
催し
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://enchan 
te-de-connect.wix.com/enchante
で確認） 同会☎080-3356-5617

元気ひろば おれんじの催し
①セラピーぬり絵＝4月20日㈬午

前10時～11時30分、②ペーパーク
イリング体験初心者向け＝4月20日
午後1時30分～3時、③ペーパーク
イリング教室経験者向け=4月22日
㈮午前10時～11時30分 同会（中原
3-1-65） ①1,000円、③300円

石橋☎76-5940・ 26-9419

みたかふれあいサロンの催し
①PC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、② 
教養シリーズ：科学者のモラル―人
生の生き方＝4月21日から毎週木曜
日午後6時～7時30分 三鷹産業プ
ラザ ①2,000円（1回）、②500円（1
回） 当日会場へ NPO法人シニア
SOHO普及サロン・三鷹☎40-2663

「快楽美健法」を学ぶ集い
長坂 4月21日㈭午後2時～4

時 長坂宅（井口1丁目） 1,000
円 長坂☎090-6022-0471

講演会上野千鶴子氏＆東郷清児 
在宅ケアの未来を語る「最期は家
で」を叶（かな）えるために

東郷倶楽部 4月22日㈮午後6

時30分～8時30分 三鷹産業プラ 
ザ 1,000円 当日会場へ 同会
☎26-9716

春のガレージセール
ゆ＆み 4月23日㈯午前11時～ 

午後4時 下連雀3-32-12親光荘
103 当日会場へ 紺野☎44-6252

背骨のゆがみを直して健康づくり
背骨調整体操サークル 4月23

日㈯午後2時～3時30分 大沢コミ 
ュニティセンター 1,000円 動きや 
すい服装、飲み物、長めのタオル、ヨ 
ガマットまたはバスタオル 当日会場
へ 貫野☎33-8864（午後5時以降）

市民講座 大谷郁さん（東京藝術大
学「とびらプロジェクト」コーディ
ネーター）「コミュニティとアート」

三鷹雑学大学実行委員会 4
月24日㈰午前10時～正午 三鷹
駅前地区公会堂 なりきよ☎
080-1362-5359・ 47-7919（当
日参加も可）

ひとり親子クッキー作り＆総会
アリスみたか「三鷹市母子寡婦

福祉会」 4月24日㈰正午～午後
3時 福祉会館 小学生以上200
円（会員は100円） ふるたに☎
090-4713-5210・ 41-8258・

paamandayo@yahoo.co.jp

中国語の発音特訓（入門）
中国語広場 4月24日～5月22

日の毎週日曜日午後1時30分～3時
三鷹駅前コミュニティセンター
2,500円（1回） 開催日前の金

曜日までにおう☎090-8001-9720

子育てコンビニカフェ「ベビーマ 
ッサージで親子のふれあい」

NPO法人子育てコンビニ 4月

25日㈪午前10時～11時30分 2
カ月～ハイハイ前のお子さんと母
親 元気ひろば おれんじ（中原3-1-
65） 2,000円（オイル、防水シート 
代を含む） 同法人 info2@koso 
date.or.jp 同法人☎41-7021

つぎあてポッケワークショップ！
ピアノに合わせてリズム遊び

NPO法人子ども生活・ゆめこう
ば 4月25日㈪午前11時～正午  
フリースペースつぎあてポッケ（大沢
1-16-26） 300円、お子さん200円 

当日会場へ 同法人☎34-0040

おはなし会（ゲスト：十輝）
まちライブラリー@三鷹中央通り 
4月25日㈪午後1時～1時30分

みたかスペースあい 当日会場へ
雀文庫みたか☎080-5306-1471

第10回彩友会油絵展
4月26日㈫ ～5月1日㈰午前10

時～午後5時（26日は午後1時から、 
1日は4時まで） 美術ギャラリー  
期間中会場へ 同会（伊藤）☎32-09 
79

第20回三鷹人物画会展
4月26日㈫～5月1日㈰午前10時

～午後6時（26日は午後1時から、1
日は5時まで） 美術ギャラリー
期間中会場へ 檀上☎44-5979

「サロンきっかけ」おしゃべり会
活躍きっかけ隊 4月28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 4月28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

カブトムシの里親募集（幼虫配布）
最終回！

わくわくカブトムシ倶楽部 4
月30日㈯午後1時～2時 4歳～小
学生30人 市役所内雑木林（第二
体育館横） 2ℓの空ペットボトル2
本、手提げ袋、軍手 必要事項（11
面参照）・学校名・保護者名を三鷹
青年会議所（荒武） 47-4804・  
waku2kabutomushiclub@gmail.
com（申込多数の場合は抽選） 同
会議所☎46-4199（平日午後1時～
5時）

