
月間アクセス数は
約24万件！
PR効果抜群です

千代田区立神田一橋中学校通信
教育課程生徒
◆選考日 2月12日㈰午前10時から

在勤を含む都民で、①尋常小学校か
国民学校初等科を修了したが、高等学
校の入学資格のない方、②現行制度で
の義務教育未修了で、学齢相当年齢を
超過し①に準ずる方40人

2月10日㈮（消印有効）までに願書を
直接または郵送で「〒101-0003千代田
区一ツ橋2-6-14千代田区立神田一橋中
学校通信教育課程」へ

同校☎03-3265-5961

就職活動支援セミナー	
「面接突破の秘訣」

1月30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

1月28日㈯までに必要事項（15面
参照）をわくわくサポート三鷹☎45-
8645・ 45-8646へ（先着制）
面接へ進める応募書類の作り方
セミナー

2月9日㈭午前10時～正午（9時30分
から受付）

おおむね30～54歳の方30人
三鷹産業プラザ
㈱CCファーム代表の大嶽圭子さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
生活経済課☎内線2543・ 46-

4749・ keizai@city.mitaka.tokyo.
jpへ（先着制）
多様な働き方セミナー	
「多様な働き方ガイド」

2月9日㈭午後1時30分～4時（1時15
分から受付）

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産業

カウンセラーの野元秀明さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
2月8日㈬までに必要事項（15面参

照）をわくわくサポート三鷹☎45-8645・
45-8646へ（先着制）

女性向け長期創業セミナー	
　創業に必要な「ブランディング」「マー
ケティング」「会計」を、成功・失敗の実

例とともに学びます。
2月21日～3月21日の毎週火曜日午

前9時40分～午後0時40分（全5回）
30人、保育（10カ月～就学前）5人
三鷹産業プラザ
HerbNet代表の浅川絢子さんほか
必要事項（15面参照）・保育希望者は

お子さんの年齢を mitacafe@mitaka.
ne.jpへ。保育は2月14日㈫まで（いずれ
も先着制）

㈱まちづくり三鷹☎40-9669
平成29年度市政嘱託員
◆職種	 ①一般事務（20人）、②一般事
務（障がい者対象、若干名）
◆職務内容	 窓口・電話対応、経理を
含む一般事務（外勤の場合あり）、情報
システムの運用に関する補助事務、諸
証明発行関連事務、戸籍記録に関する
事務、市税などの徴収に関する事務、
福祉に関する事務、建築基準行政など
に関連する一般事務、市内小・中学校
の一般事務など
◆資格	 いずれも昭和31年4月2日以降 
生まれの方で、学歴不問。②は身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳のいずれかの交付を受けている
方。配属先の業務により、ワード・エ
クセルなどのパソコン操作能力、接遇 
能力、相談業務経験、社会保険労務関
係事務経験など
◆勤務期間	 任用日～平成30年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日午前8時30分
～午後5時（実働週30時間、土・日曜日
と平日夜間を含む変則勤務の場合あり）
◆勤務場所	 市役所・市内関連施設
◆報酬	 月額173,800円（28年４月実
績）、交通費支給（月額上限20,000円）、
社会保険などの適用あり
◆試験	 第1次試験＝1月29日㈰
※くわしくは募集要項（市ホームページ
または職員課〈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。

1月20日㈮（消印有効）までに受験申
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

同課☎内線2235
子ども発達支援センター　	
嘱託員
◆職務内容	 ①親子ひろば、一時保育
事業全般、②利用児の訓練・相談
◆資格	 昭和31年4月2日以降生まれ
で、①保育士（取得見込みも可）、②保育
士または教育職員免許を有し（取得見込
みも可）、障害児通所支援事業（児童福
祉法に定めるもの）の業務に週30時間 
以上の従事経験が3年以上ある方
◆勤務期間	 4月1日～平成30年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 ①月～金曜日のうち4日午

前8時45分～午後5時15分（実働7.5時
間）、②月～金曜日午前9時～午後4時

（実働6時間、土曜日の勤務あり）
◆報酬（月額）		 ①189,500円、②184,700 
円（いずれも28年4月実績）、交通費支
給（月額上限20,000円）、社会保険など
の適用あり

1月27日㈮までに履歴書（写真貼付）
を本人が北野ハピネスセンターへ

同センター☎48-6331
子ども家庭支援センター　	
市政嘱託員（1人）
◆職務内容	 子どもと家庭に関する相
談と関係機関連絡調整、援助マネジメ
ント業務
◆資格	 臨床心理士、精神保健福祉士
または保健師免許を有しパソコン操作

