
今号の紙面から 2 面　部会紹介ほか　　3面　各事業の報告ほか　　4面　元気が出るレシピほか

外壁工事について
　おかげさまで、無事に終了いたしました。
　工事期間中は何かとご不便をおかけいたしました。ご
協力いただき、誠にありがとうございました。

コミュニティ・センターの
使用について

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大防
止のため、リバウンド警戒期間は、下記の事項に
留意してご利用ください。

① 可能な限り少人数、短時間での利用
② 飲食を伴う利用では、黙食
③ 「コミュニティ・センターの使用条件」を遵守
④ 「使用用途ごとの注意事項」を遵守

感染状況等により、利用条件の変更等の可能性があります。
� 3 月 22日（火）現在

　連雀コミュニティ・センター（連雀地区住民協議会）は、地域の皆様
のコミュニティ醸成を目的とし、自主グループ登録制度を設けておりま
す。自主グループとして登録を行うとこれだけのメリットがあります！

①�連雀コミュニティ・センター施設利用を、通常より２週間先まで
申し込めます！

� これにより、登録していない一般の活動グループと競合すること
なく使用予定の部屋を予約できます！

②�連雀コミュニティ・センター館内や掲示板にグループの PRやメ
ンバー募集などの呼びかけを掲載できます！

③�登録された自主グループの活動を連雀地区住民協議会の事業とし
て開催できます！（役員会の承認が必要）

� ※少額ではありますが謝礼の用意がございます。

　スポーツ、芸術、創作、学習、音楽など幅広い分野で活動されてい
る皆様の登録を心よりお待ちしております。

自主グループ登録について
条件
（1）�会員数が 10名以上であること
（2）�代表者及び会員の半数が連雀地区住民協議会の構成区域に居住

していること
（3）�営利行為または営利を目的とする団体でないこと
（4）�連雀地区住民協議会に委員を推薦し、主要事業等運営に協力す

る義務を負うこと

申請期間
　年間を通していつでも申請可能です。また、年度毎に再度申請して
いただきます。

※ご不明な点等ありましたら事務局までお問い合わせください。
　☎ 45-5100　　メールアドレス：renjk-cc@mitakacc.jp

　令和 4年 6月に開催される連雀地区住民協議会定期総会において、
現連雀地区住民協議会委員は任期満了となり、新委員が選出されます。
　つきましては、新委員構成のうち一般公募委員を下記のとおり募集い
たします。

　連雀コミュニティ・センターを拠点として、一緒にコミュニティ活動
［コミュニティまつり・防災訓練（防災対策活動）・各種講座講習会等の
企画及び運営等］をしてみませんか。
　あなたのお力を地域で発揮してみませんか。どうぞお気軽に、お申込
みください。

任　　期：令和 4年 6月《定期総会開催日》～令和 6年 6月【2年間】
募集人数：特に制限はありません
応募条件：①�令和 4年 1月より現在も引き続き連雀住区内に居住して

いること
� ②年齢が満 20歳以上であること
� ③�コミュニティ活動に理解があり、住民協議会の目的と活動

に賛同し、委員として積極的に実践的な活動ができること
応募期限：令和 4年 4月末日
申込方法：連雀コミュニティ・センター窓口にて、連雀地区住民協議会公

募委員申込書に必要事項を記入捺印の上、お申込みください。
そ の 他：当委員の活動は、ボランティア［無報酬］です。

問合せ　連雀地区住民協議会（連雀コミュニティ・センター）
　　　　三鷹下連雀 7-15-4　☎ 45-5100

自主グループ新規登録募集
連雀地区住民協議会委員募集

〈一般公募〉

　本公演はオンラインによる収録配信
です。東京藝大生４名による素敵な演
奏を、ご自宅等お好きな環境でお楽し
みください。

会　場：オンライン
対　象：三鷹市民（※在勤・在学含む）
定　員：無制限
料　金：無料
申　込：QRコードまたは連雀CCホームページの申込フォームよりお申し込みください。

後ほどご視聴用URLをお送りいたします。
演奏者：Violin：島田光博、Violin：松下眞子、Viola：永田菫、Cello：藤森洸一
曲　目：メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲�第２番�イ短調�作品 13
� メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲�第５番�変ホ長調�作品 44-3
� ディズニーメドレー

