
三鷹いきいきプラス  
無料パソコン体験会

5月10日㈫・12日㈭午前10時～午後
0時30分

おおむね55歳以上の市民でパソコン
初心者・未経験者10人

三鷹産業プラザ
4月18日㈪以降の月・水・金曜日

午前10時～午後4時に同会事務局☎70-
5753へ（先着制）
※受講者は同会の会員になっていただ
きます（入会金・会費は無料）。
栄養料理教室  
イタリアンでおもてなし

①連雀地区住民協議会、②新川中原
住民協議会

①5月11日㈬、②12日㈭、いずれも
午前10時～午後1時

市民①19人、②20人
①連雀コミュニティセンター、②新

川中原コミュニティセンター
管理栄養士の①早川宏子さん、②奈

良理香子さん
500円（材料代）
エプロン、三角巾、筆記用具
参加費を①連雀コミュニティセン

ター、②新川中原コミュニティセンター
へ（いずれも先着制）

①連雀コミュニティセンター☎45-
5100、 ②新川中原コミュニティセン
ター☎49-6568
講座「家族にイライラするあなたへ 
怒りと上手に付き合うために」

5月21日㈯午前10時～正午
在勤を含む市民100人
市民協働センター
日本医科大学医学部講師で臨床心理

士の樫村正美さん
三鷹駅周辺地域包括支援センター

☎76-4500へ（先着制）
ガーデニング講座

5月24日㈫午後1時30分 ～3時30分
（1時15分から受付）

20人
花と緑のまち三鷹創造協会
ハンギングバスケットマスターの谷

村伴子さん
2,000円（協会会員は1,600円）
エプロン、手袋、園芸用はさみ、筆記 

用具、持ち帰り用袋（40×30㎝の作品が
入るもの）

4月27日㈬午後5時（必着）までに往復 
はがきまたはインターネットで必要事項 

（11面参照）・会員は会員番号を「〒181- 
0014野崎3-12-14NPO法人花と緑のま 
ち三鷹創造協会」・ http://hanakyo 
kai.or.jp/へ（申込多数の場合は抽選）

同協会☎31-2671
花壇ボランティア養成講座

5月26日、6月9日、7月28日、9月8日、
10月27日、11月10・24日、12月22日、
平成29年2月23日、3月9日の木曜日午
前10時～午後3時（全10回）
※天候などにより日程変更の場合あり。

全日程参加可能な方20人
講座＝北野ハピネスセンター、実習

＝花と緑の広場
園芸研究家の香山三紀さん
2,000円（協会会員は1,000円）
4月27日㈬午後5時（必着）までに往復 

はがきまたはインターネットで必要事 
項（11面参照）・会員は会員番号を「〒181- 
0014野崎3-12-14NPO法人花と緑のま 
ち三鷹創造協会」・ http://hanakyokai. 

or.jp/へ（申込多数の場合は抽選）
同協会☎31-2671

①みたか野菜収穫体験、②三鷹農
業塾

㈱三鷹ファーム
6～12月の①週1・2回程度、②水曜日 

午前9時30分～正午(年間12回程度)
①30人、②10グループ（1グループ5人 

以内）
㈱三鷹ファーム管理農園（北野4-8〈北

野地区公会堂南〉）
①18,000円、②市民35,000円、一

般40,000円
5月9日㈪までに必要事項（11面参照） 

を㈱まちづくり三鷹 40-9750・
info@mitakafarm.mall.mitaka.ne.jp 
へ（申込多数の場合は抽選）

㈱まちづくり三鷹☎40-9669
和太鼓講習会

東部地区住民協議会
6月3～24日の毎週金曜日午前10時

15分～正午（全4回）
20人
牟礼コミュニティセンター
井の頭鼓響の岩崎菊男さん

5月30日㈪までに直接または電話
で同センター☎49-3441へ（先着制）

三鷹市能楽会の会員
観世流、宝生流、金剛流、喜多流の4 

流派が謡（うたい）の会を行っています。
初めての方でも気楽に参加できます。

同会（池内）☎090-4839-4106へ
Rubyくらぶ 参加者

プログラミング言語Ruby（ルビー）で
コンピュータ・プログラミングを学び、
各レベルに応じた課題に挑戦します。

4月～平成29年3月の毎月第3日曜日
午後1時30分～5時（全12回）

18歳以下のプログラミング経験者15人
※プログラミング言語は問いません。

三鷹産業プラザ
月額2,000円

必要事項（11面参照）を㈱まちづく
り三鷹☎40-9669 ・ 40-9750・
ruby@mitaka.ne.jpへ（先着制）
SOHO施設入居者
◆三鷹市SOHOパイロットオフィス（下
連雀3-27-1）
◇募集区画・使用料（月額）
①1号室（9.25㎡）＝79,920円、 ②2号 
室（8.95㎡）＝77,328円 、③4号室（10.83 
㎡）＝93,528円
◇入居開始 即入居可（②は6月から）
◆ビジネスベース（下連雀3-38-4 三鷹
産業プラザ地下1階）
◇募集区画・使用料（月額）
8号室（3.15㎡）＝31,680円 
◇入居開始 7月から
※使用料はいずれも共益費・消費税込み。
※ビジネスクラブ「三鷹iクラブ」入会（年
会費6,000円）が条件です。
※保証金、電気代などの実費負担があ
ります。くわしくは㈱まちづくり三鷹
ホームページ http://www.mitaka. 
ne.jp/をご覧ください。

