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いずれも午後5時まで

催し
ぎゃらりー由芽の催し

①イタリアでみた夢＝4月10日 
㈰まで、②一ノ瀬智恵乎展 Nos- 
talgie 望 郷 ＝4月9日 ㈯ ～24日
㈰、いずれも正午～午後7時（①10
日、②24日は5時まで） ①ぎゃら
りー由芽のつづき、②同画廊 期
間中会場へ 同画廊☎47-5241

（②木曜日休み）

みたかふれあいサロンの催し
①Windows10・Office2013

を基礎から学びたい方へ（4回コー
ス）＝毎週月曜日、②iPad＆タブ
レット講座・個別指導＝毎週火・
金曜日、いずれも午後1時15分～
2時45分 ②10人 三鷹産業プ
ラザ ①1,600円（1回）、②2,000
円（1回。Pad貸し出しあり）
NPO法人シニアSOHO普及サロ
ン・三鷹☎40-2663・ 40-26 
64（②先着制。当日参加も可）

親子でえいご広場
ナーサリー・ライムの会 4

月5～19日の毎週火曜日午前10
時から 下連雀南浦地区公会堂

800円 久 保 mother.
goose.club.777@gmail.com

笑って元気！ラフターヨガ（笑いヨ
ガ）

三鷹台ラフタークラブ 4月
5・19日の火曜日午前10時30分
～正午 牟礼地区公会堂 500
円（1回） 櫻井☎090-4212-
3307・ 43-6137・ mitaka.
ahaha@gmail.com

元気ひろば おれんじの催し
①役に立つ折り紙―小物を作

ってみよう！＝4月6日㈬午後1時
～2時30分、②ラフターヨガ（笑い
ヨガ）＝4月13日㈬午前10時30分
～正午、③子どもアートセラピー 
心のままに描く・作るを楽しも
う！＝4月15日㈮午前10時～11
時30分 同会（中原3-1-65） ②
600円、③1,000円 石橋☎
76-5940・ 26-9419

助産師によるナチュラル離乳食
講座

ははこぐさの会 4月7日㈭午
前10時 ～11時30分 三 鷹 駅 前
地区公会堂 3,000円 エプロ
ン、三角巾、筆記用具 平松☎
090-9824-3673・ hahacogu 
sanokai@gmail.com

朗読「伊藤左千夫作：野菊の墓」
をみんなで朗読しましょう！

めんこい朗読の会 4月8日㈮
午後1時30分～4時 連雀コミュ 
ニティセンター 100円（テキス
ト代） 当日会場へ 宮川☎080-
1281-1782

第8回「森の地図スタンプラリー」
（一社）武蔵野コッツウォルズ

4月9日㈯～5月29日㈰午前9時
から 三鷹市、小金井市、調布
市、武蔵野市、府中市、小平市

一部入園料などが掛かります
期間中各会場へ※詳細は同法

人 http://www.musashino-
cotswolds.jp/ 同法人（鈴木）☎
32-0962

第8回キルターズウェブ作品展
4月14日㈭～17日㈰午前10時

～午後5時（17日は4時まで） 芸
術文化センター 期間中会場へ

山城☎49-0328

気楽に手作りの会（粘土花・羊
毛・トールペイント・つる＆籐・
押し花）

4月14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

講座「名作『晩春』監督と女優と鎌
倉散策と」

みんなのみたか 4月16日㈯
午後2時～3時30分 社会教育
会館 当日会場へ 倉林☎090-
2741-1208

第132回井の頭かんさつ会「春色
観察会—春のお花観（はなみ）」

井 の 頭 かんさつ 会 4月17
日㈰午前10時～正午 井の頭
公園 300円 同会 http://

kansatsukai.net/ 同 会（小 町）
petittown@jcom.zaq.ne.jp

おやこ自転車ワークショップ
すぺーすはちのこ 4月17日

㈰午前10時30分～正午 保護
者（お子さん連れ可） はちのこ
保育園（野崎3-22-16） 1,500円

（資料代を含む） 出口☎32-
3081・ 32-9372

子育てコンビニカフェ「羊毛フェ
ルトでつるし端午を作りましょ
う」

NPO法人子育てコンビニ 4
月18日㈪午前10時30分～正午
元気ひろば おれんじ（中原3-1-65）

1,800円 同法人 info2@
kosodate.or.jp 同法人☎41-70 
21

世界のおもちゃと絵本のワーク
ショップ

奥 山 4月19日 ㈫ 午 前10時
～午後1時 3歳までのお子さん
と母親 コワーキングスペース 
Hammock（上連雀2-4-1） 3,000 
円 奥山 harikyuhahacogusa 
@gmail.com 奥山☎090-6171-
7117

第38回月曜会絵画展
4月19日㈫～24日㈰午前10時

～午後6時30分（19日は午後2時
から、24日は4時まで） 美術ギャ
ラリー 期間中会場へ 田内☎
45-0084

春のミニコンサート
三鷹市PMSジャズオーケスト

ラ 4月23日㈯午後6時30分か
ら 三鷹駅前コミュニティセン
ター 当日会場へ 仲川☎090-
9963-3710

第150回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 4

月24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

みたか・みんなの広場の催し
①市民リレートークNPOグレ

ース・ケア山田涼子さん「介護保
険で準備すること」＝4月25日㈪
午 後1時30分 ～3時、 ② お 茶 と
雑談：市民の居場所「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

