
項（7面参照）を「〒181-8555ごみ対策
課」へ（申込多数の場合は抽選、②③は
初参加の方を優先）

同課☎内線2533
木彫り講習会

三鷹工芸同好会
7月7日～8月4日の毎週木曜日午前

10時～正午（7月14日を除く）
天神前地区公会堂
同会代表の清水八千代さん
1,500円（材料代）
汚れてもよい服装、あれば彫刻刀

同会（清水）☎090-6314-3618へ
みどり先生の料理教室

井の頭地区住民協議会
7月7日㈭午前10時15分 ～ 午後0時

30分
市民20人
井の頭コミュニティセンター新館
食育応援家の北山みどりさん
500円
エプロン、三角巾、室内履き、筆記

用具
6月28日㈫に直接、または29日㈬

～7月6日㈬に直接または電話で同セン
ター本館☎44-7321へ（先着制）
市民講座「新川中原地区で 
利用できるサービスを知ろう！」

7月8日㈮午後2時～3時30分
市民30人
みたか紫水園（新川5-6-31）

6月20日㈪午前9時から新川中原
地域包括支援センター☎40-7204へ（先
着制）
三鷹いきいきプラス  
無料パソコン体験会

7月12日㈫・14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
6月20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）。

ごみ減量・リサイクル協力店
　市では、店頭回収やマイバッグ運動な
ど、ごみの減量やリサイクルに取り組む
店舗などを「ごみ減量・リサイクル協力
店」として認定し、その活動を応援して
います。認定要件はホームページをご覧
ください。

申請書をごみ対策課（第二庁舎2階）へ
※申請書は同課で配布、市ホームペー
ジからも入手できます。

同課☎内線2535
第63回市民文化祭 
芸能部門参加者
◆募集種目・開催日　吹奏楽＝10月30
日㈰、民謡、合唱＝11月3日㈷、室内
管弦楽クラシック＝11月5日㈯、邦楽、
洋舞＝11月6日㈰、日本舞踊＝11月12
日㈯、大正琴＝11月19日㈯、謡曲・仕
舞＝11月20日㈰、現代日本舞踊、歌謡
＝11月23日㈷、吟詠剣詩舞=11月27
日㈰、ジャズ＝12月3日㈯、囃子（はや
し）と和太鼓=12月4日㈰

種目により一部費用負担あり

6月20日㈪～7月14日㈭（消印有効）
に種目・代表者の必要事項（7面参照）を

「〒181-0013下連雀6-13-13社会教育
会館内芸術文化協会」・ 43-0334へ

（申込多数の場合は抽選、結果は7月末
までに連絡）

同協会☎49-2521（水・土・日曜日を
除く）、市生涯学習課☎内線3316
シルバー人材センター入会説明会

①7月6・20日の水曜日午前9時～11
時、②7月12日㈫午後2時～4時

健康で働く意欲のあるおおむね60歳
以上の市民

①シルバー人材センター、②井口コ
ミュニティセンター

シルバー人材センター☎48-6721・
http://mitaka-sc.or.jp/sc_kaiin 

naru.htmlへ

多様な働き方セミナー「自分の働
き方を考える（成功事例検討）」

7月7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

30人
市民協働センター
わくわくサポート三鷹相談員で2級

キャリアコンサルティング技能士の中
里紀子さん

筆記用具、雇用保険受給者は雇用保
険受給資格者証

7月6日㈬までに必要事項（7面参 
照）をわくわくサポート三鷹☎45-86 
45・ 45-8646へ（先着制）
福祉の仕事　施設見学＆面接会

7月7日㈭午後2時～4時
（社福）東京弘済園（下連雀5--2-5）

ハローワーク三鷹☎47-8617へ
（公財）三鷹市スポーツと文化財団 
特別雇用職員（１人）
◆職務内容	 スポーツ事業に関する事務
◆資格	 大学などでスポーツ関連のカ
リキュラムを履修した方、または健康
運動指導士・健康運動実践指導者受験
資格を有する方
◆勤務期間	 9月1日～平成29年8月31
日（更新、正規職員への登用の場合あり）
◆勤務時間		 午前8時30分～午後5時15 
分（週5日）
◆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）、交通費支給、社会保険などの適用あり

