
30人
三鷹駅前コミュニティセンター
グリーンアドバイザーの横山俊子さん
2,500円（鉢・苗代を含む）
スコップ、軍手、エプロン、持ち帰

り用袋
直接または電話で同センター☎71-

0025へ（先着制）
SNSでウケる写真の撮り方講座
NPO法人みたか市民協働ネットワーク
4月8日㈮午後7時～9時
30人
市民協働センター
ブログ「オレガジェット」編集長の岡

部照将さん
同センター☎46-0048・ 46-

0148・ kyoudou@collabo-mitaka.
jpへ（先着制）
セミナー「地域の課題を解決する

『市民×IT』の出会い」
NPO法人みたか市民協働ネットワーク
4月9日㈯午後1時30分～5時30分
40人
市民協働センター
コードフォージャパン代表の関治之さん
同センター☎46-0048・ 46-

0148・ kyoudou@collabo-mitaka.
jpへ（先着制）
介護者向け講座「家族にイライラし
てばかりいるあなた」
4月23日、5月14日、6月4・25日、

7月9日の土曜日、午前10時30分～正午
または午後1時～2時30分（全5回）
現在介護中または準備中で対象者と

の関わりに悩みを抱える方で、全回参
加できる方10人
介護老人保健施設太郎（下連雀4-2-8）

日本医科大学講師で臨床心理士の樫
村正美さん

3月18日㈮までに三鷹駅周辺地域
包括支援センター☎76-4500へ（申込
多数の場合は抽選）

都営住宅（シルバーピア）の入居者
（地元募集）
◆募集内容	 市内の単身者向け空き家
2戸、二人世帯向け空き家2戸
◆入居資格	 以下の条件を満たす方。
①申込者が65歳以上で市内に継続して
3年以上居住している、②単身者向け
は原則として申込時に親族と同居して
いない、③二人世帯向けは65歳以上の
同居親族がいる（配偶者はおおむね60
歳以上）、④所得が基準内である、⑤住
宅に困っている、⑥申込者または同居
親族が暴力団員ではない
◆申込書・募集案内	 3月7日㈪～14日
㈪にまちづくり推進課（市役所5階52番
窓口）、市政窓口で配布
3月16日㈬（必着）までに「〒181-85	

55まちづくり推進課」へ（郵送のみ）
同課☎内線2869

春のフリーマーケット出店者
4月16日㈯午前10時～午後1時（雨天

時は17日㈰に順延）
在学・在勤を含む18歳以上の市民、

22店舗（1区画2×2m）
※未成年者は保護者の署名、押印が必要。
リサイクル市民工房
3月31日㈭（必着）までに往復はがき

で必要事項（11面参照）・販売予定品目
を「〒181-8555ごみ対策課」へ（申込多
数の場合は抽選）
同課☎内線2533

※業者の出店、食品・家電製品・環境に
悪影響を及ぼす品物などの販売は不可。
※自家用車での来場はご遠慮ください。

多様な働き方セミナー 
「セカンドライフに向けてどのよう
な働き方があるのか」
3月17日㈭午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職活動中の方

28人
市民協働センター
わくわくサポート三鷹所長の霧島誠

さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
3月14日㈪までに必要事項（11面

参照）をわくわくサポート三鷹☎45-
8645・ 45-8646へ（先着制）
就職活動支援セミナー「求職中の
ストレスとうまくつきあって求職
活動を乗り切ろう！」
3月24日㈭午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職活動中の方

24人
市民協働センター
わくわくサポート三鷹相談員で産業

カウンセラーの野元秀明さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
3月23日㈬までに必要事項（11面

参照）をわくわくサポート三鷹☎45-86	
45・ 45-8646へ（先着制）
教育委員会 嘱託員（１人）
◆職種	 学習指導員
◆職務内容	 児童・生徒の学習援助、
学習内容の研究、学習プログラムの作成
◆資格	 昭和30年4月2日以降生まれ
で、教育職員免許を持ち、学習指導に専
門的な知識がある方、または教員経験者
で、学習心理の知識と技術を持つ方
◆勤務時間	 月・火・木・金曜日
◆勤務場所	 市立小・中学校、教育セ
ンター

◆報酬	 月額175,500円、交通費支給
(月額上限20,000円)
◆採用予定日 4月1日
3月11日㈮（消印有効）までに受験申

込書兼履歴書(市ホームページまたは同
センターで入手、写真貼付）・資格証の
写し・卒業証明書・レポートを特定記
録郵便で「〒181-8505学務課」へ
※書類選考後は、３月に面接。くわし
くは市ホームページをご覧ください。
同課☎内線3291

生活福祉課 
生活保護関係自立支援員（1人）
◆職務内容	 生活保護受給者の就労支
援、日常生活などの自立支援
◆資格	 昭和30年4月2日以降生まれで、
ハローワークの職務経験者、または雇
用・就労促進の知識と技能がある方
◆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～金曜日のうち週4日
午前8時30分～午後5時（実働週30時間）
◆勤務場所	 市役所
◆報酬	 月額245,000円、交通費支給
（月額上限20,000円）、社会保険などの
適用あり
3月11日㈮（必着）までに履歴書（写

