
催し
本多真理子展

ぎゃらりー由芽 4月3日㈰まで
の正午～午後7時 同画廊 期間
中会場へ 同画廊☎47-5241

体も頭も気持ちもスッキリ日曜
日！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（雨天中止） 

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://en 
chante-de-connect.wix.com/en 
chanteで確認） 小林☎080-33 
56-5617

元気ひろば おれんじの催し
①三鷹の嚥下（えんげ）と栄養を

考える会―あなたにとっての「食」の
「今まで」と「これから」＝3月23日㈬
午後2時～3時30分、②ペーパーク
イリング教室＝3月25日・4月8日の
金曜日午前10時～11時30分 元
気ひろば おれんじ（中原3-1-65）
②300円 石橋☎76-5940・

26-9419

みたかふれあいサロンの催し
①夜のiPad講座（昼間受講でき

ない方対象）＝3月23日～4月20日
の 毎週水曜日午後6時15分 ～7時

45分、②PC道場（PC・デジカメ・
タブレットなどを自分のペースで）
＝毎週水曜日午後1時15分～3時15
分、毎月第4土曜日午後6時15分～
8時15分 ①各5人 三鷹産業プ 
ラザ 2,000円（1回。①Padの 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

「サロンきっかけ」おしゃべり会
活躍きっかけ隊 3月24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

楽しくきれいにウォーキング
いつまでも元気に歩きたい女性

のためのウォーキング 3月24日
㈭午後1時～2時 三鷹駅前コミュ
ニティセンター 500円 当日会
場へ 新坂☎090-6189-4817

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
3月26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）

子どものための遊びとたき火とフ
リーマーケット「ティピーをたてて
春の子どもバザール！」

NPO法人子ども生活・ゆめこう
ば 3月27日㈰午前11時～午後3
時 農業公園 当日会場へ。出
店希望者は事前に同法人☎・ 34- 
0040

中国語広場の催し
楽しい中国語=3月27日～4月

24日の毎週日曜日①初級：午後1 
時～2時30分・②中・上級：2時30 
分～4時、③ゼロから中国語=4月
11～25日の毎週月曜日午後1時
30分～3時 ①②三鷹駅前コミュ
ニティセンター、③連雀コミュニ
ティセンター 2,500円（1回。資
料代を含む） ①②開催日前の
金曜日・③4月9日㈯までにおう☎
090-8001-9720

三鷹書人の会書展
3月30日㈬～4月3日㈰午前10時

～午後6時（3日は4時まで） 美術
ギャラリー 当日会場へ 同会事
務局（山口文林堂）☎49-7770

第2回親子で楽しむクラシックコ
ンサート

ハッピー子育ての会 4月2日㈯
午後3時～4時30分 三鷹市公会
堂さんさん館 親子1,000円 平
手 hiratehiroko@gmail.com

平手☎080-3254-5882

伊達佑介「うたのスクール」音楽
会2016

Davis 4月3日㈰午後1時30分
～6時（1時開場） 芸術文化セン
ター星のホール 当日会場へ 同
事務局☎48-8013

春の幼児親子体育遊びの集い
めだか・らっこの会 4月4日㈪

1歳＝午前10時10分～11時、2歳＝
11時～午後0時30分 連雀コミュ
ニティセンター 300円 当日会
場へ 小原☎080-4108-9751

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 4月5・19日の火曜日午後
2時～3時 同法人（下連雀1-14-3）

同法人（丸山）☎70-5067

コカリナ（木の笛）初心者講習会
コカリナ木の精 4月5・19日の

火曜日午後3時～4時30分 西社
会教育会館 当日会場へ 下山☎
090-6565-4928

結成35周年男声四重唱コンサー
ト「この日あなたとコールたぬき」

コールたぬき 4月10日㈰午
後2時～4時 三鷹市公会堂光の
ホール 当日会場へ 松林☎03-

3334-1888

カラオケ広場みんなで楽しく歌い
ましょう

あじさい会 4月19日㈫午後
7時～9時30分 三鷹駅前コミュ
ニティセンター カセットテープ、
CD 当日会場 へ 丸山☎090-
2668-9162

伝言板
アジア・アフリカ図書館 古本市

3月26日㈯午前10時30分～午後 
4時 同館 当日会場へ 同館（佐 
藤）☎44-4640

ICUオルガン演奏会：中田恵子
ICU宗教音楽センター 4月9日

㈯午後3時から 同大学礼拝堂
2,000円 当日会場へ 同大学☎
33-3330

米高校生のホームステイのための
ホストファミリー募集
禅林寺龍華会基金の援助による第
32回日米高校生交流プロジェクト。
高校生男女と、付き添い教員の受
け入れ家庭を募集。謝礼あり。
日米文化センター 7月1日㈮～20
日㈬のうち約2週間 禅林寺☎
44-8365

4月17日発行号
原稿締切日	3月	25	日（金）
5月1日発行号
原稿締切日	4月	7日（木）

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
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。

市内の空間放射線量測定結果

※�「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満であることを示します。くわしくは、市
ホームページの各検査結果をご覧ください。

