※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。

㈱まちづくり三鷹☎40-9669
※くわしくは同社ホームページをご覧く
ださい。

筆記用具、雇用保険受給者は雇用保
険受給資格者証
4月18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）

三鷹市職員
しごとの相談窓口

就職・再就職の相談や、年金・労務
相談、内職の相談・あっせんなど。

4月13日 ㈬ 午 前9時30分 ～ 正 午
（11
時30分まで受付）
内職相談は市民
三鷹産業プラザ

雇用保険受給者は雇用保険受給資格
者証、内職相談者は身分証明書
当日会場へ
生活経済課☎内線2543

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」

4月21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

◆職種・採用試験日程 一般事務上級
＝6月5日 ㈰、土 木 技 術・土 木 技 術
（経
験者採用）
・建築技術・建築技術
（経験者
採用）
・電気技術・電気技術
（経験者採

用）
＝7月24日㈰、保育士・栄養士・保
健師＝9月18日㈰
※職種・採用試験日程は、変更になる
場合があります。
※募集概要や上記以外の採用試験実施
職種・日程などについては、決定次第、
市ホームページなどでお知らせします。
◆平成28年度職員採用セミナー
内容は、市のプロフィル紹介、組織・
勤務条件・業務内容、職員採用試験の
実施内容、先輩職員の経験談、質疑応
答など。
4月27日㈬午後1時～4時15分
700人
三鷹市公会堂光のホール

4月11日㈪～26日㈫午後5時に東京電子
自治体共同運営サービス http://www.
shinsei.elg-front.jp/tokyo/へ
（先着制）

「経済的に苦しい」
「生活に困っている」方へ

三鷹市生活・就労支援窓口へ
ご相談ください

広報みたか

職員課☎内線2234
※くわしくは市ホームページをご覧く
ださい。

平成28年度市政嘱託員
（若干名）

◆職種 一般事務
（身体障がい者対象）
◆職務内容 窓口・電話対応、経理を含
む一般事務、諸証明発行関連事務、戸籍
記録に関する事務、市税などの徴収に関
する事務、福祉に関する事務、市内小・

中学校の一般事務など
◆資格 昭和30年4月2日以降生まれで、
身体障害者手帳の交付を受けている方。
配属先の業務により、パソコン操作
（ワー
ド・エクセル）
、相談業務経験、社会 保
険労務関係事務経験など

◆勤務期間 任用日～29年3月31日
（更
新の場合あり）
◆勤務時間 月 ～ 金 曜 日 午 前8時30分
～午後5時
（実働週30時間、土・日曜日
と平日夜間を含む変則勤務の場合あり）
◆勤務場所 市役所・市内関連施設
◆報酬 月額173,800円、交通費支給
（月額上限20,000円）
、社会保険などの
適用あり
◆試験 第1次＝4月16日㈯
※くわしくは募 集 要 項
（市ホームペー
ジ、職員課
〈市役所3階〉
、市政窓口で入
手可）
をご覧ください。
4月11日㈪
（消印有効）
までに受験申

No.1568

市では、生活相談や就労などを支援する
「生活困窮者自立相談支援事
業」を同窓口で実施しています。
なかなか仕事が見つからない、家賃が払えず退去を求められている、不
登校で勉強が遅れているなど、さまざまな不安や心配を抱えている方の
相談を専門相談員が伺い、関係機関と連携しながら、状況の改善を支援し
ます。
※生活保護を受給している方は同事業の対象になりません。
月～金曜日午前8時30分～午後5時
市役所2階

込書
（写真貼付）
・受験票返信用切手
（52
円切手）
・受験調査票を特定記録郵便で
「〒181-8555職員課」へ
同課☎内線2235

高齢者支援課 嘱託員
（1人）

◆職務内容 介護保険事業者の実地指
導、軽度者福祉用具貸与、地域密着型
サービス関連事務、給付適正化に伴う
事業者の指導、助言など
◆資格 昭和30年4月2日以降生まれで、
介護支援専門員・保健師免許・看護師
免許のいずれか、または同等の知識・経
験がある方
◆勤務期間 5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196,500円、交通費支給
（月額上限20,000円）
、社会保険などの
適用あり
4月8日 ㈮
（消 印 有 効）ま で に 履 歴 書
（写 真 貼 付、日 中 連 絡できる電 話 番 号
を必ず記 載）
・資 格 証の写し・作 文「応
募の動 機」
（400字 詰め原 稿 用 紙1枚に
手 書き）を直 接または特 定 記 録 郵 便で
「〒181-8555高齢者支援課」
（市役所1
階12番窓口）
へ
同課☎内線2624

