
市民協働センター
キャリア・ディベロップメント・ア

ドバイザーの上田晶美さん
直接または電話で東京しごとセン

ター多摩☎042-329-4524へ（先着制、
保育は9月23日㈮まで）
※参加希望者は東京しごとセンター多
摩の利用登録が必要です。
三鷹市職員
◆職種	 ①一般事務初級（身体障がい者
対象）、②保育士、③栄養士、④保健師（①
③④若干名、②5人程度）
◆資格（学歴不問）	 ①昭和56年4月2日
～平成11年4月1日生まれで身体障害者
手帳の交付を受けている方、②昭和62年4 
月2日以降生まれの保育士または取得見
込みの方、③昭和62年4月2日以降生まれ
の栄養士免許取得者または取得見込みの
方、④昭和56年4月2日以降生まれの保 
健師免許取得者または取得見込みの方
◆勤務時間	 月～金曜日午前8時30分
～午後5時15分（配置先により異なる）
◆試験日程	 第1次試験＝9月18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、市
立図書館で入手可）をご覧ください。

8月24日㈬（消印有効）までに受験申
込書（写真貼付）・返信用切手（52円）を
特定記録郵便で「〒181-8555職員課」へ

同課☎内線2235
（社福）三鷹市社会福祉協議会　職員
◆職種	 学童保育員（①正職員、②障が
い児嘱託職員〈各2人〉）
◆資格	 保育士または教育職員免許（幼
稚園）を有する、①昭和50年4月2日以降 
生まれ、②昭和26年4月2日以降生まれ
の方
◆勤務期間	 ②10月1日㈯～平成29年
3月31日㈮（更新の場合あり）
◆勤務時間	 年間平均①週34時間、②
週30時間
◆勤務場所	 市内20カ所の学童保育所
◆試験	 9月10日㈯①午前8時45分から、 
②午前9時から

◆採用予定日	 ①10月1日
8月22日㈪～9月2日㈮に履歴書（写真 

貼付）・資格証の写し・①は卒業証明書を 
同協議会へ

同協議会☎46-1108
※くわしくは同協議会ホームページ ht 
tp://www.mitakashakyo.or.jp/へ
学校嘱託員　介助員（若干名）
◆職務内容	 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
◆勤務期間	 9月20日㈫ ～ 平成29年3
月31日㈮（更新の場合あり）
◆勤務時間	 週30時間おおむね午前8
時～午後4時
◆勤務場所	 五中

8月31日㈬（必着）までに履歴書（写真
貼付）・作文「介助員として心掛けたい
こと」（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9月7日㈬に面接）

同課☎内線3267
総合保健センター　臨時職員（1人）
◆職種	 歯科衛生士（産休代替）
◆職務内容	 歯科保健に関する相談、保 
健指導業務、事務など
◆資格	 歯科衛生士免許を有しパソコ
ン操作（ワード・エクセル）ができる方
◆勤務期間	 平成29年3月31日㈮まで
◆勤務時間	 月4・5日午前8時30分～午 
後5時（実働7.5時間）

8月26日㈮（消印有効）までに履歴書
（写真貼付）・資格証の写しを「〒181-00 
04新川6-35-28総合保健センター」へ

（書類選考合格者は面接あり）
同センター☎46-3254
㈱まちづくり三鷹　契約社員（1人）
◆職種	 市政窓口業務
◆資格	 パソコン操作（ワード・エクセ
ル）ができる方
◆勤務時間	 月 ～ 日曜日（実働週40時
間、早番・遅番の2交代制）
◆勤務場所	 市内の市政窓口
◆採用予定日	 10月1日

8月30日㈫午後5時（必着）までに履歴

書（写真貼付、メールアドレスを記入）・
個人情報の取り扱いについての同意書

（同社ホームページ http://www.mita 
ka.ne.jp/ から入手）・作文「役所の窓口
業務について」（800字程度）を直接また
は郵送で「〒181-8525㈱まちづくり三
鷹」へ（面接選考）

三鷹駅前市政窓口☎42-5678
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①保育士（正職員）、②介護職

（契約職員）、③④保育職、⑤⑥調理員（③
～⑥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）、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不問
◆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、⑥三鷹西野保育園

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「〒181-00 
02牟礼3-9-3三鷹赤とんぼ保育園」・☎
40-0600、⑥「〒181-0016深大寺3-3-
10三鷹西野保育園」・☎39-7030へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
みたか小鳥の森保育園　職員
◆職種	 保育士（産休・育休代替パート）
◆資格	 保育士
◆勤務期間	 10月1日㈯ ～ 平成30年3
月31日㈯
◆勤務時間	 月～金曜日午前7時～午後
7時15分（実働7.5時間の交代制、土曜
日の勤務あり、週休2日制）