クリーンプラザふじみ☎042-482-5497、東部水再生センター☎03-3309-1447

採取日 場 所 対象 放射性�
ヨウ素131

放射性�
セシウム134

放射性�
セシウム137

2月� 9�日 クリーンプラザふじみ
主灰 ― 不検出 8.4
飛灰 ― 19 98

2月�12�日 東部水再生センター
脱水汚泥 不検出 不検出 不検出
放流水 不検出 不検出 不検出

※単位は「Bq（ベクレル）/kg」＜そのほかの市内放射性物質測定結果＞

※�クリーンプラザふじみから焼却灰を搬出している最終処分場の受入基準は8,000Bq（ベクレル）�
/kgです。また、同施設では、放射性ヨウ素131は、放射性物質汚染対処特別措置法の規定の
対象外であるため、測定していません。

平成23年7月5日から
定点観測地点（6カ所）と�
市内公共施設などで、地
上5cm・1m地点での空間�
放射線量を引き続き計測
しています。
くわしい測定結果は市ホームページのトップページ「東日本大震災関連情報」
から、または三鷹市公式ツイッター http://twitter.com/mitaka_tokyoから�
ご覧ください。
また、23年7月5日～27年10月30日の測定結果の地図情報を市ホームページ�

の「三鷹市わがまちマップ」（トップページ「地図情報」）で確認できます（27年11月�
1日以降の測定結果は掲載準備中です）。
環境政策課☎内線2523

施設数
（定点観測地点を含む）

測定結果（地上1m)

最小値 最大値

24施設 0.03 0.08
※�一般的には、毎時0.24マイクロシーベルト以下がひとつの�
目安とされています。

平成28年2月16日～3月14日（毎時マイクロシーベルト）

◇三鷹市産野菜の放射性物質測定結果
１月29日に三鷹市産野菜(ダイコン)を検体として採取し測定した結果、放射性�
セシウム134・137は不検出でした。
※「一般食品」の基準値は、放射性セシウム濃度が100Bq（ベクレル）/㎏です。
生活経済課☎内線3063

（社福）三鷹市社会福祉事業団 職員
◆職種	 ①介護職（契約職員）、②～④
保育職（パートタイマー）、⑤⑥調理員

（パートタイマー）
◆資格	 ①介護福祉士またはヘルパー1・ 
2級、②～④保育士（無資格者は応相談）、
⑤⑥不問（栄養士または調理師免許があ

ればなお可）
◆勤務時間	 ①4交代制（週平均38.75時
間勤務、月4～6回の夜勤あり）、②土曜
日午前7時30分～午後1時、③月～金曜
日午後4時30分～6時30分、④月～金曜
日午後4時30分 ～6時、4時45分～7時、
⑤月～水曜日午後0時30分～4時30分、

※「市からのお知らせ」は7面からご覧ください。

⑥土曜日午後1時45分～4時45分
◆勤務場所	 ①老人保健施設はなかい
どう、②三鷹西野保育園、③三鷹駅前
保育園、④⑥三鷹赤とんぼ保育園（4月
開園）、⑤三鷹ちどりこども園
◆報酬	 ①月額240,000円（介護福祉士
以外は230,000円）、②③時給1,030円～ 
1,400円（資格の有無・時間帯による）、④ 
時給980円～1,325円（資格の有無・時
間帯による）、⑤時給1,000円～1,090円 

（資格の有無による）、⑥時給1,010円
※①夜勤手当・賞与あり。

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①「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市 
社会福祉事業団」・☎44-5211、②「〒181- 
0016深大寺3-3-10三鷹西野保育園」・☎
39-7030、③「〒181-0013下連雀3-30- 
12三鷹駅前保育園」・☎79-5441、④⑥

「〒181-0002牟礼3-9-3三鷹赤とんぼ
保育園」・☎40-0600（3月22日㈫から）、
⑤「〒181-0012上連雀4-12-26三鷹ち
どりこども園」・☎72-9220へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
（社福）こひつじ会 職員（1人）
◆職種	 保育士
◆資格	 保育士（取得見込みも可）
◆勤務時間	 月～金曜日午前8時30分
～午後5時（交代制、土曜日の勤務あり）
◆勤務場所	 第二小羊チャイルドセンター
◆報酬	 月額215,862円～

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・ 
資格証の写しを直接または郵送で「〒 
181-0003北野3-1-3第二小羊チャイル
ドセンター」・☎43-9754へ

（社福）朝暘学園 非常勤職員
◆職種	 ①保育士、②児童指導員
◆資格	 ①保育士、②社会福祉士または
教育職員免許（いずれも取得見込みも可）
◆勤務時間	 週5日の交代制
◆勤務場所	 同園（大沢2-4-1）、付近の
グループホーム
◆報酬	 月額196,860円

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園☎32-6234へ
平成28年度国税専門官
◆資格	 ①昭和61年4月2日～平成7年
4月1日生まれの方、②7年4月2日以降
生まれの大卒者および29年3月までに
大学卒業見込みの方、または同等の資
格があると認める方
◆試験	 1次＝5月29日㈰、2次＝7月
12日㈫～20日㈬のうち指定された日時

4月1日㈮午前9時～13日㈬に国家公
務員採用試験インターネット申込専用 
ホームページ http://www.jinji-shiken. 
go.jp/juken.htmlへ

武蔵野税務署☎53-1311 

総合オンブズマン相談（4月）
市政に関する苦情を受け付けます。
中村一郎さん（弁護士）＝7・21日、

片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝14・
28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
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