オンラインカルテットコンサート
多世代交流事業

⃝申込フォーム⃝
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連雀地区住民協議会には6つの部会があります。各部会長の似顔絵と共に、活動内容を簡単にご紹介します。

総務部会、令和4年度は「コミュニティ
ボードの効果的な見せ方」に取り組みます。
SDGsを見据えて、ゴミを出さない、エネ
ルギーをなるべく使わない等の時代に即し
た掲示方法として、連雀地区住民協議会
ホームページやSNS等の利用も考えてい
きます。さらに講座や研修会も企画します。

健康で心豊かな生活を営める安全で快適な
地球環境を保全するために資源循環型のゴ
ミ処理リサイクル、豊かな街づくりのための
学習啓発普及による地域住民とのふれあい
と協働を目指し次の事業を行っております。
環境問題研修会（施設見学会及び講座）、環
境学習会（園芸講習会）、緑化活動（花壇管
理）等へ皆様のご参加お待ちしております。

連雀地区に於いてスポーツに接する機会を
提供するべく、主に各種レクリエーション
スポーツの体験会・講習会・競技会等の参
加型イベントを開催・運営しています。
皆様方の積極的イベント参加をお待ちして
います。

◎ 生涯学習として、三鷹の歴史・絵画・ペ
ン字・デコパージュ・エコクラフトなど
の講習会を開催

◎ 憩いの場作りとして、バイオリン・オー
ボエ・ピアノ・アルパなどのコンサート
や歌の会などを開催

◎ 子どもの育成支援のため、書初め大会・
クリスマス会・おはなし会・プレバレエ
教室などを開催、部会員15名で楽しく
運営しています。

① 生涯学習講座（日本古典文学）平家物語・
源氏物語　等

② 子どもを対象としたイベント　子ども
クリスマス会・七夕まつり

③ 健康で楽しい生活を送る　男性料理教
室・消費生活講座・カラオケでストレス
解消

連雀地区にお住まいの皆様に、連雀地区住
民協議会（連雀コミュニティ・センター）の
各部会・自主グループ等の行事予定、活動
報告等をコミセン広報紙「けやき」紙面で紹
介、又ホームページでも毎月新しい情報を
紹介しています。
皆さんも気軽にコミセンにお立ち寄り楽しい
催事、自主グループに参加しませんか！

総務部会 部会長

山川　美行
環境部会 部会長

黒澤　　正

文化部会 部会長

小林　捷二
スポーツ部会 部会長

原　　弘久

厚生部会 部会長

坂爪　四郎
広報部会 部会長

塚田　孝一

総務部会 環境部会

文化部会 スポーツ部会

厚生部会 広報部会

　当紙に広告を掲載してみませんか。発行形態および広告掲載料は下記のとおり
です。詳しくは事務局までお問い合わせください。　☎ 0422-45-5100

1　発行部数 毎回約　22,000 部
2　発行回数 年 6 回（奇数月）
3　広告サイズ 4.3cm × 4.9cm　　4.3cm × 9.8cm　　8.6cm × 9.8cm
4　掲載料 1 コマ（4.3cm × 4.9cm）当たり、5,000 円

　令和 4年度の事業計画及び予算概要は、下記のとおりです。
　随時、事業の計画をお知らせいたしますので、皆さまのご参加をお待ちし
ております。
※�ただし、令和 4年第 1回連雀地区住民協議会定期総会の議決を停止条件
とします。

事業計画
1 三鷹市総合防災訓練『連雀地区訓練』� 10 月 30日（日）　
2 第 36回連雀コミュニティまつり� 11 月 12日（土）～ 13日（日）
3 多世代交流事業� 年間
4 その他� 年間

令和 4年度予算総額� � 85,994,000 円
� ［うち市費充当額� 82,103,000 円］

1　コミュニティ・センター施設管理費
⑴施設指定管理料� 36,527,000 円
［�施設維持管理　光熱水費　保守委託料　使用料　備品購入費　管理
責任者関係費など］

⑵施設運営費� 39,234,000 円
［運営委員会費　事務局費　体育施設運営費など］
⑶コミュニティ活動費� 10,233,000 円
［�活動総務費　総務・環境・文化・スポーツ・厚生・広報部会活動費
諸事業費　活動基金積立金　予備費］

　連雀地区住民協議会では「子どもの居場所づくりプロジェクト」とし
て、毎週水曜日の午後、センター 2階の多目的室を自習室として開放し
ています。市内の小中学生の方でしたらどなたでも利用できますので、
ぜひいらしてみてください。

　利用可能時間
　小学生：午後 3時～午後 6時
　中学生：午後 3時～午後 7時
※まん延防止等重点措置期間中は
　お休みさせていただきます。

自習室を水曜日に開放しています

広報紙けやきへの広告を募集しています !