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園☎45-4558へ（面接あり）

税理士夜間無料税務相談
8月26日㈮午後3時～8時30分（8時ま 

で受付。1人30分）
武蔵野プレイス（武蔵野市境南町2-3-

18）
当日会場へ（先着制）
東京税理士会武蔵野支部☎55-2313
総合オンブズマン相談（9月）

中村一郎さん（弁護士）＝1・15日、
片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝8・
29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）
同センター☎内線2215へ

成年後見無料相談会
　司法書士が相談にお答えします。

（公社）成年後見センター・リーガルサ
ポート東京支部、権利擁護センターみ
たか、（公財）武蔵野市福祉公社

9月10日㈯午前9時30分～午後4時20 
分（1人50分まで）

かたらいの道市民スペース（武蔵野市
中町1-11-16）

権利擁護センターみたか☎46-12 
03へ

第47回ふじみ衛生組合地元協議
会の傍聴

8月22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

催し
みたかの夢 三鷹にゆかりの深い
作家による作品展

ぎゃらりー由芽 9月4日㈰ま
での正午～午後7時（4日は5時ま
で） 同画廊、ぎゃらりー由芽の
つづき 期間中会場へ 同画廊☎
47-5241（木曜日休み）

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://
enchante-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動物ポンポン作り＝8月23日

㈫午前10時30分～正午、②アトリ
エひらめっち「野菜を描こう」＝23
日午後1時～2時30分、③小原流生
け花教室＝25日㈭午前10時30分
～正午、④プリザーブドフラワー

「苔玉＆パフェアレンジ」＝31日㈬
午後1時～2時30分、⑤iPadで楽し
く遊ぼう＝9月1・15日の木曜日午
後1時～2時30分 同会（中原3-1-
65） ①1,700円、②1,000円、③
④2,000円、⑤700円 柿沼☎
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夜のiPad講座（昼間受講で
きない方）＝8月24日～9月21日の
毎週水曜日午後6時15分～7時45分

三鷹産業プラザ 2,000円（1回、
②はiPad貸し出しあり） NPO
法人シニアSOHO普及サロン・三
鷹☎40-2663・ 40-2664

「サロンきっかけ」おしゃべり会
活躍きっかけ隊 8月25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 8月25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

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 8月29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） 大人300円、子ども
200円 当日会場へ 同法人☎
34-0040

着衣女性（プロモデル）を描く絵
画講習会★

三鷹人物画会 8月31日㈬午後
1時～3時50分 三鷹駅前コミュ
ニティセンター 創形美術学校講
師の高橋輝夫さん 700円（モデル
代） 檀上☎44-5979

相続に関する勉強会・相談会
三鷹相続勉強会 9月3日㈯午

後1時～5時 市民協働センター
1,000円 鳥井☎090-4353-

9016

子育てコンビニカフェ「はじめて
の0歳から3歳向け・アットホー
ム親子英語」

NPO法人子育てコンビニ 9月
5日㈪午前10時～11時30分 元
気ひろば おれんじ（中原3-1-65）
2,200円（教材代を含む） 同法人

info2@kosodate.or.jp 同法人 
☎41-7021

歌唱法指導（演歌・ポップスほか）
あじさい会 9月6日㈫午後7

時～9時 三鷹駅前コミュニティ
センター カセットテープ、CD、
筆記用具 当日会場へ 丸山☎
090-2668-9162（午後6時以降）

山﨑洋実先生講演会「戦わないコ
ミュニケーション―怒りの感情
とうまくつきあおう」

三鷹小鳩幼稚園鳩の会 9月8
日㈭午前9時30分～11時30分
日本キリスト教団相愛教会（牟礼
4-3-46） 同園☎48-8903（平
日午前9時30分～11時30分）

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）

9月8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 荒牧☎080-6531-7766

伝言板
がんと共にすこやかに生きる講
演会「最新のがん治療」

杏林大学病院がんセンター、杏
林大学がんプロフェッショナル養
成基盤推進プラン 9月3日㈯午後
1時30分～2時30分 240人 同
大学大学院講堂 当日会場へ（先
着制） 同大学（岡田）☎47-5511

第58回公開講演会「心の病、初め
が肝心」

井之頭病院 9月10日㈯午前10
時～正午 120人 同病院 当日
会場へ（先着制） 同病院☎44-5331

オルガン入門―初めてのパイプ
オルガン体験

ICU宗教音楽センター 9月25
日㈰午後2時～3時 同大学礼拝堂

当日会場へ 同センター☎33-
3330（未就学児は入場不可）

9月18日発行号
原稿締切日	8月	26	日（金）
10月2日発行号
原稿締切日	9月 	7日（水）

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
※タイトル後に★のあるものは社会教育会館の講師派遣事業。
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。

※「市からのお知らせ」は7面からご覧ください。
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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7面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


