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づくりを推進す

人気講座続々！

There are many popular courses.

■コーチング講座■ こどもの自立心を育む

コーチング＆仲間づくり
２月15日・22日・29日（各金曜日）
３回連続講座

『
聴け』
ば
わかりあえる。

■コーチング講座■

コミュニケーション力を高めよう！
～市民活動の仲間づくり～

２月20日・27日・３月５日（各水曜日）
３回連続講座

〜 ネ ッ ト サ ー フ ィ ン を 楽 し も う 〜

情報のデパート

2月21日（木）

詳しくは２ページへ

はじめてのインターネット講座

こんなに簡単だったなんて・・・。

３月５日（水）・６日（木）

入 門 講 座

もくじ

２回連続講座

〈1ページ・２ページ〉人気講座続々 「コーチング＆仲間づくり」、「コミュニケーション力を高めよう！」、「はじめてのインターネット講座」、「はじめてのブログ
入門講座」 〈３ページ〉募集中のパブリックコメント「三鷹市ごみ処理総合計画2015」(案)、「三鷹市特定健康診査等実施計画」(案)、「第3次三
鷹市基本計画（第２次改定）」(素案）、「三鷹市特別商業活性化地区内における建築制限に関する条例の一部を改正する条例」(素案)
〈４ページ〉２月イベント・セミナー情報、展示案内
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Coaching Seminar for child-raising.

■コーチング講座

こどもの自立心を育む

Coaching Seminar for non-profit organizations.

■コーチング講座 ～市民活動の仲間づくり～

コミュニケーション力を
高めよう！

コーチング＆仲間づくり
〈３回連続講座〉２月15日・22日・29日

〈３回連続講座〉

（各金曜日）午前10時〜正午

２月20日・27日・３月５日

◇参加費：3000円（３回分）初回日にお支払いください
◇主催・講師：コミュニケーション・ファーム代表 高野まゆみさん
◇対象：３回とも参加できる方
◇参加人数：30人（先着順）
◇申込方法：下記参照

（各水曜日）午後７時〜９時
◇参加費：4000円（３回分）初回日にお支払いください
◇主催・講師：コミュニケーション・ファーム代表 高野まゆみさん
◇対象：３回とも参加できる方
◇参加人数：30人（先着順）
◇申込方法：下記参照

■保育 ←満員に達しました。
＊保育はありません

Internet seminar.

Blog seminar for beginner.

情報のデパート

入 門 講 座

はじめてのインターネット講座
〜ネットサーフィンを楽しもう〜

2月21日（木）午前10時〜正午
◇参加費：3,130円（テキスト代530円含む）
◇主催・講師：NPO法人子育てコンビニ
◇対象：インターネットに興味のある方ならどなたでも。
（マウス・キーボード操作に不慣れでもＯＫ！）
◇参加人数：９人 （最低開催人数：４人）
◇申込方法：下記参照
■保育（無料）： 先着６人 ２月７日（木）までに要申込
◇対象：１歳から未就学児

３月５日（水）・６日（木）
午前10時〜正午
◇参加費：5,530円（全２回分、テキスト代530円含む）
◇主催・講師：NPO法人子育てコンビニ
◇対象：希望者（パソコンを持ち、メール・キーボード入力がで
きる方）で２回とも参加できる方
＊講座で使うパソコンは1人１台ご用意しています。
◇参加人数：９人 （最低開催人数：６人）
◇申込方法：下記参照

■保育（無料）： 先着６人
２月２０日（水）までに要申込
◇対象：１歳から未就学児

◇上記講座の申込方法：三鷹市市民協働センターへ電話、FAX、Eメールにて①お名前、②連絡先 をお伝えください
◇上記講座の開催場所はすべて三鷹市市民協働センター

２

Information of Public Comments.
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〈募集中のパブリックコメント〉
パブリックコメントとは、三鷹市が重要な政策を策定するときに原案を公表して意見を求め、
それを考慮して政策を決定する制度のこと。
＊三鷹市役所 電話：0422-45-1151（代表）

「三鷹市ごみ処理総合計画2015」(案)

「三鷹市特定健康診査等実施計画」(案)

「三鷹市ごみ処理総合計画2015」（案）は、前計画
に、３Ｒ（①リデュース＝ごみを減らす ②リユース
＝繰り返し利用する ③リサイクル＝再生して利用
する）及び社会的費用の低減を盛り込み、策定。
計画の決定は今年の３月下旬の予定。