各種詳細は、ホームページ
でもお知らせしています

令和 4年度連雀地区住民協議会活動計画及び予算額

4. 3. 25 （2）

この広報紙は再生紙を使用しています。



T E L：0422 － 47 － 3281
E-mail：mitaka@seibushinkin.com

人がすべての
街づくり夢づくり

学生服・ユニフォーム

市内中学校の制服は当社へ
お任せください！
各種企業のユニフォームも
承ります

井口２─10─42 0422－32－6447

イシカワ衣料株式会社

庭木手入れ承ります
（樹木剪定・草とり・消毒）

（お見積り無料）

東京都府中市朝日町1-29-27
㈱ 菊 正 園

Tel.FAX 042-202-3226
URL http://www.kikuseien.co.jp

事務機・文房具・ノベルティ
困った! 時にはお気軽に
ご相談ください！

東京都三鷹市上連雀 8-4-15
Tel：0422-49-8850
Fax：0422-47-2444

E-mail：mitaka@j-ricopy.co.jp
http://www.j-ricopy.co.jp

城西リコピ－株式会社

相続と遺言
家族を争族としないために

相続・遺言書・遺産分割の専門相談室
想いをつなぐ相談室

想いをつなぐ
相談室

行政書士  星川総合法務事務所
ご相談は無料です。（☎ 0422-24-9762）
三鷹市下連雀3丁目33-17 グラシアス三鷹205号室
（三鷹駅南口徒歩 3分・銭湯「春の湯」斜め向かい）

検 索

☎
http://www.mitakaballet.server-shared.com/
スマホ　sp.raqmo.com/mitaka.b

0422－42－1901

ミタカバレエアカデミー
三鷹駅南口一分

生徒募集

あなたの近くにいる
　私たちだからできる
　　　　身近なサービス

㈱高坂デンキ商会
家電・補聴器・電気工事・水道工事

ガス給湯器・リフォーム
☎（0422）30-9993
FAX 0422-30-9994

三鷹市野崎2-1-16（三鷹上連雀郵便局前）

新刊書籍・雑誌

高橋書店
下連雀バス停留

三鷹市下連雀1－9－19

TEL 47－0845
FAX 47－0846

各事業の報告

＊橋本絢さん�（小 1）
　はじめて習字をやって特選に選ばれて嬉し
かったです。

❖ 書初め大会 

　広報紙けやき第 240号（1月号）で発表いた
しました「第 36回新春書き初め大会」入賞の
皆さんからのコメントを掲載いたします。
� （文化部会）

＊菅田万由さん�（中 3）
　私はお手本を真似し「綺麗な字を書く」と
いうことを目標に取り組んできましたが、お
手本が無かった今回の応募をきっかけに「自
分らしく書く」という書道の魅力を改めて感
じることが出来ました。最初で最後の応募で
したが、今回の経験を活かしてより一層努力
していきたいと思います。

＊植松莉生さん�（中 2）
　この度は、会長賞という素晴らしい賞をい
ただけてとても嬉しいです。書道は幼い頃か
ら唯一続けてきたことなので、頑張ってきて
良かったなと思っています。これからも私ら
しく、書くことを楽しみたいです。ありがと
うございました。

＊山田真桜さん�（中 1）
　昨年は新型コロナウイルスの影響で大会が
なくなってしまい残念でしたが、今年は開催
して頂けて良かったです。前回に続き準特選
だったので、来年、再来年は大会賞や会長賞
を貰えるように頑張ります。

＊甲斐伊織さん�（小 5）
　初めて書き初め大会に応募してみて、結果
が良くても、銀賞かな？と思っていました。
結果発表日ドキドキしながら結果を見てみた
ら、優秀特選で驚きました。来年も応募して、
今度は会長賞をとりたいです。

