
◆勤務場所 椎の実子供の家、第二椎の
実子供の家
◆報酬（月額） 大卒＝202,400円～、短
大卒＝192,600円～
◆試験 1月31日㈰午前8時30分から
◆採用予定日 4月1日
1月27日㈬（必着）までに履歴書（写真

貼付）・あれば資格証の写しを直接また
は郵送で「〒181-0015大沢4-8-8椎の
実子供の家」へ
同園☎32-4103
三鷹杉の子幼稚園　職員
◆職種 幼稚園教諭または保育士（パー
トタイマー）
◆職務内容 保育補助
◆資格 教育職員免許（幼稚園教諭）ま
たは保育士
◆勤務時間 午後1時50分から3・4時間
程度、平日週2・3日（応相談）
◆報酬 時給1,000円、交通費支給
◆採用予定日 4月

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園☎44-6463へ
武蔵野税務署　非常勤職員（10人）
◆職務内容 申告書作成用パソコンの
操作補助、書類整理、受付・案内事務
◆資格 パソコン操作（ワード・エクセ
ル）ができる方

◆勤務期間 1月下旬～3月末
◆勤務時間 月～金曜日①午前9時～午
後1時または1時～5時、②午前8時50
分～午後1時または0時50分～5時、③
午前9時30分～午後4時（実働5時間30
分）、日曜日の勤務あり、いずれも祝日
は休み
◆勤務場所 同署（武蔵野市吉祥寺本町
3-27-1）
◆報酬 時給950円、交通費支給（実費）

同署☎53-1311へ

総合オンブズマン相談
　市政に関する苦情を受け付けます。
片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝2

月4・25日、中村一郎さん（弁護士）＝2
月18日、いずれも木曜日午後1時30分
～4時30分
相談・情報センター（市役所2階）
事前に同センター☎内線2215へ

休日無料法律相談
　相続・遺言、借地・借家、金銭トラブル、
離婚・親子の問題などについて。
東京三弁護士会多摩支部、法テラス

多摩
2月13日㈯午前9時～午後0時10分

（8時50分から受付。1人30分程度）
5人
教育センター
1月18日㈪から法テラス多摩☎050-

3383-5312へ（先着制）
法テラス多摩☎050-3383-5312、市

相談・情報課☎内線2215
無料不動産相談会
（公社）東京都宅地建物取引業協会、三
鷹商工会
2月19日㈮午後1時～4時
三鷹商工会館（下連雀3-37-15）
三鷹商工会☎49-3111へ
同協会武蔵野中央支部☎26-5891、

市生活経済課☎内線2542

平成27年度第3回
三鷹市男女平等参画審議会の傍聴
2月3日㈬午後6時30分～8時30分

10人
教育センター
企画経営課☎内線2115・ 45-

1271・ kikaku@city.mitaka.tokyo.
jpへ（先着制）
平成27年度第2回
三鷹市交通安全推進協議会の傍聴
　「平成28年三鷹市春の交通安全運動
実施要領（案）」の審議、ほか。
2月4日㈭午後1時30分から
5人
三鷹市公会堂さんさん館
当日会場へ（先着制）
道路交通課☎内線2883
平成27年度第3回
三鷹市景観審議会の傍聴
　「三鷹市公共施設景観づくりの手引き
（案）について」ほか。
2月4日㈭午後6時30分から
10人
三鷹市公会堂さんさん館
当日会場へ（先着制）
まちづくり推進課☎内線2862

催し
8110展（イラスト）
しろがねGallery 1月20日㈬

までの午前11時～午後7時 同画
廊 期間中会場へ 同画廊☎43-
3777

2016年新春小品展
ぎゃらりー由芽 1月31日㈰

までの正午～午後7時（31日は4時
まで） 同画廊、ぎゃらりー由芽
のつづき 期間中会場へ 同画
廊☎47-5241（木曜日休み）

駅前ラジオ体操＆軽いウオーキン
グとごみ拾い＆朝カフェ！
つながりのはじめまして 毎

週日曜日午前6時25分から 三
鷹駅南口緑の小ひろば（ジブリ
美術館行きバス停東側） 当日
会場へ（雨天時は同会 http://
enchante-de-connect.wlx.com/
enchanteで確認） 小林☎080-
3356-5617