６月28日㈫（消印有効）までにエント 
リーシートと小論文（同財団ホームペー
ジ http://mitaka.jpn.org/から入手）
を「〒181-0012上連雀6-12-14三鷹市
芸術文化センター」へ
※くわしくは同財団ホームページへ。

同財団☎内線2192
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①保育士、②介護職、③④保育 
職、⑤調理員（①正職員、②契約職員、
③④産休代替パートタイマー、⑤パー
トタイマー）
◆資格	 ①昭和51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、③④保育
士（無資格者は応相談）、⑤不問（栄養士
または調理師免許があればなお可）

※「市からのお知らせ」は7面からご覧ください。

◆勤務時間	 ①月～土曜日のうち週5日
（交代制、配属先により日曜日・祝日の
勤務あり）、②4交代制（月4～6回の夜
勤あり）、③④月～金曜日午前8時30分
～午後5時、⑤土曜日午後1時30分～4
時30分
◆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、③三鷹ちどりこども園、④
三鷹駅前保育園、⑤三鷹南浦西保育園
◆報酬	 ①月額176,960円～218,064
円（経験などによる）、諸手当・賞与あり、 
②月額240,000円（介護福祉士以外は
230,000円）、夜勤手当1回7,000円、賞 
与あり、③④時給1,030円～1,120円、
⑤時給1,000円～1,090円（③～⑤資格
の有無による）
◆採用予定日	 ①②⑤随時、③8月12日 
㈮、④8月15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

「〒181-0012上連雀4-12-26三鷹ちどり
こども園」・☎72-9220、④「〒181-0013
下連雀3-30-12三鷹駅前保育園」・☎79-
5441、⑤「〒181-0013下連雀7-2-1三鷹
南浦西保育園」・☎40-7551へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
学童保育所　臨時職員
◆資格	 保育士または教育職員免許（無
資格者も可）
◆勤務期間		 平成29年3月31日まで（更 
新の場合あり）
◆勤務時間	 午後1時～7時（応相談）
※長期休業期間内変動あり。夏季限定
も可。
◆勤務場所	 市内の学童保育所
◆報酬（時給）	 有資格者＝1,060円、無 
資格者＝980円、交通費支給

電話連絡のうえ 6月20日㈪～30日㈭
の平日に履歴書（写真貼付）・あれば資格
証の写しを三鷹市社会福祉協議会へ（申

込時に面接あり）
同協議会☎46-1108

女性のための無料ホットライン 
女性の権利110番
　DV、セクハラ、ストーカーなど弁護
士と女性相談員が相談に応じます。
◆電話相談　☎03-3597-6291

東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会、日本弁護士連合会

6月25日㈯午前10時～午後4時
※面談による継続相談もできます（初回
のみ無料）。

第一東京弁護士会☎03-3595-8583
総合オンブズマン相談（7月）
　市政に関する苦情を受け付けます。

片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝7・
21・28日、中村一郎さん（弁護士）＝
14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

平成28年度第1回三鷹市都市計画
審議会の傍聴
　三鷹都市計画生産緑地地区の変更に
ついての諮問ほか。

7月11日㈪午後2時から
15人
市議会協議会室（市役所3階）
7月1日㈮（必着）までに必要事項（7面 

参照）を「〒181-8555都市計画課」・
toshikeikaku@city.mitaka.tokyo.jp
へ（申込多数の場合は抽選）

同課☎内線2811

市内の空間放射線量測定結果
　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5㎝・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2524

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

8施設 0.04 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5月11日～6月14日
� （毎時マイクロシーベルト）

※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。

クリーンプラザふじみ☎042-482-5497、東部水再生センター☎03-3309-14�
47、水再生課☎内線2873

※�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。

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

５月２日 クリーンプラザふじみ
主灰 ― 不検出 16
飛灰 ― 23 120

5月13日 東部水再生センター 脱水汚泥 15.5 不検出 不検出
5月18日 上連雀浄水所 水道水 不検出 不検出 不検出
5月25日 三鷹新川浄水所 水道水 不検出 不検出 不検出
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