
3月15日発行号
原稿締切日	2月19日（水）
4月5日発行号
原稿締切日	3月11日（水）

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.lg.jp/または 76-2490へ　 秘書広報課☎内線2129

催し
みんなの保健室「おしゃべり会」

暮らしの保健室in三鷹 2月17
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 同会☎44-6359

歌声サロンの催し
①歌声サロン三鷹＝2月19日㈬午

後1時～3時、②歌声サロン中原＝3
月10日㈫午後1時～4時 ①生涯学
習センター、②新川中原コミュニティ
センター ①500円 当日会場へ

金子☎49-8899

元気ひろば おれんじの催し
①己書楽書道場＝2月20日㈭午

前10時～11時30分、②大人のアト
リエ＝21日㈮午後1時～2時30分、
③粘土アート＝27日㈭午後1時30
分～3時 同会（中原3-1-65） ①
2,000円、②1,000円、③1,800円

同会☎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 2
月22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・ mitaka 
gancafe@yahoo.co.jp

春からおもてなし中国語
中国語広場 2月23日～4月26

日の毎週日曜日午後1時30分～3時
30分・午後6時～8時 三鷹駅前コ
ミュニティセンター 2,500円（1回）

おう☎090-8001-9720（午前
中）

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

2月25日㈫午後0時30分～2時
同センター（上連雀4-1-8） 当日

会場へ◆物品提供は春物衣類と新
品の食器やタオルのみ。セール当日

を除く平日午前9時～午後5時に受
付 同センター☎48-0648

ゆず唐辛子作りとおしゃべりミニ
ランチ会

三鷹市の福祉をすすめる女性の
会 2月26日㈬午前10時～午後1時

福祉センター 200円 フル
タニ☎090-4713-5210

ザックバランに話そう会
21世紀はあなたが主役 2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 2月27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

春です太極拳でゆったり体を動
かしてみませんか―手技の解説
を聞きながらの公開練習です

いきいき太極拳Aクラス 2月
27日㈭午後1時15分～2時45分・午
後2時45分～4時15分 福祉セン
ター 当日会場へ 同クラス☎45-
5386

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 2月27日、3月5日の木

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）

みたかふれあいサロンの催し
①タブレット講座「アプリの新機

能・さらに使いやすく」＝毎月第2・
4金曜日午後1時15分～2時45分、
②ICT（スマホ タブレット パソコン）
あれ？それ！相談会＝3月3日㈫午後
3時40分～5時40分 ②1～2人
三鷹産業プラザ ①2,000円（1回）、

②30分500円（別途教材代、材料代 
が掛かります） NPO法人シニ 
アSOHO普及サロン三鷹☎40-26 
63・ 40-2664（①は電話のみ、② 
は先着制）

講演会「終末期医療の考え方―延
命治療とは」★

三鷹・高齢社会をよくする会
2月28日㈮午後2時～4時 生涯学
習センター 医師の高橋壮芳さん

100円（資料代） 当日会場へ
新井☎・ 31-8889

茶道を気軽に楽しみましょう★
茶道を楽しむ会 3月3日㈫午後

1時～4時 生涯学習センター 石
州流師範の青木明男さん 300円

当日会場へ 今井☎49-9451

新しい自分に出会える？外出し
なくてもあなたに代わってロボッ
トが一役買う生活

大人の寺子屋三鷹 3月7日㈯午
後1時30分～3時30分 みたかボ
ランティアセンター 当日会場へ

同センター（吉田）☎76-1271

ころがるロボットで楽しくプログ
ラミング体験会

パソコンエイド 3月7日㈯午後
2時～4時 小学3～6年生3人（要
送迎） みたかボランティアセンター

500円 3月5日㈭までに往復は
がきまたは電子メールで必要事項（7
面参照）を「〒181-0004新川4-18-1
牟田総男」・ td6f-mt@asahi-net.
or.jp（先着制） 牟田☎49-0542

弁護士の伊藤真さん憲法講演会
「私たちの憲法を学ぼう―どう
なっちゃうの？憲法」★

憲法を学ぶ会 3月7日㈯午後
3時～5時 生涯学習センター
200円（資料代） 当日会場へ 佐
藤☎090-6183-3423

9人制バレーボール審判講習会
（家庭婦人）

三鷹市家庭婦人バレーボール連
盟 3月8日㈰午前9時～午後5時

SUBARU総合スポーツセンター
300円 2月29日㈯までに志

藤☎042-338-3750

家族ではじめる家計改善術 家計
管理で無駄を減らしてメリハリ
家計をつくろう！

くらしのお金を学ぶ会 3月8
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） 3月6日㈮
までに伊達☎050-3570-1357・
kurashi.okane.mtk@gmail.com

東日本大震災復興支援 チ ャ リ
ティーコンサート第9弾

井の頭わが街コンサートの会
3月8日㈰午後2時から 井の頭コ
ミュニティセンター新館 当日会場
へ 同会（飛山）☎44-1095

「笑って元気に」ユーモア川柳と
遊ぼう★

みたかユーモア川柳の会 3月9
日㈪午前10時30分～午後0時30分

生涯学習センター 全日本川柳
協会会員の藤井敬三さん 当日会
場へ 浅見☎49-3872

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）

3月12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

映画「道草」上映会・岡部耕典氏
（早稲田大学教授・出演者の父）
講演会

（社福）巣立ち会 3月14日㈯午後
2時から 三鷹市公会堂さんさん館

1,000円 同法人（植田）☎34-
2761・ 39-7781

手ぶらで、親子でバイオリン
みーつみゅーじっく 3月26日㈭

午前10時～正午 年少～小学校低
学年のお子さんと保護者8組 三鷹
駅前コミュニティセンター 500円

（親子ペア） 金 meetsmusic@
gmail.com（先着制） 金☎30-83 
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静代さんときよさんの「三月の羊」
朗読会vol.3