ひとり親子新年会
アリスみたか「三鷹市母子寡婦福

祉会」 1月17日㈰正午～午後3時
福祉会館 小学生以上200円（会

員は100円） ふるたに paama
ndayo@yahoo.co.jp ふるたに
☎090-4713-5210・ 41-8258

つぎあてポッケワークショップ！
ピアノに合わせてリズム遊び
NPO法人子ども生活・ゆめこ

うば 1月18日㈪午前11時～正
午 フリースペースつぎあてポッ
ケ（大沢1-16-26） 大人300円、
子ども200円 当日会場へ 同
法人☎34-0040

国際ケッコンのパパ・ママ・こど
もの交流・友達・仲間づくりの
きっかけの場
インターナショナルフレンズ

1月19日㈫午前11時30分～午後1
時30分 井の頭東部地区公会堂
当日会場へ 山下☎090-4206-21

15・ Intl.Friends123@gmail.com

第3回歴史講話「古文書による上
下連雀村の成り立ち」
三鷹の歴史研究会 1月20日

㈬午後1時30分～4時 連雀コミ
ュニティセンター 300円（資料
代） 太田 48-5952

あれから5年、いま放射能は？―
土壌測定報告★
ごみ有料化。納得できない！三

鷹市民の会 1月22日㈮午後6時
30分～9時 市民協働センター
こどもみらい測定所代表の石丸偉
丈さん 500円（資料代） 当日
会場へ 竹内☎080-5465-8138

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
1月23日㈯午前10時～午後1時
市役所議場棟下 500円（1区

画分） 同協議会☎76-1271
（申し込みは2区画まで）

講演会「小京都の風景とイメー
ジ」★
「武蔵野」の意味を探る 1月23
日㈯午後1時30分～3時30分 社
会教育会館 国士舘大学文学部主
任教授の内田順文さん 当日会場
へ 岡本☎45-5568

うつ友の会三鷹
1月23日㈯午後1時30分～4時
福祉会館 100円 当日会場

へ 高橋☎090-5209-4411

三鷹一日うたごえ
1月23日㈯午後2時～4時30分

三鷹市公会堂さんさん館 1,000円
当日会場へ 藤井☎48-4688

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール
1月26日㈫午後0時30分～2時
当日会場へ◆物品提供は冬物

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

ジョイ・ラック・クラブ落語会の
お誘い★
1月26日㈫午後2時～3時30分
社会教育会館 落語家の立川

こはるさん 当日会場へ 小高
☎080-3472-7272

職場体験説明会―進路・就職に
悩む若者またはご家族の皆さん
へ
NPO法人文化学習協同ネット

ワーク 1月27日㈬午後2時～3
時 同法人（下連雀1-14-3）
丸山☎70-5067

みたかふれあいサロンの催し
①iPad＆タブレット講座・個別

指導＝毎週火・金曜日午後1時15
分～2時45分、②やさしいiPhone
入門＝1月27日、2月3日の水曜日
午後3時45分～5時15分 ②10人
三鷹産業プラザ ①2,000円（1

回。iPad貸し出しあり）、②1,500円
（1回。iPhone6台まで貸し出しあ
り） ②あればiPhone ①当
日会場へ、②NPO法人シニアSO
HO普及サロン・三鷹☎40-2663・
40-2664（先着制）

「サロンきっかけ」おしゃべり会
活躍きっかけ隊 1月28日㈭

午前10時～正午 三鷹市公会堂
さんさん館 100円 当日会場
へ 加藤☎080-5496-9758

ペーパーグライダー指導者養成
講座（シニアの方、歓迎）
ハッピーグランパ倶楽部 1月

28日㈭午後2時～4時 10人
市民協働センター 500円
青井☎090-3682-8967・ happy
_grandpa_club@nifty.com（先着
制）