生活習慣病の要因となる「メタボリックシンドローム」
に着目し、国民健康保険加入者を対象に、①内
臓脂肪等特定健康診査 ②特定保健指導 ③メ
タボリックシンドローム該当者の削減等が計画案に
掲げられている。
計画の決定は今年の３月下旬の予定。

■期限：２月３日（日）まで
■担当課：ごみ対策課 （内線2533）
■郵送：〒181-8555
三鷹市役所ごみ対策課
■FAX：0422-45-5291
■Eメール：gomi@city.mitaka.tokyo.jp

■期限：２月７日（木）まで
■担当課：保険課 （内線2388）
健康推進課（内線2691）
■郵送：〒181-8555三鷹市役所保険課
■FAX：0422-41-4531
■Eメール：hoken@city.mitaka.tokyo.jp

「第3次三鷹市基本計画
（第２次改定）
」
（素案）

「三鷹市特別商業活性化地区内に
おける建築制限に関する条例の
一部を改正する条例」（素案）

「基本計画」とは10年間の市の施策の基本的な考え
方や方向性、主要事業を示したもの。社会変化に対
応するため２回改定を行う。この素案では前回提示
された「骨格案」に対する様々な市民意見を反映し
ている。
１月末から２月上旬にかけて各住区で「まちづくり懇談
会」を開催して素案の説明を行い、意見を募集する。
第２次改定の確定は今年の３月下旬の予定。

一定の容積率を超える建物を近隣商業地域に建て
る場合お店や事務所などを置くことや、新たに分割し
た小さい敷地に住居専用住宅の建築を制限するこ
とで、商業環境の維持・創出を図るとともに建て詰ま
りやミニ開発を防止する条例。近隣商業地域の活
性化やゆとりある住環境の推進をめざしている。
条例案の決定は今年の２月下旬の予定。

■期限：２月８日（金）まで

■期限：２月12日（火）まで

■担当課：企画経営室 （内線2151）
■郵送：〒181-8555三鷹市役所企画経営室
■FAX：0422-48-1419
■Eメール：kikaku@city.mitaka.tokyo.jp

■担当課：都市計画課 （内線2811）
■郵送：〒181-8555三鷹市役所都市計画課
■FAX：0422-46-4745
■Eメール：toshikeikaku@city.mitaka.tokyo.jp

■ご覧になるには：三鷹市役所ホームページ
〈三鷹市トップ（http://www.city.mitaka.tokyo.jp）→パブリックコメント〉に

掲載。当センター「パブリックコメントコーナー」にて配布しています。
■ご意見は：住所・氏名・電話番号を明記し、郵送、ファクス、Eメールまたは直接持参により担当課へご提出ください。
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＊市民活動団体等が協働センター
で行うイベント情報

Feb.

２月

◆都市開発と環境保全 （300円：資料代）

◆「Bloom」上映会＆おしゃべり会

２日（土） 午後２時〜４時 （開場１時30分）

28日（木）午前10時〜正午（参加費：1,000円

環境経済学の立場から都市計画、道路計画などについてのお話し
◇講師：寺西 俊一さん（一橋大学大学院・経済学研究科教授）
◇主催：三鷹環境市民連（略称） （登録団体）＊三鷹市講師派遣事業
◇申し込み: 不要（直接会場へ）
◇問合せ: 電話 0422-48-1532（古賀宅）

母となったばかりの女性のリアルな声を集めたドキュメンタリー上映
◇主催：NPO法人子育てコンビニ （登録団体）
◇チケット販売：直接子育てコンビニへご連絡いただくか、三鷹
産業プラザ１階マイショップ、三鷹市役所内C-Cafe、食茶房
むうぷにて販売
◇問合せ：Ｅメール info2@kosodate.or.jp 電話 0422-41-7021

◆コミュニティの再生に向けて （無料）

お菓子・お茶付）

◆ワンコイン・サロン（参加費：500円）

２日（土） 午後１時30分〜３時30分

28日（木） 午後７時〜９時 毎月開催

家庭と地域のつながりの必要性、地域行事への参加の大切さなどについて
◇講師：柴内康文さん（同志社大学准教授）
◇申し込み：不要（直接会場へ）
◇主催：三鷹市地域家庭教育支援推進協議会、三鷹市、三鷹市教育委員会
◇問合せ：三鷹市生涯学習課 0422-45-1151（内線3313）

