
◆職務内容	 入所者の着替え、食事、
移動、入浴、排せつなどの介助
◆資格	 介護福祉士、介護職員初任者
研修修了者またはヘルパー1・2級
◆勤務時間	 週5日午前7時15分～午後
4時、午前8時30分～午後5時15分、午
前11時30分～午後8時15分、午後5時
～午前9時の4交代制
◆報酬	 月額190,000円～210,000円

（年齢、経験、規定による）
※賞与あり（年2.6カ月程度）。介護職員
処遇改善手当あり（平成28年度実績平
均220,000円以上）。
◆採用予定日		 4月1日

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・
資格証の写しを直接または郵送で「〒181-
0015大沢4-8-8特別擁護老人ホームどん
ぐり山」・☎33-2255へ
みたか小鳥の森保育園　職員
◆職種	 保育補助・雑務（パートタイマー）
◆資格	 保育士
◆勤務時間	 月～金曜日午後3時～7時

（週2・3日で応相談）　
◆報酬	 時給1,050円

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園（井の頭5-22-8）・☎45-4558へ

（面接あり）
牟礼の森トキ保育園　職員
◆職種	 ①保育士（正職員）、②保育士

（パートタイマー）
◆資格	 保育士（②は無資格者も可）
◆勤務時間	 ①月～金曜日午前7時15
分～午後7時30分（実働8時間、土曜日
の勤務あり）、②1日2時間から応相談
◆報酬	 ①月額195,000円～、交通費 
支給、賞与あり、②有資格者＝時給1,010 
円、無資格者＝時給960円

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園（牟礼4-2-23）・☎24-9233へ
平成29年度国税専門官
◆資格	 ①昭和62年4月2日～平成8年
4月1日生まれの方、②8年4月2日以降
生まれの大卒者および30年3月までに
大学卒業見込みの方、または人事院が
同等の資格があると認める方
◆試験	 1次＝6月11日㈰、2次＝7月
12日㈬～19日㈬のうち指定された日時

3月31日㈮午前9時～4月12日㈬に国
家公務員採用試験インターネット申込
専用ホームページ http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.htmlへ

武蔵野税務署☎53-1311

①自衛隊幹部候補生（一般・飛行）、
予備自衛官補（②一般・③技能）
◆資格	 ①平成30年4月1日現在、22歳
以上26歳未満の方（修士課程修了者など
は28歳未満）、②29年7月1日現在、18歳 
以上34歳未満の方、③7月1日現在18歳
以上で国家免許資格などを有する方（く
わしくはお問い合わせください）
◆試験	 ①5月13日㈯・14日㈰（14日
は飛行要員希望者のみ）、②③4月14日
㈮～18日㈫のうち1日

①5月5日㈷まで、②③4月7日㈮
までに自衛隊西東京地域事務所☎042-
463-1981へ

弁護士による無料電話相談会 
「遺言・相続110番」
◆第一東京弁護士会遺言センター
☎03-3595-1154

3月23日㈭午前10時～午後3時
同センター☎03-3595-1154、市相

談・情報課☎内線2215
総合オンブズマン相談（4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）＝6・
13・27日、中村一郎さん（弁護士）＝
20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

平成29年度第1回三鷹市市民の
くらしを守る会議の傍聴

4月10日㈪午後3時～5時
5人
消費者活動センター

4月6日㈭午後5時までに同センター
☎43−7874・ 45-3300へ（先着制）

※「市からのお知らせ」は7面からご覧ください。

催し
岩田眞展

ぎゃらりー由芽 4月2日㈰ま
での正午～午後7時（2日は5時ま
で） 同画廊 期間中会場へ 同
画廊☎47-5241（木曜日休み）

からだもあたま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

みたかふれあいサロンの催し
①まるごと基礎講座インター

ネットやワードエクセルなど＝毎
週月曜日午後1時15分～3時、②脳
をイキイキ・ワクワク「脳若トレー
ニング講座」＝毎月第1・3火曜日午
後1時30分～2時30分、③iPad＆タ
ブレット（Android・Windows）使
い方個別相談会＝3月24日以降の
毎週金曜日午後1時15分～2時45
分 ②③10人 三鷹産業プラザ