必要書類を直接または郵送で「181-
8525㈱まちづくり三鷹」へ（先着制。書
類審査あり）

同社☎40-9669 ・ info@mitaka.

ne.jp
「ワーク・ライフ・バランス推進の
ための市民協働講座」企画員
◆内容 男女平等参画の視点に立った
講座の企画・運営など。企画運営会議は、
平日午後6時以降、1回2時間程度（第1
回会議は６月に開催予定）
◆任期 平成29年3月31日まで
◆謝礼 図書カード3,000円分

在学、在勤、在活動を含む満18歳以
上の市民で、年3回程度の会議と講座に
出席できる方5人以内

5月6日㈮（必着）までに応募用紙・応
募動機（400字以内）、課題「男女平等参
画とワーク・ライフ・バランスについて、
私が日ごろ実践していること」（600字以
内）を「181-8555企画経営課」・ 45-
1271・ kikaku@city.mitaka.tokyo.jp
へ（書類選考後、面接あり）
※くわしくは募集要項をご覧ください。
募集要項、応募用紙は市ホームページ
から入手可。希望者には郵送します。
※書類選考の結果は5月20日㈮までに
全員に郵送します。

同課☎内線2115
シルバー人材センター入会説明会

5月11・18日の水曜日午前9時～11時
健康で働く意欲のあるおおむね60歳

以上の市民
同センター

同センター☎48-6721・ http 
://mitaka-sc.or.jp/sc_kaiinnaru. 
htmlへ
三鷹の農業の応援団「三鷹市ふれ
あい援農ボランティア」

コースは、野菜、花き。いずれも各
農家5人程度のグループ。立川市近郊で
講義（2回）、市内視察研修会（1回）、市
内の指導農家で実習（10回以上）。

年間を通して農産物の生産ボランテ 
ィアとして活動できる20歳以上の健康
な市民15人

保険料1,000円（年間）
5月26日㈭（必着）までに往復はがき

で必要事項（11面参照）・希望コース・
生年月日・性別を「〒181-0004新川6- 
35-26JA東京むさし三鷹支店指導経済
課」へ（申込多数の場合は抽選）

同店☎46-2152
新川中原コミュニティセンター内
の喫茶室経営者（事業者）

4月26日㈫～5月20日㈮に同セン

ター☎49-6568へ（面接あり）

就職活動支援セミナー「ライフキャ
リアプランから考える就職活動」

4月28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キ 

ャリアコンサルタントの鈴木茂さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
4月27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）
市立保育園 嘱託員
◆職種 ①短時間保育士、②保育補助、
③給食調理
◆資格 ①保育士
◆勤務期間 5月1日～平成29年3月31 
日
※勤務時間・場所・報酬など、くわしく 
は市ホームページをご覧ください。
◆試験 4月22日㈮（時間は別途通知）
※申込時に指定された課題を面接時に
提出。結果は4月下旬に通知。
※①のみ、別の日程で保育園での実技（実 
習）も行います。

4月21日㈭午後5時までに勤務希望 
園へ電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・ 
①は資格証または資格取得見込証明書
を各園へ
※勤務希望園が複数の場合は履歴書に
記載し、第1希望の園に申し込む。面接
時に確認します。

子ども育成課☎内線2736
市立図書館 市政嘱託員（1人）
◆職種 学芸員・司書
◆職務内容 資料室カウンター業務、
地域・郷土資料の収集・保存管理業務、
展示企画など
◆資格 昭和30年4月2日以降生まれで、 
学芸員または司書の実務経験が1年以上
ある方
◆勤務期間 任用日～平成29年3月31日

（更新の場合あり）
◆勤務時間 火～金曜日午前8時45分
～午後5時15分（実働週30時間）

職員課☎内線2235

◆職種 一般事務上級（25人程度）
◆資格 昭和62年4月2日～平成9年4月1日生まれの方（学歴不問）
◆ 勤務時間 月～金曜日午前8時30分～午後5時15分（時間、休日は配置先によ

り異なる）
◆ 給与 月額初任給208,380円（地域手当を含む）に経験年数加算 

※扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当などそのほか各種手当あり。
◆試験日程 第1次試験（専門および教養）＝6月5日㈰

4月28日㈭～5月23日㈪（消印有効）に受験申込書（写真貼付）・受験票返信用
切手（52円）を特定記録郵便で「〒181-8555職員課」へ
※ くわしくは募集要項（市ホームページ、同課〈市役所3階〉、市政窓口、市立図書

館で入手可）をご覧ください。

三鷹市職員採用セミナーの参加申込受付中！  
4月27日㈬に実施する職員採用セミナーの参加申し込みを4月26日㈫まで 

受け付けています。セミナーの内容、申込方法などくわしくは市ホームページを 
ご確認ください。

三 鷹 市 職 員 を 募 集
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