ベランダ発電工作セミナー
―50Wのソーラーパネルを使っ
てミニ発電！

NPO法人みたか市民協同発電
5月1日㈰午後2時～4時30分 市
民協働センター 500円 大谷内 

31-0287・ mitakahatsuden@
gmail.com 大谷内☎31-0287

シリーズ市民のお葬式Part1「宗
教家と語るお葬式」

2025年問題研究所、みたか・みん 
なの広場 5月7日㈯午後2時～4時 

100人 市民協働センター 500 
円 なりきよ☎080-1362-5359・ 

knarkiyo@gmail.com（先着制）

親子のためのシュタイナー園一日
体験

ヴァルドルフの森キンダーガル
デンなのはな園 5月14日㈯①午前
10時～11時30分、②午後1時30分
～3時 同園 会員2,000円、一般
2,500円 同園ホームページ
http://www.nanohana-en.com/を
ご覧のうえ、同園 79-4598・
sanka@nanohana-en.com

伝言板
ICUオルガン演奏会：桑山彩子

ICU宗教音楽センター 5月14
日㈯午後3時から 同大学 2,000
円 当日会場へ 同センター☎33-
3330

都立学校公開講座「草木染」
都立三鷹中等教育学校 5月21

日、6月11日、10月22日の土曜日午 
前10時～午後3時 同校 2,500
円（3回分） 4月21日㈭ ～5月9日
㈪に東京都教育委員会 http://
www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
buka/shogai/kokaikoza.htmか
ら電子申請、またははがきで必要
事項（同校 http://www.mitaka 
chuto-e.metro.tokyo.jp/cms/
html/top/main/index.html参照） 
を「〒181-0004新川6-21-21都立 
三鷹中等教育学校」 同校（若松） 
☎46-4181

ICU生涯学習講座
①ICUキャンパス自然観察教室＝ 

6月18日㈯午前10時～正午、②和太 
鼓ワークショップ＝6月23日㈭・
24日㈮午前10時～正午、③異文化
コミュニケーション―日米の表現
の違い＝7月4日㈪～6日㈬午前10
時～正午、④フランス語とフランス 
映画の魅力＝7月4日㈪～6日㈬午 
後1時～4時 同大学 ①2,000円、 
②4,000円（1回2,000円、2日間通 
し受講）、③6,000円（1回2,000円、 
3日間通し受講）、④3,000円（1回
1,000円、3日間通し受講） 同大
学総務グループ社会サービス担当 
☎33-3013・ s-service@icu.ac. 
jp・ http://www.icu.ac.jp/へ

5月15日発行号
原稿締切日	4月	18	日（月）
6月5日発行号
原稿締切日	5月	13日（金）

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。

◆勤務場所	 三鷹図書館（本館）資料室
4月22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市立
図書館各館で入手、写真貼付）・資格証
の写しを特定記録郵便で「〒181-0012
上連雀8-3-3三鷹図書館（本館）」へ
※くわしくは市ホームページをご覧く
ださい。

同館☎43-9151
（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、⑤調理員（②～⑤パートタイマー）
◆資格	 ①介護福祉士、ヘルパー1・2 
級、介護職員基礎研修または実務研修
修了者、②～④保育士（②③無資格者は
応相談）、⑤不問（資格があればなお可）
◆勤務時間	 ①午前8時30分～午後5時
15分、午後5時～午前9時、午前7時15
分～午後4時、午前11時30分～午後8時
15分（交代制、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3時～5時、④月～土曜日
午前7時～10時30分、⑤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、③⑤三鷹赤
とんぼ保育園、④三鷹駅前保育園
◆報酬	 ①月額240,000円（介護福祉士
以外は230,000円）、②④時給1,030円 
～1,400円（資格の有無・時間帯による）、
③時給980円～1,060円（資格の有無に
よる）、⑤時給1,010円
※①夜勤手当1回6,000円、賞与あり（昨
年度実績210,000円程度。採用1年目
は異なる）。
◆採用予定日		 随時

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、③⑤「〒181-0002牟礼3-9-3

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

三鷹赤とんぼ保育園」・☎40-0600、④
「〒181-0013下連雀3-30-12三鷹駅前保
育園」・☎79-5441へ
※くわしくは同事業団ホームページ  
http://www.mitaka.or.jp/へ。

総合オンブズマン相談（5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）＝12・26日、

片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝19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

第13回ふじみ衛生組合 
安全衛生専門委員会の傍聴

4月21日㈭午後7時から
10人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制）
同組合☎042-490-5374

第45回ふじみ衛生組合 
地元協議会の傍聴

4月26日㈫午後6時30分から
10人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制）
同組合☎042-490-5374

市内の空間放射線量測定結果

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	16	日 上連雀浄水所 水道水 不検出 不検出 不検出
2月	22	日 三鷹新川浄水所 水道水 不検出 不検出 不検出
3月	 4	日 東部水再生センター 脱水汚泥 不検出 不検出 12.7

3月	 9	日 クリーンプラザふじみ
主灰 ― 不検出 9.6
飛灰 ― 22 100

※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＞

※	「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。

水再生課☎内線2873、東部水再生センター☎03-3309-1447、クリーンプラザふじみ☎042-482-5497

※	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

48施設 0.03 0.10
※	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。

28年3月15日～4月12日
（毎時マイクロシーベルト）
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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。

※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。