①1,500円、②500円、③2,000
円（いずれも1回） NPO法人シ
ニアSOHO普及サロン・三鷹☎40-
2663・ 40-2664（②③は先着制）

暮らしの保健室みたかin南浦「親
子のんびり・ゆったり相談室」

毎週水曜日午前9時15分～正
午 オタリ南浦ビル2階（下連雀
7-1-27） 当日会場へ 浜☎050-
3708-2749

元気ひろば おれんじの催し
①おきゅうで簡単セルフケア＝

3月22日㈬午前10時～11時、②プ
チ・ロミロミ体験＝23日㈭午前10
時～11時30分、③ポピュラーボー
カルレッスン＝24日㈮午後1時～
2時30分、④アトリエひらめっち
＝28日㈫、4月15日㈯午後1時～2
時30分、⑤春休み企画！キラキラ
デコ教室＝3月31日㈮午後1時～2

時30分 同会（中原3-1-65） ①
1,500円、②④1,000円、③2,200
円、⑤800円（①②資料代を含む。
④1回。④⑤材料代を含む）
同会☎76-5940・ 26-9419

女性のための自分でするリンパ
法―リンパを流して日頃の疲れ
をリフレッシュ

いきいき 3月22・29日の水曜 
日午後1時～1時55分 女性市民

下連雀南浦地区公会堂 300円 
（1回） バスタオル、タオル、飲み物 

当日会場へ 野村☎43-0955
（午後6時～8時）

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 3月23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

日本舞踊の足のはこび方★
若水会 3月23日㈭午前11時

～午後0時30分 新川中原コミュ
ニティセンター 日本舞踊若柳流
講師の若柳和翠さん 当日会場
へ 青木☎46-2469

楽しくきれいにウォーキング
楽しくウォーキングの会 3月

23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

静物画を描く★
皐月会 3月24日㈮午後1時～

3時30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 300円（画材代）

当日会場へ 増田☎43-5862

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
3月25日㈯午前10時～午後1時
市役所議場棟下 500円（1区

