
※①諸手当・賞与あり（昨年度実績4.2
カ月。採用1年目は異なる）。
※②賞与あり（昨年度実績120,000円
程度。採用1年目は異なる）。
◆採用予定日 4月1日

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・
あれば資格証の写しを直接または郵送で
①②「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市
社会福祉事業団」・☎44-5211、③〜⑤
「〒181-0002牟礼4-2-23市立三鷹台保育
園」・☎40-7164へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
㈱まちづくり三鷹 社員
◆職務内容	「天文・科学情報スペース」
の受付・一般事務
◆資格	 ワード、エクセル中級程度の方
◆勤務期間	 4月1日〜平成29年3月31日
◆勤務時間	 水〜日曜日午前9時45分
〜午後6時45分
◆勤務場所	 同施設（下連雀3-38-20三
鷹中央ビル1階）
◆報酬 月額226,000円、交通費支給
（月額上限20,000円）
3月15日㈫午後5時（必着）までに履歴

書（写真貼付）・メールアドレス・個人
情報の取り扱いについての同意書（同社

ホームページ http://www.mitaka.
ne.jp/から入手）を直接または郵送で
「〒181-8525	㈱まちづくり三鷹」へ
※くわしくは同社ホームページへ。
同社☎40-9669

（社福）あかね保育の会 職員
◆職務内容	 保育補助（パートタイマー）
◆資格	 保育士（無資格者も可）
◆勤務期間	 4月1日〜平成29年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 月〜金曜日午前7時〜正
午、午後2時15分〜7時15分（応相談）
◆勤務場所	 あかね保育園（下連雀2-	
18-12）
◆報酬（時給） 有資格者＝1,100円、無
資格者＝970円、交通費支給

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園（大里）☎49-2671へ

女性のためのこころの相談
専門の相談員が相談に応じます。
毎週木・土曜日午後1時〜5時（祝日、

年末年始を除く。1回1時間まで）

4月3日発行号
原稿締切日 	 3月10日（木）
4月17日発行号
原稿締切日 	 3月25日（金）

いずれも午後5時まで

催し
つるしびな展
三鷹つりびなの会 3月30日

㈬までの午前8時30分〜午後5時
ギャラリーアートスペース（杏

林大学病院内） 期間中会場へ
小林☎47-5951

ひとり親子交流会アリスみたか定例会
3月6日㈰正午〜午後3時 福

祉会館 一般200円、会員100円
（未就学児は無料） ふるたに
☎090-4713-5210

春のワクワクヨガ
さくらサークル 3月8〜22

日の毎週火曜日午前10時15分〜
11時45分 三鷹駅前コミュニティ
センター 500円（1回） おお
こ☎47-2412（午後7時以降）

おしゃべり広場「裂き布で作るエ
コスリッパ」
三鷹市の福祉をすすめる女性の

会 3月9日㈬午前10時〜正午
福祉会館 100円 木綿の裂き布、
かぎ針7号以上、はさみ、筆記用具

ふるたに☎090-4713-5210

元気ひろば おれんじの催し
①ラフターヨガ（笑いヨガ）＝3

月9日㈬午前10時30分〜正午、②
ふまねっと運動体験教室＝3月16
日㈬午後1時30分〜2時30分
同会（中原3-1-65） ①600円
石橋☎76-5940・ 26-9419

石州流茶道を楽しむ会お茶会★
3月9日㈬午後1時30分から、2

時30分から みたか井心亭 石
州流師範の青木宗信さん 500
円（茶菓代） 当日会場へ 大町
☎48-6006

「暮らしに係わる電力自由化！電
気の選び方」わかりやすい講座
地域サステイナビリティ・コ

ラボ 3月10日㈭・18日㈮・26
日㈯午前10時〜11時50分 各
回15人 市民協働センター

300円（1回） 当日会場へ（先着
制） 灰塚☎080-5413-3253

気楽に手作りの会（粘土花・羊毛・
つる＆籐・押し花）
3月10日㈭午後1時〜3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
1,200円 野間☎090-5301-

6818

未来に残したいところは？解決
したい問題点は？牟礼まちある
き ちいき診断
（一社）てとて暮らしの保健室みた
か 3月11日㈮午前10時牟礼
コミュニティセンター集合〜午	
後2時 500円（昼食代を含む）
浜☎050-3708-2749・ ku	

rashinohokenshitu.mitaka@g	
mail.com

セルフケアのためのヨガ
三鷹の森ヨーガ 3月12〜26	

日の毎週土曜日午後6時〜7時15
分 連雀コミュニティセンター
1,500円（1回） 清水☎090-	
5815-7353・ mitakayoga@
yahoo.co.jp

講演会「COP21後の温暖化対策
とエネルギー問題―家庭への影
響と私たちができること」★
住みよい環境をつくる三鷹市

民連絡会（三鷹環境市民連） 3月
13日㈰午後1時30分〜3時30分
市民協働センター 東京大学

客員准教授の松本真由美さん
当日会場へ 田中☎43-2900

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
3月15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 楠☎090-
6405-5120・ Intl.Friends	
123@gmail.com

ラテンダンス種目ジャイブ★
ラテン研究会 3月15日㈫午

後7時〜8時30分 三鷹駅前コミ
ュニティセンター ラテン・ス
タンダード共A級現役選手の山内
砂穂さん 当日会場へ 大内☎
31-8656

みたかふれあいサロンの催し
①知ってお得なスマホ講座	格

安SIMで通信料金を節約＝3月16
日㈬午前11時〜午後0時30分、②
Pad＆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 ①6人 三鷹産業プラ
ザ ①1,500円、②2,000円（1回。
Pad貸し出しあり） ①NPO法
人シニアSOHO普及サロン・三鷹
☎40-2663・ 40-2664（先着
制）、②当日会場へ

