケストラ
12月14日㈯午後5時30分～8時

30分 三鷹駅前コミュニティセン
ター 当日会場へ 篠崎 pms 
jazz@yahoo.co.jp

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 その2

くらしのお金を学ぶ会 12月
15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） 12月13日
㈮までに伊達☎050-3570-1357・

kurashi.okane.mtk@gmail.com

第53回三鷹雑学大学講義 金融政
策の悲劇

12月15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

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
12月15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

クリスマス会を楽しもう
アリスみたか（三鷹市ひとり親

家庭福祉会） 12月15日㈰午前11
時30分～午後3時 生涯学習セン
ター 幼児100円、小学生以上
200円（会員は小学生以上100円）

ふるたに☎090-4713-5210・
paamandayo@yahoo.co.jp

三鷹市管弦楽団第59回定期演奏
会

12月15日㈰午後2時から 芸術
文化センター風のホール 1,000円
※先着100人にチケットプレゼント
あり。詳しくは同楽団ホームページ

http://mitaka-city-orchestra.
com/へ 辰口☎49-6152

第175回井の頭かんさつ会「地衣
類って何？」

井の頭かんさつ会 12月22日
㈰午後1時～3時 井の頭公園
300円 同会 http://kansatsu 
kai.net/ 同会（田中雅子） fe8n 
2h@bma.biglobe.ne.jp

会員募集
ダンスKEI（社交ダンス入門コース）

毎週木曜日午後7時～8時 三

鷹駅前コミュニティセンター 月
額2,000円 落合☎48-6550

やよい会（詩吟）
①毎週水曜日午後1時～3時50

分、②毎週木曜日午後1時～5時
①三鷹駅前コミュニティセンター、
②新川三丁目地区公会堂 入会
金1,000円、月額3,500円 中
村☎33-9709

三鷹健康体操
毎週金曜日午前10時～正午

牟礼コミュニティセンター 入会
金1,000円、月額3,000円 小
菅☎090-5322-0638

SENGAWAハレルヤゴスペルク
ワイア

仙川キリスト教会 毎月第3土
曜日午後3時～4時30分 同教会

（中原1-24-8） 1回1,000円
杉井☎090-7639-5205

彩翠会（絵画制作）
毎週木曜日午後0時30分～3時

30分 生涯学習センター 入会
金2,000円、月額400円程度（講師
依頼時は別途かかります） 木
下☎080-6595-6454・ 43-17 
64

男声合唱ゴールデンメイツ
毎月第2・4木曜日午後1時30

分～4時 牟礼コミュニティセン
ター 入会金1,000円、月額3,000
円 福田☎090-7945-2853

審美会（油彩、水彩、パステル、
デッサン）

毎週月曜日午前9時～正午 生
涯学習センター 月額4,000円

四方☎090-1774-7205

イギリス英語で学ぼう英国の文
化と歴史（英会話中級～）

毎週火曜日午後7時～8時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
月額5,000円 田村☎090-

3437-1461

ベッセルスポーツクラブ（ソフト
バレーボール）

毎週火曜日午前9時～正午
SUBARU総合スポーツセンター
入会金1,000円、月額1,000円

佐藤☎49-6839

女声合唱 なごみ
毎月第1・3月曜日午前10時～ 

午後0時30分 牟礼コミュニティ
センター 入会金1,000円、月額
3,000円 脇田☎・ 71-6233

ラビット＆十三和会（軽体操）
毎週火曜日午前10時～11時45

分 SUBARU総合スポーツセン
ター、連雀コミュニティセンター

入会金1,000円、月額2,000円
山岸☎22-0212

スタジオ エコル（フラダンス）
毎月第1・2・3水曜日午前10時

30分～11時30分 芸術文化セン
ター 月額3,000円 伊藤☎
080-1359-2218

サクラダンスサークル（社交ダン
ス）

毎週金曜日午後7時20分～9時
三鷹駅前コミュニティセンター
入会金1,000円、月額4,000円

井上☎・ 46-6137

伝言板
公開講演会「近代仏教としての文
学―キリスト教と親鸞と」

ICU宗教音楽センター 12月6
日㈮午後6時～7時 同センター

同センター☎33-3330・
smc@icu.ac.jp

武蔵野赤十字病院の催し
①糖尿病教室「糖尿病と神経疾

患」「糖尿病の検査」＝12月7日㈯午
後1時～3時（0時30分から受 付）、
②健康生活支援講習 スマイル教
室「知って得する排泄のこと」＝17
日㈫午前10時から、午後2時から

同病院 当日会場へ 同病院
医療社会事業課☎32-3111

市民公開講座「脳卒中になったら
―早く病院へ行くことの大切さ、
そしてリハビリについて」

北多摩南部保健医療圏 脳卒中
医療連携検討会 12月8日㈰午後
2時～4時 100人 武蔵野赤十
字病院 当日会場へ 同病院医
療連携課（上垣）☎32-3111

聖歌隊・ハンドベル クリスマス
コンサート

ルーテル学院大学 12月14日
㈯午後1時～2時20分 同大学チャ
ペル 当日会場へ 同大学企画
広報センター☎32-2949

正月飾りを作ろう―稲わらを編
んでしめ飾りを作る

西武・武蔵野パートナーズ
12月22日㈰午前10時～午後3時

中学生以上の方18人 野川公
園自然観察センター 1,000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12月号
地上11chで放送中

くらしのINDEX
「戦後74年戦争体験を語り継ぐ
―『ぼくは風船爆弾』に込めた
平和への祈り」　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。

令和2年1月19日発行号
原稿締切日 12月18日（水）
2月2日発行号
原稿締切日 1月8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
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。

　大正期の教養主義における翻訳の役割と、山本有三による翻訳の位置付けについて紹介します。
同記念館、NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構
令和2年1月19日㈰午後2時～3時30分
70人　 三鷹ネットワーク大学　 東京大学名誉教授の井上健さん
2年1月7日㈫までに往復はがきで必要事項（11面参照）・参加者氏名（2人まで）・何を見て応募し

たかを「〒181-0013下連雀2-12-27山本有三記念館」へ（先着制）

同記念館☎42-6233

作家が翻訳を試みるとき
―谷崎潤一郎、芥川龍之介、山本有三

山本有三記念館
企画展関連講演会 

第117回太宰治作品朗読会『人魚の海』

　朗読は俳優の女鹿伸樹さん（写真）。
令和2年1月17日㈮午後6時～6時50分
25人
2年1月7日㈫（必着）までに往復はがきで必要

事項（11面参照）・参加者氏名（2人まで）を「〒
181-0013下連雀3-16-14グランジャルダン三鷹1階 太宰治文
学サロン」へ（1人1通。申込多数の場合は抽選）

太宰治文学サロン☎26-9150
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