（ワード・エクセル）のできる方
◆勤務期間　4月1日～平成30年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日のうち4日午前
8時30分～午後7時（実働7.5時間）
◆勤務場所	 子ども家庭支援センター
のびのびひろば
◆報酬	 月額221,000円（28年4月実
績）、交通費支給（月額上限20,000円）、
社会保険などの適用あり
◆試験	 書類選考合格者は2月14日㈫
午後1時から面接
※結果は2月17日㈮までに通知。

2月3日㈮までに電話連絡のうえ履
歴書（写真貼付）・資格証の写し・志望
理由（800～1200字）を同ひろば☎40-
5925へ
市立小学校第一学年支援員	
臨時職員
◆職務内容	 小学校新1年生の学校生活
全般の支援
◆資格	 教育職員免許または保育士
◆勤務期間	 4月6日㈭～7月20日㈭
◆勤務時間	 月～金曜日午前8時～午後
3時（実働週20時間、土曜日の勤務あり）
◆報酬	 時給1,100円、交通費支給（日
額上限864円）

2月3日㈮（必着）までに履歴書（写真貼 
付）を直接または郵送で「〒181-8505 
指導課」（教育センター1階）へ（2月15日
㈬午後に面接）

同課☎内線3243 
市立小・中学校　嘱託員
◆職種	 ①学校図書館司書、②給食調
理、③給食リフト配膳、④一般用務
◆職務内容	 ①児童・生徒の読書活動の
指導、図書の貸し出し・返却、分類・整理、
学校図書館の地域開放業務、②給食調
理、給食室清掃など、③食器の準備、副
菜などの配食、給食の配膳・片付け、配
膳車の洗浄作業など、④学校敷地・施設 
の清掃・小修理、来客・来賓の接待など
◆資格	 ①司書でパソコン操作ができ 
る方
◆勤務期間	 4月1日～平成30年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 ①月～土曜日（おおむね週
29時間）、②③月～金曜日（給食実施日
のみ、週20時間）、④月～金曜日のうち
4日以内（実働週7時間45分～30時間）
◆報酬	 ①時給1,286円、②時給1,365
円、③時給1,165円、④月額47,333円
～177,500円（いずれも28年4月実績）、
交通費支給（月額上限20,000円）、社会
保険などの適用あり
◆試験	 書類選考合格者は2月に面接

1月16日㈪～23日㈪（必着）に市指定
の履歴書（写真貼付、市ホームページま
たは総務課〈教育センター1階〉で入手
可）、①は資格証の写し、作文①「児童・
生徒の読書活動を推進するために司書と
して行いたいこと」、②③「私の職業観と
嘱託員の仕事を通じて実現したいこと」

（400字詰め原稿用紙①3枚、②～④2枚
程度）を直接または郵送で「〒181-8505
総務課」へ

同課☎内線3213 
高齢者支援課　嘱託員（4人程度）
◆職種	 介護認定調査員
◆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、調査票作成
◆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30年3月31日

広告掲載ページ
◇トップページ
◇サブトップページ（「暮らし・手続き」「福祉・
健康」「子育て・教育」「安全・安心」「市政情報」
「三鷹の魅力」「施設案内」「事業者向け情報」）

広告の掲載料
◇トップページ＝1枠につき月額30,000円
◇サブトップページ＝1枠につき月額20,000円
※�12カ月連続した掲載申し込みの場合は、1カ月
分の掲載料が割り引きとなり大変お得です。

秘書広報課広報係☎内線2134
　市ホームページは、大変多くの方々に利用
されており、効果的にPRできる広告媒体です。
また、平成27年12月からは、パソコン版ホー
ムページと同様にバナー広告が表示される
「スマートフォン専用サイト」も公開しており、
これまで以上に多くの方にご利用いただいて
います（写真はトップページ）。
　ぜひ市ホームページへのバナー広告の掲
載をご検討ください。

市ホームページの
バナー広告掲載希望者を
募集中

第82回 太宰治作品朗読会

『やんぬる哉』 『善蔵を思ふ』

　朗読は、舞台やドラマなどで幅広く活躍する文学座所
属俳優の林田一高さん（写真）。

2月17日㈮午後6時〜6時50分　 25人　 同サロン
2月7日㈫（必着）までに往復はがきで必要事項（15面参

照）・参加者氏名（2人まで）を「〒181-0013下連雀3-16-14
グランジャルダン三鷹1階 太宰治文学サロン」へ（1人1通。 
申込多数の場合は抽選）

太宰治文学サロン☎26-9150

写真提供：文学座
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