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広報みたか

No.1531

●市役所電話（代表） ☎45-1151

2014.9.21
9月26日 ㈮
（必 着）までに往 復はがき
で必 要 事 項
（7面 参 照）
・お持ちのOSを
「〒181-0004新川6-35-16三鷹市シル
バー人材センター」へ
（先着制）

三鷹市消費者活動センター運営協議会
10月15日㈬午前10時30分〜午後1時

三鷹いきいきプラス iPad体験会

章を」＝10月6〜27日の毎 週 月 曜 日 午
後1時〜3時
（全4回）
、③エクセル応 用
「主要な関数のマスターで広がるエクセ
ルの世 界」＝10月6〜27日の毎 週 月 曜
日午後3時30分〜5時30分
（全4回）
、④
ゆうゆう教 室「ワードまたはエクセルを
自 習しながら学びます」＝10〜12月の
毎週月・水・金曜日の午前10時〜正午
または金 曜 日 午 後1時〜3時
（希 望の曜
日、時間帯を選択、いずれも月4回）

9月22日㈪以降の月・水・金曜日
午前10時〜午後4時に同会事務局☎705753へ
（先着制）
※ 受 講 者は同 会の会 員になっていただ
きます
（入会金・会費は無料）
。

10月7日㈫・10日㈮午前9時15分〜
11時45分
（全2回）
おおむね55歳以上の市民でiPad初心
者または未経験者10人
三鷹市公会堂さんさん館

野菜ソムリエの武田由季さん
筆記用具、エプロン、三角巾、布巾

秋の寄せ植え講習会

連雀地区住民協議会、社会教育会館
10月14日〜11月11日の毎週火曜日
午後2時〜4時
（全5回）
在学・在勤を含む市民90人
立正大学名誉教授の山下正治さん

連雀コミュニティセンター
園芸家の八原ダリさん
2,000円
（材料代）
スコップ、筆記用具、持ち帰り用袋
（30cmほどの鉢が入るもの）

同センター☎45-5100

11月3日㈷
50店舗
（1区画=畳1枚分）
法専寺境内
（上連雀2-5-13）
500円
（1区画分）
9月30日㈫
（必着）までに必要事項
（7
面参照）
を同商店会事務局
（ルミエール）

希望者は11月16日㈰の「市民文化祭
邦楽演奏会」に出演できます。
三鷹市邦楽連盟

44-3236・
j.lumiere4169@gmail.
comへ
（先着制）
同事務局☎41-6900

（公財）三鷹市芸術文化振興財団☎47-5122
http://mitaka.jpn.org/

ギター・リサイタル

横山幸雄 ピアノ・リサイタル・シリーズ

春風亭小朝独演会

Voyage 第8回 フォーレの室内楽

三鷹市公会堂 光のホール
全席指定
2015年1月17日㈯
13：00開演

芸術文化センター 風のホール
10月1日㈬ 19：15開演

チケット発売中
会員＝3,400円 一般＝3,800円
鈴木大介
U-23（23歳以下）＝2,000円
［曲目］J.S.バッハ（D.ラッセル編）：G線上のアリア
ヘンリー・マンシーニ：ひまわり〜シャレード
エンニオ・モリコーネ：ニュー・シネマ・パラダイス ほか
※同財団ホームページに、鈴木大介さんのインタビューを掲
載しています。

富士見商店会わくわくフリーマー
ケット出店者

9月29日 ㈪から参 加 費を同センター
へ
（先着制）

「こと・尺八・篠
（しの）
笛・三味
線・長唄」
講習会

10月1日㈬〜12日㈰に参加費を同セ
ンターへ
（先着制）

45-

市民20人

同センター☎45-5100

200円
（資料代）

芸術文化センター 風のホール
全席指定
9月27日㈯ 17：00開演

あれば琴の爪、ばち
9月30日㈫までに大浦☎・
3377へ

10月15日㈬午後1時〜3時30分

連雀コミュニティセンター

映画名曲コンサート

1,500円
（3回分、学生は無料）

連雀地区住民協議会

チケットインフォメーション
鈴木大介

社会教育会館

9月22日㈪午前9時30分〜正午は
同協議会☎41-0510へ、以降は同セン
ター☎43-7874へ
（先着制）

学習講座
「平家物語」

同センター

在学・在勤を含む小学3年生以上の市
民で、なるべく全 回 出 席できる方、各
楽器10人程度

消費者活動センター

三鷹市シルバー人材センター
①インターネット＆メール
「旅行・買
い物・探し物を…楽しく安全に」＝10月
3〜24日の毎週金曜日午後3時30分〜5
時30分
（全4回）
、②ワード初 級「使える
ワード。表や絵 入りの分かりやすい文

①②文字入力ができる方、③④ワード
またはエクセルが多少できる方、各8人

10月26日 〜11月9日 の 毎 週 日 曜 日
（全3回）
、初 心 者 ＝ 午 後1時〜3時、経
験者＝午後3時〜5時

18人

同センター☎48-6721

よくわかる・役立つ！パソコン教室

① 〜 ③7,000円
（教 材 代を含む）
、④
月額5,000円
（3カ月分前納、別途教材
代が掛かります）

野菜ソムリエによる料理教室

全席指定

チケット発売中
会員＝4,500円 一般＝5,000円
U-23
（23歳以下）
＝2,500円
横山幸雄
［共演］バイオリン：矢部達哉、双紙正哉、
© Masafumi
Nakayama
ビオラ：鈴木学、チェロ：山本裕康
［曲目］フォーレ：バイオリン・ソナタ第1番 イ長調 op.13（バイオリ
ン独奏／矢部達哉）、ピアノ五重奏曲第2番 ハ短調 op.115
※同財団ホームページに、横山幸雄さんと矢部達哉さんのインタビ
ューを掲載しています。

