
「第13回みたかビジネスプランコン
テスト」ビジネスプラン
　業種や事業分野を問わず、幅広い分
野のビジネスプランを募集します。入
賞特典として最優秀賞300,000円、優
秀賞100,000円、各種機関によるビジ
ネスサポートが受けられます。
㈱まちづくり三鷹
新たに起業し事業化を目指す方、ま

たは新規事業を開始もしくは開始後間
もない事業者の方
11月16日㈬までに申込書（同社ホー

ムページ http://mitakabizcon.mall.	
mitaka.ne.jp/から入手）を同社 bizcon
@mitaka.ne.jpへ
同社☎40-9669

しごとの相談窓口
9月14日㈬午前9時30分～正午（11

時30分まで受付）
内職相談は市民のみ
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　
9月15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
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
9月12日㈪までに必要事項（11面

参照）をわくわくサポート三鷹☎45-86	
45・ 45-8646・ wakuwaku@
mitaka.ne.jpへ（先着制）
①面接対策セミナー（おおむね40歳
未満対象）と②合同就職面接会（全
年齢対象）
ハローワーク三鷹、三鷹市、武蔵野市
9月27日㈫①午前10時～11時30分

（9時40分から受付）、②午後2時～4時（1
時30分～3時30分受付）
①おおむね40歳未満の方40人
武蔵野スイングホール（武蔵野市境

2-14-1）　
①ハローワーク三鷹就職支援ナビ

ゲーターの上田育子さん
②面接希望分の履歴書
①9月5日㈪から必要事項（11面参

照）・性別をハローワーク三鷹☎47-
8617へ（先着制）、②当日会場へ
ハローワーク三鷹☎47-8617

※②の参加企業（10社程度）は1週間前
までにハローワーク三鷹のホームペー
ジ http://tokyo-hellowork.jsite.
mhlw.go.jp/list/mitaka.htmlに掲載。
就職活動支援セミナー 

「仕事探しのコツと応募テクニック」
9月29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キャ
リアコンサルタントの中里紀子さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
9月28日㈬までに必要事項（11面

参照）をわくわくサポート三鷹☎45-86	
45・ 45-8646・ wakuwaku@
mitaka.ne.jpへ（先着制）
高齢者支援課　嘱託員
◆職種　介護認定調査員（2人程度）
◆職務内容	 要介護認定申請者の自宅・
病院・施設などへの訪問調査
◆資格	 昭和30年4月2日以降生まれで、
都道府県主催の認定調査員新規研修を修
了または市の指定する研修を受講修了で
き、介護支援専門員・社会福祉士・介護
福祉士・保健師免許・看護師免許・理学
療法士免許・作業療法士免許のいずれか
を有する方
◆勤務期間	 任用日～平成29年3月31日
◆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、
定期的に土曜日を含む変則勤務あり）
◆勤務場所	 市役所
◆報酬	 月額204,800円、交通費支給
（月額上限20,000円）、社会保険などの
適用あり
9月9日㈮（消印有効）までに履歴書

（写真貼付）・資格証の写し・作文を直接
または特定記録郵便で「〒181-8555高
齢者支援課」（市役所1階11番窓口）へ
※作文のテーマなどくわしくは市ホー
ムページをご覧ください。
同課☎内線2682

市立小学校　臨時職員（1人）
◆職務内容	 栄養士業務（献立表の作成、
食材の発注・検収など）
◆資格	 栄養士免許
◆勤務期間	 10月下旬～平成29年2月
下旬
◆勤務時間	 月～金曜日（実働7.75時間、
学校行事などにより土曜日の勤務あり）
◆勤務場所	 市内の小学校
◆報酬	 時給1,130円、交通費支給（日額
上限864円）、社会保険などの適用あり
9月16日㈮（必着）までに履歴書（写真

貼付）・資格証の写しを直接または郵送
で「〒181-8505総務課」（教育センター1
階）へ（書類選考後、面接）
同課☎内線3213

（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①看護師、②保育士（いずれも
正職員）
◆資格	 ①看護師または准看護師免許
（臨床経験3年以上）、②昭和51年4月2
日以降生まれの保育士（新卒・取得見込
みも可。教育職員免許〈幼稚園〉があれば
なお可）	
◆勤務時間　①週5日午前8時30分～午
後5時15分、午後5時～午前9時（月4～
6回程度）の交代制、②月～土曜日のう
ち週平均5日（交代制、勤務場所により
日曜日・祝日の勤務あり）
◆勤務場所　①老人保健施設はなかい
どう、②同事業団が運営する保育園・こ
ども園
◆報酬（月額）　①255,136円～280,000
円、②176,960円～218,064円（いずれ
も経験などによる）