市民が出会う場。誰でも、1人でも参加可。フリーな話を楽しんで
います。
◇主催：ファースト・ステップみたか （登録団体）
◇申し込み：不要（直接会場へ）
◇問合せ：Ｅメール mxf04013@nifty.com（本山）

◆コーチングミニミニ講座「コーチング・スキルその１」
毎月開催（参加費：500円）
基本的なコーチング・スキルをひとつづつ取り上げていきます。初参加歓迎
◇主催・講師: ジョイフル・コーチング・クラブ 代表 立石功氏 （登録団体）
◇申し込み：不要（直接会場へ）
◇問合せ：Ｅメール joyfull.coaching.club@mbr.nifty.com
２日（土） 午後2時〜４時

展示案内
Exhibitions.

大好評
開催中！

馬場忠仙さんの

「切手の貼絵展」

◆三鷹市町会等地域自治組織活性化事業 〜発表会〜
６日（水） 午後２時〜５時 （無料）

08年２月末まで

今年度市の助成を受けた町会・自治会など７団体が取り組みを発表
◇発表団体(予定)：上連雀四ッ葉自治会、井口協和会など７団体
◇申し込み：不要（直接会場へ）
◇主催・問合せ：三鷹市生活環境部コミュニティ文化室
電話 0422-45-1151（内線2515）

（財）日本郵趣協会（ＪＰＳ）
三鷹支部（当 センター登録
団体）会員の、馬場忠仙さん
による切手の貼絵展を開催
中！

◆大人のためのセルフヒーリング「フラワーエッセンスを使いこなす」
23日（土） 午前10時30分〜12時 （参加費：1,000円）

「江戸の誘惑」

■町会自治会へ ニュースレターを配布させていただきます

使える、選べるようになる為に必要な基本の知識を分かり易く！
◇主催・講師：ブリッジビレッジ （登録団体）
◇定員：15人（先着順）
◇申し込み・問合せ：
電話 050-8013-0493 Eメール dear_we7@yahoo.co.jp （坂本）

協働センターニュースレターは町会自治会など地域自治組織に無料
で配布させていただいております。組織単位でご連絡いただければお届
けさせていただきます。町会自治会の皆様、ぜひご検討下さい。

Editor’s note.

◆三鷹市地球市民講座「市民海外インターンシップ体験者報告会」

編集後記：現役子育て中のお母さんがつくったドキュメンタ

23日（土）午後1時30分〜2時35分 （開場午後1時） （無料）

リー映画「Bloom」が完成し、１月19日完成披露上映会が行わ
れました。これは女性が出産し母親になっていく姿を描いたも
の（35号ニュースレター参照）。「涙がでた」「自分の子どもが産
まれた時を思い出した」「今度はお父さんを対象につくって欲し
い」など様々な感想が聞かれました。新聞、テレビ、ラジオなど
から取材や問合せが相次ぎ、上映会は満席。1人の夢が人の
つながりによって花咲いた「Bloom」。２月28日に協働センター
でも上映会が行われます。（上記参照）（ま）

三鷹市のインターンシップ制度を利用された市民の方の発表（3名）
◇申し込み：不要（直接会場へ）
◇問合せ：三鷹市企画部企画経営室 平和・女性・国際化推進係
電話 0422－45－1151（内線）2115・2116

◆「高齢者が子供に教えるパソコンお絵描き教室」の
インストラクター養成講座
24日（日）・28日（木）・29日（金）
午後１時30分〜４時 （参加費：4,000円）テキスト代込

発行日：平成20年２月１日
発 行：三鷹市市民協働センター（三鷹市生活環境部コミュニティ文化室）
〒181－0013 東京都三鷹市下連雀4－17－23
TEL 0422－46－0048 FAX 0422－46－0148
Eメール：kyoudou@collabo-mitaka.jp
ホームページ：http://www.collabo-mitaka.jp

子供に指導することを前提にしたWindowsXPに付随するペイントの研
修（60歳以上対象）
◇主催：NPO法人do beくらぶ ◇定員：20人（先着順）
◇申し込み・問合せ：電話 042-488-5005(FAX兼)
Eメール do-be-club@xui.biglobe.ne.jp

開館時間：9:00am-9:30pm 受付時間：9:00am-9:00pm
休館日：火曜日（祝祭日は開館し、直近の平日を休館とします。）
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