三月の羊 3月26日㈭午前11時
30分～午後2時30分 三鷹「モダ
ンタイムス」（下連雀3-32-6） 1,500
円 同事務局（原）☎090-6528-
2074

中高年のためのクラシックギター
無料講習会

ギターアンサンブルみたか 4
月4日㈯（説明会）、4月11日～6月27
日の毎週土曜日午前10時～正午（全
10回） 芸術文化センター 1,500
円（テキスト代） 川原☎080-
6628-8242・ 41-7302

伝言板
健康生活支援講習スマイル教室
特別編「フレイル予防で認知症予
防 音楽療法で脳を活性化」

武蔵野赤十字病院 2月29日㈯
午後1時30分～3時30分 同病院

当日会場へ 同病院医療社会事
業課☎32-3111

第65回公開講演会「特別講座」統
合失調症

井之頭病院 3月7日㈯午前10
時～正午 同病院 当日会場へ
同病院（田中）☎44-5331

武蔵野の森公園 野鳥観察会 里山・
草原・水辺の鳥たちとの出会い

3月14日㈯午前9時30分～11時
30人 同公園 直接または

電話で同公園サービスセンター（林）
☎042-365-8435へ（先着制）

㈱まちづくり三鷹　契約社員
◆職務内容 窓口業務
◆勤務期間 4月1日～令和3年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間 月～日曜日(実働週5日40
時間、早番・遅番の2交代制)
◆勤務場所 三鷹駅前市政窓口
◆報酬(月額 ) 226,000円、交通費支給、
賞与支給

3月2日㈪午後5時(必着)までに必要
書類を直接または郵送で「〒181-8525
㈱まちづくり三鷹」へ（書類選考後、面接）
※募集要項など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
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 介護職（パートタイマー）
◆資格	 介護福祉士、介護職員初任者
研修または介護職員実務者研修修了者

（ホームヘルパー2級以上）
◆勤務時間	 祝日を除く月～金曜日午
前9時～午後4時（応相談）
◆勤務場所	 老人保健施設はなかいど
う
◆報酬（時給）	 1,300円

電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付）・ 
資格証の写しを直接または郵送で「〒 
181-0002牟礼6-12-30三鷹市社会福祉

事業団」・☎44-5211へ
※詳しくは同事業団ホームページ
https://www.mitaka.or.jp/へ。

（社福）三鷹市社会福祉協議会　職員
◆職種	 ①登録ホームヘルパー（訪問介
護〈身体介護、生活援助〉）、②ガイドヘ
ルパー（同行援護従事者）
◆資格	 ①介護福祉士、ヘルパー2級
以上、介護職員基礎・初任者・実務者
研修修了者、②同行援護従事者養成研
修応用課程修了者
◆勤務時間	 午前8時～午後6時
◆報酬（時給）	 ①身体介護＝1,900円～、
生活援助＝1,310円～（勤務実績に応じ
て昇給あり）、②1,250円（活動手当1回
300円）

2月17日㈪から電話連絡のうえ、
履歴書（写真貼付）・資格証の写しを同協
議会☎79-3509へ
にじいろ保育園三鷹新川　 
保育士（非常勤職員）
◆資格	 保育士
◆勤務時間	 週3～5日午前7時～午後8
時30分（実働5～8時間）
◆報酬（時給）	 1,090円（午前9時以前、
午後5時以降は1,590円）

電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付）・ 
資格証の写しを同園（新川6-33-15）・☎
26-7402へ ※「市からのお知らせ」は7面からご覧ください。

防衛省自衛隊（令和2年春採用）
◆職種	 ①自衛官候補生、②一般幹部
候補生、③予備自衛官補（一般・技能）
◆資格	 ①18歳以上33歳未満の方、②
22歳以上26歳未満の大卒者（卒業見込
みを含む。修士課程修了者は28歳未満）、
③一般＝18歳以上34歳未満の方、技能
＝18歳以上で国家資格免許を有する方
◆試験（1次）	 ①受け付け時に通知、②
5月9日㈯・10日㈰、③4月18日㈯～22
日㈬のうち1日

自衛隊東京地方協力本部西東京地
域事務所☎042-463-1981へ（②3月1日
㈰～5月1日㈮、③4月10日㈮まで）

総合オンブズマン相談（3月）
5・12・26日＝中村一郎さん（弁護士）、

19日＝片桐朝美さん（杏林大学准教授）、
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

①空き家セミナー「あなたは大丈
夫？『実家の相続』と空き家問題」 
②個別相談会

3月7日㈯①午後1時30分～2時55分、
②3時～4時30分

①60人、②15組
三鷹駅前コミュニティセンター
NPO法人空家・空地管理センター☎

0120-336-366へ（午前9時～午後5時）
（先着制）
※当日受け付けも可。

都市計画課☎内線2812

令和元年度 第2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。

3月2日㈪午後4時から
10人
教育センター

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