立川志らく独演会
芸術文化センター　星のホール　全席指定　
平成29年3月11日㈯
昼の部午後2時／夜の部午後6時開演
チケット発売日
会員＝9月4日㈰　一般＝9月11日㈰
各回　会員＝2,700円　一般＝3,000円
学生＝2,000円　高校生以下＝1,000円
※昼の部と夜の部は別の演目です。
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独演会
芸術文化センター　星のホール　全席指定　
29年3月18日㈯
昼の部午後2時／夜の部午後6時開演
チケット発売日 
会員＝9月4日㈰　一般＝9月11日㈰
各回　会員＝2,700円　一般＝3,000円
学生＝2,000円　高校生以下＝1,000円
※昼と夜の部で、演目が異なる場合があり
ます。
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独演会
芸術文化センター   星のホール   全席指定 
29年3月26日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝9月4日㈰
一般＝9月11日㈰
会員＝2,700円　一般＝3,000円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円

（公財）三鷹市スポーツと文化財団☎47-5122・ http://mitaka.jpn.org/チケットインフォメーション

立川志らく
撮影：山田雅子 柳家花緑 瀧川鯉昇

友の会『マークル』会員募集中！　年会費／2,000円　会員特典／チケットの優先予約・割引（1公演2枚まで）・ポイントサービス、情報誌の送付、チケットの無料送付（口座会員のみ）、芸術文化センター・三鷹市公会堂レストランでの飲食代金10％オフなど。

●窓口販売 10:00～19:00	月曜日休館
（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）
芸術文化センター／三鷹市公会堂さんさん館／美術ギャラリー
※学生、高校生以下券をお求めの方は、公演当日身分証明書をお持ちください。	

●インターネット予約（要事前登録）
パソコン		 http://mitaka-art.jp/ticket
携帯電話		 http://mitaka-art.jp/ticket-m	
	 （座席自動採番）

●電話予約　
芸術文化センター		
☎47-5122 
 10:00～19:00

料金500円、対象は1歳～未就学児、
定員10人（公演の2週間前までに申し込む）
※特に記載のない場合は、公演事業は未就学児
の入場をお断りしています。

財団主催の公演チケットまたはチケット半券で、三鷹駅周辺の「チケットパートナーショップ」協力店でさまざまなサービスが受けられます（サービス有効期間は公演日から7日間）。

科 学 キ ッ ズ フ ェ ス ！ 2 0 1 6
5市共同実行委員会（三鷹市、武蔵野市、小金

井市、国分寺市、国立市）
10月15日㈯
小・中学生
三鷹市公会堂光のホール、さんさん館
9月5日㈪～30日㈮（必着）に必要事項（11面

参照）・学校名・参加希望プログラム（複数応募
可）・保護者または同伴者の氏名・年齢を「〒
104-0061中央区銀座1-15-6KN銀座ビル5階
科学キッズフェス！2016事務局」・ http://
kagakukids2016.comへ（申込多数の場合は
抽選、当選者のみ通知）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
同事務局☎03-5579-9031（平日午前10時

～午後5時）、市企画経営課☎内線2151

◆天文トークショー「世界最高の望遠鏡“アルマ”との通信」
　ゲストは国立天文台チリ観測所助教の平松正顕さん、タ
レントの黒田有彩さん。
午前10時30分～正午
700人（小学1～3年生は保護者同伴）

◆大科学実験ショー
　実験キットを用いた参加型実験。
午後1時30分～2時15分、午後3時30分～4時15分
各400人（小学生は保護者同伴）

◆天文トークショー「もう一つの地球はあるのか？」
　ゲストは国立天文台副台長の渡部潤一さん、タレントの
春香クリスティーンさん。
午後5時30分～6時45分
700人（小学1～3年生は保護者同伴）

※そのほかのイベントなどくわしくは『広報みたか』9月18
日発行号で紹介します。

発売初日は電
話とインター
ネットで受け
付けし、窓口
販売は翌日か
らです。

チケット
お求め方法

三鷹ネットワーク大学企画講座
みたか太陽系ウォーク2016連携

M
ミ タ カ

itakaでめぐる太陽系

9月23日㈮午後7時～8時30分
50人
国立天文台天文情報センター普及室

長で准教授の縣秀彦さん
9月6日㈫午前9時30分から必要事

項（11面参照）を直接または電話、ファク
ス、電子メールでNPO法人三鷹ネット
ワーク大学推進機構☎40-0313・
40-0314・ info@mitaka-univ.jpへ
（先着制）

｡*゚ +｡★｡+゚ *｡+☆  ゚゚ +｡*゚ +☆+｡｡+゚ *｡+★  ゚゚ +｡+｡｡+゚ *｡+★  ゚゚ +｡*゚

｡*゚
+｡

★
｡+゚

*｡
+☆

 ゚゚+
｡*゚

+☆
+｡

｡+゚
*｡

+★
 ゚゚+

｡+
｡｡

+゚
*｡

+★
 ゚゚+

｡+
｡｡

+☆
*｡

+★
 ゚+☆

｡*゚
+｡

★
｡+゚

*｡
+☆

 ゚゚+
｡*゚

+☆
+｡

｡+゚
*｡

+★
 ゚゚+

｡+
｡｡

+゚
*｡

+★
 ゚゚+

｡+
｡｡

+☆
*｡

+★
 ゚+☆

 ゚+

｡*゚ +｡★｡+゚ *｡+☆  ゚゚ +｡*゚ +☆+｡｡+゚ *｡+★  ゚゚ +｡+｡｡+゚ *｡+★  ゚゚ +｡+｡
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