健康体操 木曜会★
3月17日㈭午後3時〜4時30分
第一体育館 ㈱余暇問題研究

所取締役の廣田治久さん 当日
会場へ 所☎48-3882

第20回「つるし雛（びな）と年賀状
展」
渡部 3月18日㈮〜20日㈷午

前11時〜午後4時 渡部宅（井の
頭1-4-25） 期間中会場へ 渡
部☎45-6770

第30回あなたと昭和と歌謡曲（昭
和50～56年の巻）
歌謡曲を楽しむ会 3月18日

㈮午後1時40分〜4時20分 芸
術文化センター 当日会場へ
宮本☎042-473-8416

第131回井の頭かんさつ会「公園
で春を探そう！」（仮）
井の頭かんさつ会 3月19

日㈯午前10時〜正午 井の頭
公園 300円 同会 http://
kansatsukai.net/ 同会（日置）
rsf44658@nifty.com

ベテラン編集者主宰の読書会（昨
今のベストセラー紹介あり）
出版研究会三鷹 3月19日㈯

午後2時〜4時30分 市民協働セ	

ンター 1,500円 3月18日㈮
までにしょうぐち☎090-2217-
7209・ shoguchi@rb3.so-net.	
ne.jp

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 3月23日㈬午前11時〜
正午 同法人（下連雀1-14-3）
丸山☎70-5067

映像「湯島聖堂・原三七と冊子『中
国菜』」上映会
（一社）中日文化研究所 3月25
日㈮午後6時〜8時 三鷹ネット
ワーク大学 同法人（木村）☎
29-9151

足から健康を考える 外反母趾
（ぼし）巻き爪改善
倉橋 3月26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☎090-49	
41-3533・ 32-1662

講演会「男の子と女の子、違いか
ら見る子育てのヒント」★
育児セミナー同窓会 3月26

日㈯午前10時30分〜正午 井
口コミュニティセンター ㈱マ
ザートゥリー代表の日原みちる
さん 当日会場へ 竹上☎090-
9202-4939

第149回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 3

月27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

市民講座 八木昌弘さん「クリス
マスローズの魅力」
三鷹雑学大学実行委員会 3

月27日㈰午前10時〜正午 三鷹
駅前地区公会堂 なりきよ☎
080-1362-5359（当日参加も可）

みたか・みんなの広場の催し
①市民リレートーク㈱フィリ

ック・フォビック平野有希さん
「ミニコミ紙あれこれ」＝3月28
日㈪午後1時30分〜3時、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・土曜日午後 ①10人 同会
（下連雀4-5-19みたかの家内）
①200円、②500円 ①なり
きよ☎080-1362-5359（先着制、
当日参加も可）、②当日会場へ

春休み子どもイベント：みんな
で作って飛ばそう紙飛行機
ハッピーグランパ倶楽部 3

月31日㈭午後1時30分〜3時30
分 4歳〜小学生のお子さん30
人（未就学児は保護者同伴）
教育センター 青井☎090-
3682-8967（先着制）

伝言板
ICU生涯学習講座「ギリシア英雄
叙事詩 ホメロス『イリアス』を読
む」
4月13日〜平成29年2月8日の	

毎月第2水曜日午後1時30分〜4
時30分（8月を除く全10回） 同
大学 20,000円（10回分）
同大学（社会サービス担当）☎33-
3013・ https://business.form-
mailer.jp/fms/2dd3b03052266

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11面からご覧ください。

月刊わがまちジャーナル
3月号地上11chで放送中

このまちの気になる社長さん
（その2） 
宝泉製作所 岡本己知男さん
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。

女性交流室（下連雀3-30-12中央通り
タウンプラザ）

事前に相談・情報センター☎44-
6600、相談員直通☎71-0030（土曜日
午後1時〜5時）へ
男女平等参画相談員のご案内
男女平等参画に関わる人権侵害の相
談に応じます。相談員は弁護士の松原
拓郎さんと向畑留美子さん。
在学・在勤・在活動を含む市民
相談・情報センター（市役所2階）
直接または電話で同センター☎

44-6600へ
事業者向け弁護士派遣お届けエー
ジェント（出張法律相談）
弁護士による出張法律相談（初回無
料。1時間程度）です。
多摩地域の中小企業経営者10人
3月14日㈪〜25日㈮の平日午前9

時30分〜午後5時に東京三弁護士会多
摩支部☎042-548-3800へ（先着制）
原子力損害賠償に関する説明会と
弁護士による無料個別相談会
3月26日㈯①説明会＝午前10時〜正

午、②個別相談会＝午前10時〜午後4

時(各組1時間、正午〜午後1時を除く）
①避難指示区域から避難している方

100人、②原子力発電所事故で損害を
受けた方（自主的避難の方も可）
武蔵野公会堂（武蔵野市吉祥寺南町

1-6-22）
午前9時〜午後5時に原子力損害賠

償・廃炉等支援機構☎0120-330-540
へ（フリーダイヤル。①は先着制）

平成27年度 第3回三鷹市都市計画
審議会の傍聴
3月23日㈬午後3時から
15人
第二庁舎4階
3月11日㈮（必着）までに必要事項（11

面参照）をはがきまたは電子メールで
「〒181-8555まちづくり推進課」・
machidukuri@city.mitaka.tokyo.jp
へ（申込多数の場合は抽選）
同課☎内線2811

6広報みたか No.1566 2016.3.6※はがき、ファクス・電子メールによる申込は11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。