「糖尿病から身を守る」

◆内容 ①糖尿病患者とともに歩む―チーム医療の取り組み、②糖尿病の合
併症を克服する、③日本人のための糖尿病食事療法を考える

5月7日㈯午後2時～3時30分
（1時30分開場）
100人
三鷹ネットワーク大学
①杏林大学医学部付属病院看護部の山田光洋さん、②杏林大学医学部講師
の保坂利男さん、③杏林大学医学部教授の石田均さん
当日会場へ
（先着制）
杏林大学広報・企画調査室☎44-0611

三鷹ネットワーク大学 春学期受講者募集中！

三鷹ネットワーク大学

★

基礎講座

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構 〒181-0013 下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階 ☎40-0313・ 40-0314・
開館時間：火〜日曜日、午前9時30分〜午後9時30分
（入館は9時まで／日曜日は5時まで） 休館日：月曜日・祝日

★

4月24日㈰午前10時30分〜正午
高校生以上の方32人
くらしとバイオプラザ21主席研究員の笹川由紀さん
当日会場へ
（先着制）

（一社）ビューティフルエージング協会寄付講座／
NPO法人シニアSOHO普及サロン･三鷹共同企画
これからの生き方を考える― 夢ある人生 5月 ★

①老いを考える― 地域高齢者とともに歩んで＝5月11日、②そばの雑学講座―あ
なたも今日からそば通になる＝5月25日、いずれも水曜日午後3時～4時30分
各回20人
①シニア産業カウンセラーでB級ロゴセラピストの深津孝雄さん、②BAAライフデ
各回500円
ザインアドバイザーでそば打ち講座講師の後関悦久さん

東京女子大学寄付講座
数学はこんなに面白い！ 7

5月 「射影幾何学の初歩」 ★★

5月12日㈭午前10時～11時30分
30人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円

東京女子大学寄付講座
数学カフェみたか3 5月 「合同数と楕円
（だえん）
曲線」 ★★
5月17日㈫午前10時～11時30分
15人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円

6

杏林大学・杏林医学会・三鷹ネットワーク大学共催
「地
（知）
の拠点整備事業」無料講演会

同窓口☎内線2678

くらしとバイオプラザ21企画サロン
サイエンスカフェみたか4月特別編・第27回
おいしい野菜のヒミツ
（大人Ver.）— 品種改良とDNAの関係

2016.4.3

★★

応用講座

★★★専門講座

http://www.mitaka-univ.org/

くらしとバイオプラザ21企画サロン
サイエンスカフェみたか5月・第28回
ダチョウのタマゴの解体ショーとタマゴの殻のストラップ作り ★
ゲストはチーム Ms.さいえんすの原田佐和子さんと二階堂恵理さん。
5月12日㈭午後7時～8時30分
24人
1,500円
（茶菓代、工作材料代を含む）

国立天文台企画サロン アストロノミー・パブ5月・第117回
宇宙取材の現場から ★★

ゲストはライターの林公代さん、ホストは国立天文台天文情報センター広報室の
小野智子さん。
5月21日㈯午後6時30分～8時30分
25人
3,000円
（飲食代を含む）
4月5日㈫午前9時30分～5月6日㈮午後5時に申込書を直接または郵送、ファクス、
ホームページで同大学へ
（申込多数の場合は抽選）
特に記載のないものは4月5日㈫午前9時30分から申込書を直接または郵送、
ファクス、ホームページで同大学へ（先着制）
いずれも同大学
※受 講の申し込みには受講者登録が必要です。講座の詳細や受講者登録につい
ては、ホームページまたは同大学へお問い合わせください。

市外局番
「0422」
は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ
「各課ご案内」
から確認いただけます。