真貼付）、作文を直接または特定記録郵
便で「〒181-8555生活福祉課」へ
※書類選考後、3月19日㈯に面接。くわ
しくは募集要項（市ホームページ、同課
で入手）をご覧ください。
同課☎内線2671

三鷹市消費者相談員
◆職務内容	 三鷹市消費者活動セン
ター相談室での相談など
◆資格	 消費生活専門相談員、消費生
活アドバイザーまたは消費生活コンサ
ルタントで、パソコン操作のできる方
◆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	 平日の週3・4日午前10
時～午後4時
◆報酬	 日額12,500円
3月7日㈪～11日㈮（消印有効）に履歴

書（写真貼付）・資格証の写し・小論文を本
人が直接または郵送で「〒181-0013下連
雀3-22-7三鷹市消費者活動センター」へ
※書類選考後、3月中旬に面接。くわ
しくは市ホームページをご覧ください。
同センター☎内線2545

柳家花緑独演会
芸術文化センター 星のホール
全席指定
3月26日㈯ 夜の部 午後6時開演 
チケット発売中
会員＝2,700円
一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円
※昼の部完売。

心温まる落語で、笑っ
て春を呼び込んでください。

パフォーマンスキッズ・トーキョー ダンス公演
だからきみのからだ
三鷹市公会堂 光のホール
全席自由 入場無料（先着制）
3月6日㈰ 午後2時開演（1時受付╱1時30分開場）
※未就学児入場可能。

NPO法人芸術家と子どもたち☎070-5455-5626へ
出演：鈴木ユキオ（振付家・ダンサー）、小学2～6年生

振付家・ダンサーとして世界30都市以上で活躍す
る鈴木ユキオさんが、50人の子どもたちと9日間の
ワークショップで作り上げた作品を上演します。

フランチェスコ・トリスターノ  
ピアノ・リサイタル“チャコーナ”
芸術文化センター 風のホール
全席指定
5月28日㈯ 午後5時開演
チケット発売中
会員＝3,600円 一般＝4,000円
23歳以下＝3,000円

［曲目］フレスコバルディ：パッサカリアによ
る100のパルティータ、ブクステフーデ：ア
リア「ラ・カプリッチョーザ」による32の変奏
曲、チャコーナ、フランチェスコ・トリスター
ノ：バルセロネータ・トリスト、ラスト・デイズ ほか

（公財）三鷹市芸術文化振興財団☎47-5122
http://mitaka.jpn.org/チケットインフォメーション

財団主催の公演チケットまたはチケット半券で、三鷹駅周辺の「公演チケットパートナーショップ」協力店でさまざまなサービスが受けられます（サービス有効期間は公演日から7日間）。

鈴木ユキオ
photo	by

Kazuyuki	Matsumoto

柳家花緑
フランチェスコ・
トリスターノ

©Marie	Staggat	/	
DG

チケット
お求め方法

友の会『マークル』会員募集中！年会費／2,000円 会員特典／チケットの優先予約・割引（1公演2枚まで）・ポイントサービス、情報誌の送付、チケットの無料送付（口座会員のみ）、芸術文化センター・三鷹市公会堂レストランでの飲食代金10％オフなど。

●窓口販売 10:00～19:00	月曜日休館
（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）
芸術文化センター／三鷹市公会堂さんさん館／美術ギャラリー

料金500円、対象は1歳～未就学児、定員10人（公演の2週間前までに申し込む）
※特に記載のない場合は、公演事業は未就学児の入場をお断りしています。

●インターネット予約（要事前登録）
パソコン		 http://mitaka-art.jp/ticket
携帯電話		 http://mitaka-art.jp/ticket-m	
	 （座席自動採番）

●電話予約
芸術文化センター		
☎47-5122 
 10:00～19:00
※学生券をお求めの方は、公演当日学生証をお持ちください。	
※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。

MITAKA ARTS NEWS on TV 放映中！
財団主催の公演・展覧会情報を紹介する番組を
放映しています！地デジ11チャンネル（J:COM
チャンネル武蔵野・三鷹）で毎日放映中！（第1・
3火曜日更新）
20：15～20：25／23：50～24：00

  ☎ 0267-97-3206
  0267-97-3207

http://www.sizennomura.jp/
［体育館・グラウンドなどを完備］

JRをご利用の方は、最寄
駅（信濃川上駅）まで車で
送迎します。宿泊申込の
際にご予約ください。

 〒384-1406 長野県南佐久郡川上村大字原591番362

◆6月分の優先申込（団体分）
団体（15人以上）受付は、3月15日㈫午前8時30分から。ホームページから申込
用紙を印刷し、必要事項を記入のうえファクスまたは電話で仮予約の後、郵送。

◆7・8月分優先申込の先行予約調整会議
団体宿泊室（15人以上）の利用と、障がいのある方が次の間付き洋室を利用す

る場合の7・8月分優先申込を受け付けます。
4月5日㈫午前9時30分から（9時から受付）	 教育センター

8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。