画分） みたかボランティアセ
ンター☎76-1271（申し込みは2区
画まで）

三鷹消防署講話―火事と救急車
について万一の備えを考える

三鷹市医療と福祉をすすめる
会 3月25日㈯午後1時30分～3
時 消費者活動センター 当日
会場へ 駒林☎44-4962

私たちのまちづくりと防災★
住みよい環境をつくる三鷹市

民連絡会（三鷹環境市民連） 3月
25日㈯午後1時30分～4時 社会
教育会館 下連雀六丁目八丁目
地区連絡会事務局長の岡島薫さん

当日会場へ 同会（田中）☎43-
2900

親子で楽しむクラシックコンサート
ハッピー子育ての会 3月25

日㈯午後3時～4時15分 三鷹市
公会堂さんさん館 親子1,000円

平手 hiratehiroko@gmail.
com 平手☎080-3254-5882

みたか・ダンス交流会 サヨナラ
社教！ラストダンスの集い

3月26日㈰午前10時～正午 社 
会教育会館 500円 当日会場
へ 羽根田☎44-1099

健康体操：笑う呼吸法（笑いヨガ）
わっははわいわいクラブ（三鷹） 
3月26日、4月2・16日の日曜日午 

前10時40分～正午 連雀コミュニ
ティセンター 500円（1回） ハ
ラ☎090-3902-9691・ 47-5033

子どものためのフリーマーケット 
と遊びとたき火「ティピーをたて
て春の子どもバザール！」

NPO法人子ども生活・ゆめこ
うば 3月26日㈰午前11時～午
後3時 農業公園 当日会場
へ。出店希望者は事前に同法人☎・

34-0040

スプリングコンサート
女声合唱ふじ 3月27日㈪午

前10時45分～午後0時30分 連
雀コミュニティセンター 当日会
場へ 曽我☎090-7246-0231

第39回三鷹書人の会書展
3月29日㈬ ～4月2日㈰午前10

時～午後6時（29日は午後1時から、 
2日は4時まで） 芸術文化センタ 
ー 期間中会場へ 同会事務局

（山口文林堂）☎49-7770

春休み！おやこイースターパー
ティー！

English with entertainment 
3月30日㈭午前10時30分から
1歳～未就学のお子さんと保護

者 牟礼コミュニティセンター
500円 同事務局 english.
ewe@gmail.com

伊達佑介うたのスクール音楽会
2017

Davis 4月2日㈰午後1時30分
～6時（1時開場） 芸術文化セン
ター星のホール 当日会場へ 同
事務局☎48-8013

中高年カラオケサークル 新発足
記念コンペ

カロぼっちの会 4月3日㈪午 
後1時30分～4時30分 下連雀9 
丁目カラオケ店 2,500円 必 
要事項（7面参照）を鎌田☎080-67 
64-2480

親子ミュージック＆プレイ
NPO法人子育てコンビニ 4月 

10日㈪午前10時～11時30分 元 
気ひろば おれんじ（中原3-1-65）  
1,800円 同法人 info2@ko 
sodate.or.jp 同法人☎41-7021

気楽に手作りの会（粘土アート・羊
毛・トールペイント・つる＆籐・
押し花）

4月13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 土生☎090-4821- 

9511

ツリークライミング体験会
ライオンズクラブ国際協会330 

A地区 4月15日㈯午前10時～11
時30分、午後0時30分～2時、午
後2時～3時30分 小・中学生
野川公園 必要事項（7面参照）・
性別・保護者名・希望時間を峰村

03-3687-5050 峰村☎090-
3088-1933

シニアアンサンブル合同演奏会
井の頭シニア・アンサンブル
4月20日㈭午後2時～4時 芸

術文化センター星のホール 当日
会場へ 同会（笠嶋）☎79-3344

大人のための①韓国語、②英会
話入門講座

国際文化交流協会 4月20日～
6月15日の毎週木曜日（5月4日㈷
を除く）①午後6時～7時、②午後7 
時30分～8時30分 市民協働セン 
ター 5,000円（8回分、別途テキ 
スト代2,000円が掛かります）  
同協会（前田）☎090-6489-2803

（平日午前10時～午後5時）

第36回たのしい写真教室―撮り
たいものをしっかりと

日本リアリズム写真集団武蔵野
三鷹支部 ①4月22日㈯午後1時
～5時、②23日㈰午前10時 ～ 午
後5時 10人 ①武蔵野市民会
館（武蔵野市境2-3-7）、②井の頭
公園 2,000円（2回分。プリント
代、資料代など） デジタルカメ
ラ 4月15日㈯までに中村☎
48-0161（先着制）

伝言板
明星学園中学校・高等学校アン
サンブル部 第51回定期演奏会

3月24日㈮午後6時～8時 芸
術文化センター風のホール 当日
会場へ 同校（新坂）☎43-2196

大成高等学校合唱部 第14回「春
の演奏会」

3月25日㈯午後6時から 芸術文
化センター風のホール 当日会場
へ 同校（米田）☎43-3196

米高校生のホームステイのため
のホストファミリー募集
　禅林寺龍華会基金の援助による
第33回日米高校生交流プロジェ
クト。高校生男女と、付き添い教
員の受け入れ家庭を募集。謝礼
あり。 日米文化センター 6月
29日㈭～7月20日㈭のうち約2週
間 禅林寺☎44-8365

4月16日発行号
原稿締切日	 3月	24日（金）
5月7日発行号
原稿締切日	 4月11日（火）

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。
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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。