おめでとうヨガ
ヨガを学ぶ会 1月29日㈮・

31日㈰午前10時 ～11時20分
社会教育会館 1,000円（1回）
益田☎44-9315・ dreames

_come_true46@ezweb.ne.jp

公開講座「障害者施設における美
術活動」
（社福）にじの会 1月30日㈯午
後1時～4時 大沢にじの里（大沢
1-6-3） 当日会場へ 同法人（諏
訪）☎39-2411

はじめてのやさしいヨガ
Yuki’s Yoga 1月30日㈯午

後2時～3時 大沢下原地区公会
堂 ヨガマットまたはバスタオル、
動きやすい服装 北條 coucou
mesamis@icloud.com 北條☎
080-3470-1540

研修会「精神疾患のある人の『か
らだ』の健康」
（社福）巣立ち会 1月30日㈯午
後2時～4時 三鷹産業プラザ
同法人（小林）☎34-2761・

39-7781

足から健康を考える 外反母趾（ぼ
し）改善転倒予防
倉橋 1月31日㈰午前10時か

ら、午後2時から 三鷹市公会堂
さんさん館 1,500円（マッサー
ジオイル付き） 倉橋☎090-
4941-3533・ 32-1662

平塚ミヨさん講演会「おはなしを
聴くたのしみ、語るよろこび」★
おはなしあずきの会 2月5日

㈮午前10時30分～正午 西部図
書館 ストーリーテラーで「くにた
ちお話の会」会員の平塚ミヨさん
当日会場へ 魚谷☎24-9903

講演会「公民館での市民の歴史学
習とわたし」★
総合コースを考える会 2月6

日㈯午後1時30分～3時30分 社
会教育会館 歴史（日本近代史）研
究家の川村善二郎さん 当日会場
へ 今井☎49-9451

フクシマ6年目の現実に向き合う
★　
さよなら原発！三鷹アクション
2月20日㈯午後1時30分～4時

30分 150人、保育6人 社会教
育会館 元京都大学原子炉実験
所助教の小出裕章さん 500円
（学生・未成年は無料） 同会
32-9372・ nonukes.mitaka@
gmail.com（先着制） 稲葉☎09
0-8083-1856（午前9時～午後8時）

伝言板
学生とランチを一緒に！食DE絆
地域福祉ファシリテーター第

5期修了生・ルーテル学院大学学
生有志 1月20日㈬午前11時～
午後1時 同大学学生食堂 昼
食代実費 当日会場へ 同大学
コミュニティ人材養成センター☎
31-7920

ICU和太鼓部2016年春公演「天
（てん）玄（げん）の瞬（またた）き
―Joyful Noise」
2月12日㈮午後7時30分から（7

時開場）、13日㈯午後0時30分から
（正午開場）・午後5時から（4時30
分開場） 同大学 前売券700円
（学生500円）、当日券1,000円（同
600円） 同部☎080-3500-17
27・ http://tenjoyicuwadai
ko16.wix.com/2016021213より
チケットを購入

マセマジシャン入門　数学×奇術
ICU 2月27日㈯午後2時～4

時 同大学 1月28日㈭までに
同大学ホームページ http://
www.icu-service.com/へ 同
大学（川島）☎33-3530

ICU高等臨床心理学研究所 トー
ク＆ミュージック きたやまおさ
む 鈴木重子「別れと歌」
3月21日㉁午後2時30分から

同大学 3,000円 3月7日㈪まで
に同研究所 33-3782・ iascp
-koen@icu.ac.jpへ 同研究所☎
33-3655

2月21日発行号
原稿締切日1月28日（木）
3月6日発行号
原稿締切日2月12日（金）

いずれも午後5時まで

催し………主催者が市民・市内の団体／市内で開催／参加費（材料・教材代など）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。
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
※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。

※「市からのお知らせ」は15面からご覧ください。

8広報みたか　No.1563　2016.1.17※はがき、ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

市外局番のうち「0422」は省略しています。
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