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三鷹ネットワーク大学 春学期受講者募集中！

三鷹ネットワーク大学

★基礎講座 ★★応用講座
★★★専門講座

40-0314
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・
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

講座名

日時・定員・講師・費用など
6月4日㈭午前10時〜11時30分
30人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円

東京女子大学寄付講座 数学はこんなに面白い！6 6月
「カタラン数について」 ★
NPO法人みたか都市観光協会企画講座
大人のための音読講座（ワークショップ付朗読会）
三鷹ゆかりの作家たち（31）―太宰治の作品「桜桃」より★

6月7日㈰午前10時30分〜午後0時30分
10人
フリーアナウンサーで朗読家の原きよさん
一般2,000円、市民1,600円

東京女子大学寄付講座 数学カフェみたか2 6月
「三角関数と双曲線関数」 ★★

6月9日㈫午前10時〜11時30分
15人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円
①相手を味方にするポイント―カウンセリングマインドとコミュニケーション＝6
月10日㈬午後3時〜5時、②人生の最後は、楽観論で終わりたい―誰でもなれる、楽
観論への道＝24日㈬午後3時〜4時30分
各20人
BAAライフデザインアドバイザーで① 産業カウンセラーの池上義雄さん、②キャ
リアカウンセラーの向井恒夫さん
各500円

（一社）ビューティフルエージング協会寄付講座／
NPO法人シニアSOHO普及サロン･三鷹共同企画
これからの生き方を考える―夢ある人生 6月 ★
くらしとバイオプラザ21企画サロン
サイエンスカフェみたか6月・第17回 「夏至のライトダウンに向け
て―ランプシェードの灯
（あか）
りを楽しむ」 ★

国立天文台企画サロン
アストロノミー・パブ 「店主交代！アストロノミー・パブ」 ★★

アジア・アフリカ語学院 サテライト語学講座 タイ語入門 ★

ゲストはチーム Ms.さいえんすの澤本早苗さん、二階堂恵理さん。
6月11日㈭午後7時〜8時30分
24人
1,300円（材料代・茶菓代を含む）
ゲストは国立天文台野辺山宇宙電波観測所助教の梅本智文さん、天文ライターの梅本
真由美さん、ホストは国立天文台天文情報センター普及室長でアストロノミー・パブ店
主の縣秀彦さん。
6月20日㈯午後6時30分〜8時30分
25人
3,000円（飲食代を含む）
5月7日㈭午前9時30分〜6月2日㈫午後5時に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
（申込多数の場合は抽選）
6月5日〜7月10日の毎週金曜日午後7時〜8時30分（全6回）
15人
同学院の吉川敬子さん
17,280円
同学院☎48-5515へ（先着制）

特に記載のないものは5月7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）

特に掲載のないものは同大学

※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。

杏林大学・三鷹ネットワーク大学共催

「地（知）の拠点整備」事業無料講演会

①動悸
（どうき）
、息切れ、胸痛、失神―あなたはどんなとき医者にかかりますか？＝5月23日、②熱中症と
低体温症― 何に注意し、どう対処する？＝30日、いずれも土曜日午後2時〜3時30分
（1時30分開場）
各100人
三鷹ネットワーク大学
杏林大学①医学部教授の吉野秀朗さん、②保健学部教授の和田貴子さん
当日会場へ
（先着制）
杏林大学広報・企画調査室☎44-0611

催し………主催者が市民・市内の団体／市内で開催／参加費（材料代・教材費など）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
※タイトル後に★のあるものは社会教育会館の講師派遣事業。

6月7日発行号
原稿締切日

6月21日発行号

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

原稿締切日

※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
からだとまちに良い日曜日！駅前
ラジオ体操＆ごみ拾い＆朝カフェ
つながりのはじめまして 5月
3日㈷ 午前6時25分〜7時 三鷹
駅 南 口 緑の小ひろば
（ジブリ美 術
（雨
館行きバス停東） 当日会場へ
天時 は 同会
http://enchantede-connect.wix.com/enchante
で確認） 小林☎080-3356-5617
実用漢語会話
中国語サロン 5月8日〜6月5
日の毎週金曜日①初級会話体験＝
午後1時〜2時40分、② 中 上 級 場
景会話＝3時〜4時40分
（いずれも
全5回） 消費者活動センター
5,000円
（5回分、いずれも別途資
おう☎
料 代が掛かります）
090-8001-9720・
chinesesa
lonmk@yahoo.co.jp
金澤英亮展
ぎゃらりー由 芽 5月9日㈯〜
24日㈰ 正 午 〜 午 後7時
（24日 は5
時まで） 同画廊 期間中会場へ
同画廊☎47-5241
（木曜日休み）
スカウトまつり
ボーイスカウト三鷹第壱団 5
月10日㈰ 午 前10時〜午 後3時
連雀中央公園 当日会場へ 松
本☎71-7783
子どもも大人もあそびがいっぱい
「子どもまつり」
だよ！
NPO法 人 子ども生 活・ゆめこ
うば 5月10日㈰ 午 前10時30分
〜午後2時30分 農業公園自由広