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 
会

インターナショナルフレンズ
4月26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.Friends123
@gmail.com

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

4月26日㈫午後0時30分～2時
当日会場へ◆物品提供は春物

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

Y-wai 4th ファンタジー結成15
周年記念吹奏楽コンサート

5月8日㈰午後1時30分から
芸術文化センター風のホール
当日会場へ 畠村（はたむら）☎
090-2549-8799

会員募集
ラベンダーローズ（旅行英会話）

月2回水曜日午前10時～11時
30分 三鷹市公会堂 入会金
1,000円、月額4,000円 下平
☎080-5863-4783

さくらんぼの会（親子体育遊び）
月3回金曜日、①0～1歳＝午前

9時45分～10時30分、②2歳以
上＝10時40分～正午 第二体育
館 入会金1,200円、保険料年額
800円、月額①1,000円、②1,800
円 岡☎090-9977-6310

サニーマルチカラーキルト（手芸）
毎月第1・3金曜日午前10時～午

後0時30分 新川宿地区公会堂
入会金1,500円、月額2,500円

植原☎080-5922-2999・  
45-3604

こまち（シニア初心者向けソフト
テニス）

毎週月・水曜日午前10時～
正午 新川テニスコート 月額
1,000円 田中☎080-4925-
2627

いきいき料理クラブ（シニア男性
対象）

毎月第2木曜日午前10時～午
後1時 福祉会館 月額1,200円

（材料代を含む） 村上☎090-
2156-5762

ラブリーハンズ（フラダンス）
①毎週木曜日午前10時～正

午、②毎週水曜日午後1時30分
～3時30分 福祉会館 入会金
1,000円、月額1,500円 広谷
☎042-485-0683

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 4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

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。

月刊わがまちジャーナル
4月号地上11chで放送中

チョコボラとさとうさんち
（仮題）	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。

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
特別雇用職員
◆職種 施設管理を含む一般事務（2人）、
スポーツ事業に関する事務（1人）
◆資格 大卒または同程度の学力と普
通自動車運転免許を持つ方
◆勤務期間 7月1日～平成29年6月30
日（更新の場合あり）
◆勤務時間 午前8時30分～午後10時
15分（実働7時間45分）
◆勤務場所 同財団の管理する施設
◆報酬 月額208,380円（地域手当を含
む。経験加算あり）、交通費支給、社会
保険などの適用あり

4月5日㈫～17日㈰（必着）にエント
リーシート（同財団ホームページ
http://mitaka.jpn.org/から入手）と小
論文を「〒181-0012上連雀6-12-14 三
鷹市芸術文化センター」へ

同センター☎47-9100
教育委員会 嘱託員（若干名）
◆職種 ①補助教員、②介助員
◆職務内容 ①市内小・中一貫教育校

での教科指導など、②固定制の教育支
援学級での障がいのある児童・生徒の
介助業務
◆資格 ①小学校全科または中学・高
校理科の教育職員免許を有する方
◆勤務期間 5月1日～平成29年3月31
日（長期休業期間を除く。更新の場合あ
り）
◆勤務時間 月～金曜日のうち①週11
時間以内（学校により異なる）・②週30
時間（おおむね午前8時～午後4時）
◆勤務場所 市立小・中学校
◆報酬 ①時給2,090円、②時給1,286
円、交通費支給（日額上限1,000円・月
額上限20,000円）、社会保険の適用あり

4月13日㈬（必着）までに履歴書（写真
貼付）・小論文①「私がつくる『子どもに
とって魅力ある授業』」・②「介助員とし
て心掛けたいこと」（いずれも800字程
度）を直接または郵送で「〒181-8505
指導課」（教育センター1階）へ（書類選考
合格者は4月下旬に面接あり）

同課☎内線3267 ※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

（社福）三鷹市社会福祉事業団 職員
◆職種 ①保育士、②看護師、③④保
育職、⑤調理員（①②正職員、③～⑤パー
トタイマー）
◆資格 ①昭和50年4月2日以降生まれ
の保育士（取得見込みも可。教育職員免
許〈幼稚園〉があればなお可）、②看護師
または准看護師免許を有する臨床経験3
年以上の方、③④保育士
◆勤務時間 ①月～土曜日のうち5日

（交代制。勤務場所により日曜日、祝日の
勤務あり）、②午前8時30分～午後5時
15分、午後5時～午前9時（2交代制、月
4～6回程度の夜勤あり）、③月～金曜日
午後4時30分～7時30分、土曜日午後5
時～7時30分、④月～金曜日午前7時30
分～9時、⑤土曜日午前9時～正午
◆勤務場所 ①同事業団が運営する保
育園・こども園、②老人保健施設はな
かいどう、③三鷹駅前保育園、④⑤三
鷹赤とんぼ保育園

◆報酬 ①月額176,960円～218,064
円（経験などによる）、②月額255,136
円～280,000円（経験などによる。別途
夜勤手当1回7,000円）、③時給1,120
円～1,400円（時間帯による）、④時給
1,060円～1,325円（時間帯による）、⑤
時給1,010円
※①②諸手当・賞与あり（昨年度実績4.3
カ月。採用1年目は異なる）。
◆採用予定日 ①③～⑤随時、②6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「〒181-0013下連雀3-30-12三鷹駅
前保育園」・☎79-5441、④⑤「〒181-
0002牟礼3-9-3三鷹赤とんぼ保育園」・
☎40-0600へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
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