みたか・みんなの広場運営協議会
三鷹市下連雀４－５－1９
☎080－1362－5359
なりきよ

2016年1月

リレートーク回顧
みたか・みんなの広場の活動が３年目になっ
た際、新しい企画をしよう、そして市民の参加
を求めていこう、ということではじめたのが、
リーレートークです。
リレーということで、話をしてくれた方に次
の方を指名していただこう、という目論見はう
まくいきませんでしたが、三鷹には「眠れる人
材」も多く、この一年半継続することができま
した。
内容としては、多岐にわたっていますが、市
民の立場を踏まえているという点では、うまく
いっていると思います。これを財産として継続
あります。
していきたいと考えています。

あけましておめでとうございます
おかげさまで、みたか・みんなの広場も５年目の
春を迎えることができました。
取り組んでいるテーマへは、ちょっとづつですが、
着実に進んでいると感じています。今年もさらに
一歩進むことを目標に活動します。
難しい時代になりましたが、みなさまもぜひ
ごいっしょに歩いていこうではありませんか。
－－みたか・みんなの広運営協議会
メンバー一同
２０１６年新春

これは「ヨガ」ですから、動作をするときに息を吐きながらやります。息
2015年12月
第十九回
馬場 徹 さん
都都逸を楽しむ
を吐くはない、そういう本は子供にとっても大人にとってもいい本だと
思っています。
2015年11月
第十八回
匿
名
指ヨガで健康管理
ですから、私がいい本だなと思ったものを人に紹介したり、学校の司
2015年10月
第十七回
大谷内 千秋 さん（みたか市民発電）
みたか市民発電の現状と展望
書の方に紹介させていただいたりしています。
2015年9月
第十六回
中野 玲子 さん（書店りとる）
大人の絵本の楽しみ方
私は、いい本というのは、このまま生きていきなさい、と自分を肯定し
2015年8月
第十五回
丸山 幸子 さん
ボランティア事始め
てくれる、そういうことを伝えてくれるものだと思っています。その子の
2015年7月
第十四回
日比野 光男 さん
公園ボランティアに思うこと
背中をおして、「がんばれ！」といってくれる本を選びたいと思っていま
第十三回
駒林 矩子 さん
伴侶を看取る
す。 2015年6月
2015年5月

第十二回

濱 絵里子 さん（暮らしの保健室・みた
か）

これからのヘルスケアと私たちの暮らし

2015年4月
第十一回
大澤 隆 さん
レロレロ姫の警告
これはいわさゆうこさんの「まっかっかとまと」です。いわさんは
2015年3月

第十回

匿

2015年2月

第九回

木部 茂徳 さん

《介護》妻とにこやかに！

2015年1月

第八回

梁田 政方 さん（文筆家）

「健康づくりと山歩き」

2014年12月

第七回

高谷 真理 さん（元 都議会議員）

三鷹に中国帰国者を迎えて」

2014年11月

第六回

醤野 良子 さん（自分の死を考える会主
「人生のしめくくり」
宰・看護師）

2014年10月

第五回

鈴木 寿子さん（元さわやか財団）

2014年9月

第四回

今井 輝已 さん

「曇り時々舞台―趣味の達人大いに語
る」

2014年8月

第三回

野月 接子 さん（風の里介護センター）

「実務家が語る介護の真実」

2014年8月

名

団塊世代特別編 酒井 利高 さん（社会福祉士）

2014年7月

第二回

2014年6月

第一回

私のボランティア体験

「１人でも１人じゃない」

「セカンドステージをどう生きるか」

森田 義一 さん（元日本テレビプロデュー
「テレビは見ないでいよう」
サー）
「だれでもなれる市民ジャーナリスト－コ
岩永 泰造 さん（元編集者 武蔵野市）
ミュニティメディアの可能性」

最近の政治に思うこと
2015年、政治は私たちの生活に密接にかか
わっているにも関わらず、私たちの意図した方
向の逆のほうへ進んでいるという、戦後でもあ
まり経験しなかった状況だったと思います。
それは政治家の責任であることは言うまでも
ありませんが、私たちが国民としての政治の
チェックを怠ってきた、という意味で、私たち
の責任をも考える必要があると思います。
日本人の良識に照らして、現在の方向がその
まま将来につながっていくことはないとは思い
ますが、そのためには、私たちひとりひとりが
政治に関心を持って、参加することが必要です。
家庭の中で文句を言うのではなく、地域に出
て意見を言うことで、私たちの望む、平和で安
心して生活できる社会にしていきたいと思って
います。（成清 2016年１月）

開催日時
1月9日

(土)

１5:00～16:00
1月15日

(金)

19:00～21:00
1月16日

(土)

13:30～15:00
1月21日

(木)

13:30～15:00
1月22日

(金)

13:30～15:00
1月23日

(土)

14:30～16:00
1月25日

(月)

10:30～12:00
1月25日

(月)

13:30～15:00
1月26日

(火)

19:00～21:00
毎週火曜日

【第20回 市民リレートーク】
テーマ 「英語で落語って、どういうこ
と？ 」
トーク
大空 メイさん（元日航スチュ
ワデス）
開催日時 1月25日（月）
午後１時３０分～3時30分
【第2１回 市民リレートーク】
テーマ 「在宅医療の上手な使い方」
トーク
堀 和宏さん（堀クリニック）
開催日時 ２月29日（月）
午後１時３０分～3時30分
場 所
連絡先

みたか・みんなの広場
なりきよ 080-1362-5359

テーマ

参加費用

主催・問い合わせ

鉄ちゃん、集合！ 私は乗り鉄、あな
たは、撮り鉄？
（原則：毎月第１土曜日）

中学生以下100
円、大人３00円

みたか・みんなの広場 鈴木
☎080-1022-2281

親の介護を考える相談会
介護でお悩みの方・予約優先

500円

ＮＰＯ法人グレースケア 山田
☎0422-70-2805

般若心経カフェ（毎月第２土曜日）
仏教の話題について、わいわい。（500円）

みたか・みんなの広場 なりきよ
☎080-1362-5359

転ばぬ先の杖（老後への備え）
（毎月第３木曜日）

500円

HumannLoop"人の輪 " 竹内
☎090-7632-7251

癒しを求めて、タロットセラピー
（毎月第３土曜日/前日までに予約を）

占い2,000円
/30分、指導
500円

日本ﾀﾛｯﾄｶｰﾄﾞ占術協会 副会長
ミスティ・ローザ
☎080-1362-5359（なりきよ）

親子で楽しむ科学あそび — スライムとアイロンビーズあ
そび ー
（１家族３００円、３家族８人まで、要・電話申し込
み,）
（毎月第３ or 第４金曜日）

三鷹科学遊びの会 石村
☎080-6627-3551

シニアの働き方を考える

無料

わくわくサポート三鷹 霧島
☎0422-45-8645

リレートーク 大空メイさん
「英語で落語って、どういうこと？」

２００円

みたか・みんなの広場 なりきよ
☎080-1362-5359

夕どきオレンジカフェ・みたか
認知症、高齢者介護なんでも相談
（毎月第４火曜日）

無料

みたか・認知症家族支援の会
石村 ☎080-6627-3551

マッサージ教室
（外反母趾対策）

主催者までお問い
合わせください。

篠山(しのやま）
090ｰ8558-1014