＊大野新奈さん�（小４）
　特選に選ばれて、とても嬉しいです。�来年
も入賞できるように頑張ります。

＊丹後いずみさん�（小 2）
　「ふじ山」の山の一画目を少しななめにし
てはいることにこだわりました。入しょうで
きてうれしいです。

❖「防災備蓄食品の活用講座」開催報告

　令和 4年 2月 6日（日）、「防災備蓄食品の活用講座�
～食べながら備える !�ローリングストックのすすめ」
が、会議アプリ「Zoom」を使用したオンラインで開
催され、市民の方 9名が参加されました。感染拡大の
影響により急遽オンラインのみでの開催となりました
が、とても実りの多い講座となりました。
　講師は三鷹地域活動栄養士会の鈴木明子先生がつと
め、あまり知る機会のない防災備蓄食品の食べ方・選び
方について学ぶことができました。

　参加者の方からも「初めて
知ることが多く楽しかった」、
「便利なものについて教えて
もらえてよかった」などの感
想が寄せられました。
� （健康づくり推進委員会）

❖「連雀地域 ICT フォロー講座（中級編）」
開催報告

　2月 27日（日）、14時より市民協働センター主催の
連雀地域 ICTフォロー講座（中級編）が市民 10名の参
加で開催されました。
　オンライン上での講習は初めての試みでした。会場で
の講習と比べ多少難しい面がありましたが、まちづくり
三鷹の講師よりの説明と少人数に分かれての実践で
「Zoomに楽しく参加できるようになった」との感想が
寄せられました。� （多世代交流事業）

❖ もうすぐママ・パパになる方　赤ちゃんがいる方のための 
　 二期会 BLOC ポケットオペラが贈る　「オペラ mini コンサート」開催報告

　まん延防止重点措置期間中の 2月 28日（月）、三鷹市社会福祉協議会・三鷹市
助産師会・連雀地区住民協議会との初めての連
携事業として、オンライン［Zoom］配信によ
り開催しました。一般参加者 19組　保育園年長
1クラス　ほかの参加者があり、ソプラノ［富田
氏・太田氏］及びピアノ［相田氏］の素晴らし
い演奏が配信されました。� （多世代交流事業）

❖「気象出前講座」開催報告

　環境部会では、３月２日（水）に気候変動に関す
る講演会を開きました。
　東京管区気象台の地球温暖化情報官・坂井めぐみ氏に講演を依頼し、「気
候変動の現状と将来」～私たちの将来はどうなる？～との演題で、基礎的な
温暖化の仕組みから将来の予測まで丁寧に説明していただきました。
　オミクロン株の流行を受けてオンラインでの参加中心の講演会となってし
まったため、参加者は22名と少なめでしたが、充実した講演会となりました。
� （環境部会）
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0800-800-7651

■材料（4人分）
小松菜 …………… 1 束（200g）
にんじん ………… 小 1 本（100g）
大豆もやし ……… 1 袋（200g）
長ねぎ（みじん切り） … 1/3 本分
ゴマ油 …………… 大さじ 1
白ゴマ …………… 小さじ 1
塩 ………………… 小さじ 1/2
牛豚ひき肉 ……… 250g
焼き肉のたれ …… 大さじ 1
コチュジャン（お好みで） … 小さじ 1
ごはん …………… 2 合分
ゴマ油 …………… 小さじ 2
卵 ………………… 2 個

■材料（16枚分）
餃子の皮 ……………… 16 枚
♪トマト味
　ピーマン …………… 1 個
　ハム ………………… 2 枚
　ピザ用チーズ ……… 40g
　ケチャップ ………… 小さじ 2
　乾燥バジル（お好みで） … 適量

♪フルーツ味
　クリームチーズ …… 50g
　ブルーベリー（冷凍） … 50g
　はちみつ（砂糖でも可） …… 大さじ 1/2

A

B

■作り方
①�小松菜は3cmの長さに、にんじんは3cmの細切りにし、ホットプレートの高
温で大豆もやしと一緒に炒める。Aをよく混ぜて加え、少し炒めて取り出す。

②�ひき肉を高温のまま炒め、Bで味付けして取り出す。
③�中温に下げてゴマ油を入れ、ごはんを広げる。その上に①②と卵を割って
のせフタをし、ごはんの底に軽く焦げ目がつくくらいまで加熱して混ぜな
がら取り分ける。