主催者

日時・期間

場 300円
（保 険 料、とん汁 代を
含む） 当日会 場へ 同 法 人 ☎
34-0040

ふらっとヨーガ
5月13〜27日の毎 週 水 曜日午
前10時〜11時30分 井口地区公
（1回） 当日会場
会堂 1,000円
へ 日比野☎70-1233
三鷹市の福祉をすすめる女性の会
の催し
①おしゃべり広 場「私だけのメ
ガネ紐」＝5月13日㈬ 午 前10時か
ら、② 学 習 会「介 護 保 険はどう変
わったのか」＝5月17日㈰午後3時
〜4時 福祉会館 ①300円
①ふるたに☎090-4713-5210・
41-8258、②当日会場へ ②
嶋﨑☎46-3665
疲れた心身に癒しの時間 ヨーガセ
ラピー
メンタルヨーガ 5月16日㈯午
前10時30分から 三鷹駅前コミュ
ニティセンター 1,000円 岡崎
totoro1024ponyoponyo＠g
mail.com 岡崎☎090-2157-8645
鑑賞と造形のワークショップ
「色
をとおして作品と対話しよう」
（子
ども、大人、親子）
アトリエ・コスモス 5月16日
㈯午後2時30分〜4時 美術ギャ
片倉☎34-3448・
ラリー
color-y@s7.dion.ne.jp
三鷹教会バザー
日本福音ルーテル三鷹教会 5
月17日㈰正午〜午後2時 ルーテ

対象・定員

場所・会場

講師

ル学院大学 当日会場へ
会☎33-1122

同教

第42回総会と学習会・無料法律相談
三鷹市借地人連絡会 5月17日
㈰午後1時〜3時 三鷹台地区公会
堂 当日会場へ 津☎47-9687
知ってお得なスマホ講座
NPO法人シニアSOHO普及サ
ロン・三鷹ケータイWG 5月20
日㈬ 午前11時から 8人 三鷹
産業プラザ 1,500円
同法
40-26
人
（小 川）☎40-2663・
64
（先着制）
第142回太宰治の足跡案内
みたか観 光ガイド協 会
5
月24日㈰午前9時50分集合
（雨天
決 行）
三 鷹 駅 南 口デッキ上、市 民
ガイドが持つのぼりが目印。コー
スは約2時間40分。希望者は朗読
を聞きながら昼食も 当日集合場
所へ こやの☎44-0981
楽しい気軽な謡曲・仕舞おさらい
会
（宝生流）
三鷹宝生会 5月24日㈰午前
10時〜午後3時 寺田舞台
（井の
池内☎090-4839頭3丁目）
4106・ 49-1551
卓球ワンポイントレッスン
鷹中卓OB連 5月24日㈰午後
3時〜5時 小学生以上 四中
100円 当日会場へ 池田☎498214
みたか・みんなの広場の催し
① 第12回 市 民リレートーク（一

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

5月 15日（金）

社）てとて代 表 濱 絵 里 子さん「これ
からの地 域 医 療」＝5月25日㈪ 午
後1時30分〜3時30分、②お茶と
雑 談：コミュニティカフェ
「みた
か・みんなの広場」＝毎週木・金・
（下
土曜日午後 ①10人 同会
連 雀4-5-19み た か の 家 内） ①
① な りき
200円、 ②500円
よ☎080-1362-5359
（先着制、当
日参加も可）
、②当日会場へ

5月29日（金）

いずれも午後5時まで

2,000円
同センター☎33smc@icu.ac.jp
（当日参
3330・
加も可）

ふれあい赤十字デー
武蔵野赤十字病院 5月16日
㈯ 午 前10時〜午 後3時
同病院
当日会場へ 同病院医療社会
事業課☎32-3111
ICU心理相談室オープンハウス―
ミニ講演やワークショップなど

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール
5月26日㈫ 午 後0時30分〜2時
当日会場へ◆物品提供は夏物
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 同センター☎48-0648

5月26日、6月9日のいずれも火
曜日午後2時〜5時 保育は1歳以
（保育
上 同相談室 当日会場へ
は前日までに申し込み） 同 相 談
室☎33-3644

三鷹講談会番外編―8
三鷹講談倶楽部 6月2日㈫午
後2時30分から みたか井 心 亭
1,500円
細 井 ☎090-53
90-5327

野村病院公開講座
「今からでも遅
くない！病気の予防」
6月13日㈯ 午 後2時〜3時30分
同病院
同病院患者図書室
☎47-4848

特別な教育ニーズを持つ子どもた
ちと一緒のワークショップ―アニ
メーションワークショップ
NPO法人文化学習協同ネット
ワーク 6月5〜26日の毎 週 金 曜
日午後4時〜6時 小・中学生
同法人
（下連雀1-14-3） 2,000円
同法人
（平岩）
☎47（4回分）
8706

伝言板
オルガン演奏会：パスカル・マルソー
ICU宗 教 音 楽センター 5月9
日㈯午後3時から 同大学礼拝堂

申込方法

問い合わせ

月刊わがまちジャーナル
5月号地上11chで放送中

和輪わ
（三鷹） みたか・みんな
の広場 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。

保育あり