チケット発売日
会員＝9月23日㈷
一般＝9月24日㈬
※託児サービスの申し
春風亭小朝
込みは12月19日㈮まで。
会員＝3,150円 一般＝3,500円
学生＝2,000円 高校生以下＝1,000円

財団主催の公演チケットまたはチケット半券で、三鷹駅周辺の「公演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）
。
発売初日の窓口販売はありません（翌日より受け付け）。
発売日の午前10時から電話・インターネットで受け付けます。

チケット ● 電話予約
お求め方法 芸術文化センター

☎47-5122

● インターネット予約（要事前登録）
パソコン
携帯電話

http://mitaka-art.jp/ticket
http://mitaka-art.jp/ticket-m
（座席自動採番）

● 窓口販売 10:00〜19:00

月曜日休館

芸術文化センター／三鷹市公会堂さんさん館／美術ギャラリー
※学生券をお求めの方は学生証を、U-23券をお求めの中学生以上は学生証または年
齢の確認できるものを、公演当日にお持ちください。
※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
※特に記載のない場合は、公演事業は未就学児の入場をお断りしています。

MITAKA ARTS NEWS on TV 放映中！
財団主催の公演・展覧会情報を紹介する番組を
放映しています！地デジ11チャンネル
（J:COM
チャンネル武蔵野・三鷹）
で毎日放映中！
（第1・
3火曜日更新）
12：50〜13：00／22：15〜22：25

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）
、芸術文化センター内レストラン カムラッドでの飲食代金10％オフなど。

三鷹ネットワーク大学 秋学期受講者募集中！

三鷹ネットワーク大学

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構 〒181-0013 下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階
☎40-0313・
40-0314・
http://www.mitaka-univ.org/
開館時間：火〜日曜日、午前9時30分〜午後9時30分
（入館は9時まで／日曜日は5時まで） 休館日：月曜日・祝日

三鷹ネットワーク大学企画サロン
みたか星空散歩―10月の星空解説
10月1日㈬午後7時〜8時30分

国際基督教大学寄付講座
「類別の発想―数の普遍性・図形の合同のもと」 ★

★

30人

当日同大学へ（先着制）

10月22日㈬午後7時〜8時30分
30人
国際基督教大学教授の清水勇二さん
500円

みたか太陽系ウォーク関連イベント
まちなかサイエンスカフェ
◆「三鷹・星と宇宙の日2014」攻略ガイド ★
10月5日㈰午後3時〜5時
15人
桃李蹊（とおりみち）
（下連雀2-29-18）
天文台マダムの梅本真由美さん
2,000円（点心代を含む）
◆太陽系の広がりを体感しよう ★
10月11日㈯午後7時〜9時
10人
Silent Cafe（サイレント・カフェ）
（下連雀4-17-10）
国立天文台天文情報センターの臼田-佐藤功美子さん
◆地球にぶつかる小天体のおはなし ★
10月19日㈰午後3時〜5時
15人
星のソムリエみたかの北崎直子さん

★基礎講座 ★★応用講座 ★★★専門講座

三鷹ネットワーク大学企画講座 協力：国立天文台
国立天文台ガイドボランティア養成講座 ★★

10月31日㈮、11月4日㈫・11日㈫・14日㈮・25日㈫、12月5日㈮・
12日㈮・19日㈮、いずれも午後1時30分〜3時（11月14日、12月12
日は4時まで。全8回、通し受講のみ）
10人（作文選考あり）
同大学、国立天文台三鷹キャンパスほか
一般8,000円、市民6,400円
9月24日㈬午前9時30分〜10月7日㈫午後5時に申込書を直接また
2,500円（飲食代を含む） はファクス、郵送で同大学へ

茶房ふれーず（上連雀2-3-5）
1,500円（ケーキセット代を含む）

三鷹ネットワーク大学企画講座
「キャリア・カウンセリング」―幸せに生きるためにカウン
セリングを受けてみませんか 11月 ★

◆天文学ってすごい！！―宇宙を電波で見てみよう ★
11月9日㈰午後1時〜3時20分
10人
1,000円
10月23日㈭午後7時〜9時
30人
季寄せ蕎麦柏や（三鷹コラル4階）
9月24日㈬午前9時30分〜11月4日㈫午後5時に申込書を直接また
国立天文台野辺山宇宙電波観測所助教の梅本智文さん
3,500円（飲食代を含む） はファクス、郵送、ホームページで同大学へ（先着制）
特に記載のないものは9月24日㈬午前9時30分から申込書を直接またはファクス、郵送、ホームページで同大学へ
（先着制）

いずれも同大学

※受講の申し込みには受講者登録が必要です。講座の詳細や受講者登録については、 ホームページまたは同大学へお問い合わせください。

主催者

日時・期間

対象・定員

場所・会場

講師

費用

持ち物

申込方法

問い合わせ

保育あり