★�作り方の①、②の後にキッチンペーパーなどでホットプレートの汚れを軽
くふき取るときれいに出来上がります。

★�野菜は玉ねぎ、にら、ピーマン、パプリカ等、肉は牛肉や豚肉の細切り、
鶏ひき肉などでアレンジできます。

★�少しおこげができるくらいが香ばしくて食べごろです !
（1 人分栄養価　　エネルギー 558kcal　たんぱく質 21.7g　食塩相当量 1.4g）

■作り方
♪トマト味� ① �ピーマンは細めの輪切りに、ハムは 8等分に切る。
� � ② �Aを混ぜて餃子の皮8枚にぬる。その上に①とピザ用チーズをのせる。
♪フルーツ味� ① �クリームチーズとブルーベリーは常温に戻し、飾り用のブルーベリー

を残してはちみつと一緒に混ぜる。
� � ② �餃子の皮 8枚に①をぬる。
ホットプレートにそれぞれの②を並べ、中温でフタをしてチーズが溶けるまで焼く。
残しておいたブルーベリーをフルーツ味の上に飾る。

★�トマト味はマヨネーズに変えてツナやコーンをトッピングしても美味しいです。
★�フルーツ味はイチゴやバナナ、パイナップル、キウイフルーツなどを合わせていろい
ろなアレンジが楽しめます。（冷凍でも生のフルーツでもOK!）

★�オーブントースターでも作れます。

（1 枚分栄養価 トマト味：エネルギー 40kcal　たんぱく質 2.1g　食塩相当量 0.2g
 フルーツ味：エネルギー 44kcal　たんぱく質 1.0g　食塩相当量 0g）

野菜たっぷり
� 石焼風ビビンバ 餃子の皮でミニピザ

　育児にかかわる様々な悩み等を助産師さんに相談してみません
か。参加者間の情報交換も実施します。

日　　時	 4 月 8日、5月 13日（原則として毎月第二金曜日）
	 午前 10時 30分～ 11時 30分
募　　集	 乳児と保護者
� ［まもなくパパ・ママになる方も参加可能］
	 ① �会場参加【連雀コミュニティ・セン

ター２階会議室】　�先着 10組
� ② �オンラインZoom参加【自宅】
� 　�先着 5組
参 加 費	 無料
申込方法	 ホームページまたは右記QRコードより
申込受付	 上記開催日の 4週間前より
そ の 他	 詳細はホームページをご覧ください
主　　催	 連雀地区住民協議会
共　　催	 三鷹市助産師会

会場参加
お申込み用

オンライン参加
お申込み用

日　時	 毎月第 3金曜日　午後 1時～ 3時
	 令和 4年 4月 15日・令和 4年 5月 20日
会　場	 連雀コミュニティ・センター 1階図書室

内　容	 ひとり暮らしが心配、介護や認知症について聞きたいなど、社会福
祉士や看護師等が個別にご相談をお聞きします。

費　用	 無料

申込み	 事前の申込みが必要です。【申込先　電話 0422-40-2635】

問合せ� 三鷹市連雀地域包括支援センター
� （三鷹市下連雀 8-3-6　野村病院内）

高 齢者 の 生 活 相 談 会

■ お詫びと訂正 ■
　連雀地区住民協議会広報紙「けやき」第 240号（１月 28日発行号）に誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。

◆３面：【令和３年度「連雀リーグ」閉会式】の第１部（小学６年生以下の部）準優勝
誤：三鷹フライヤーズA　　正：連雀スパローズA

パパ・ママの
育児相談交流会

家族で食べる！　元気が出るレシピ！

レシピ作成：三鷹地域活動栄養士会

子どもから大人までみんなで囲む食事は楽しく、食欲も増します。食
べる人たちで協力して作り、出来立てを量の加減をしながら食べられ
ます。フライパンでもできるメニューですので試してみてください。 

みんなで作れるホットプレートメニュー

A

令和 4年 4月以降の多世代交流事業は、詳細が決定次第、当広報紙・
ホームページ・ポスター・三鷹市報等でご案内いたします。

多 世 代 交 流 事 業

（4）

この広報紙は再生紙を使用しています。
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