
子ども向けRubyプログラミング
講師養成講座 
　プログラミング初心者の小・中・高
校生に、Ruby言語によるプログラミン
グの基礎を教える講師を養成します。
6月4日㈰①小学生＝午前9時～11

時、②中・高生＝正午～午後6時
プログラミングの経験（Ruby未経験

でも可）がある小・中・高等学校教員ま
たは情報教育に関心のある方、各15人
程度
三鷹産業プラザ
①4,000円、②5,400円
必要事項（11面参照）を㈱まちづくり

三鷹 ruby@mitaka.ne.jpへ（先着制）
同社☎40-9669

九都県市エコドライブ講習会
　環境だけでなくお財布にも人にも優
しい運転をするためのポイントを、講
義と実車講習で学びます。
（一社）日本自動車連盟、九都県市（埼玉
県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、
川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）、
KANTOモータースクール横浜西口校
6月12日㈪午後1時～5時
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

に在住・在勤またはJAF会員の方で、
普通自動車運転免許を取得して1年以上
の方21人（失効・免停中は不可）
尾久自動車学校（小金井市東町3-17-19）
JAFインストラクター
1,028円
5月25日㈭までに必要事項（11面参

照）・性別・運転歴を同連盟東京支部☎
03-6833-9130・ 03-5440-2563・
tokyo-safety@jaf.or.jpへ（申込多数

の場合は抽選）
同連盟東京支部☎03-6833-9130、

東京都環境局自動車環境課☎03-5388-
3462
初心者向けのカラー切り絵講座 
―デザインカッターで切り絵を楽
しむ
（公財）三鷹市スポーツと文化財団
6月14～28日の毎週水曜日午後1時

30分～3時30分（全3回）
15人
生涯学習センター
切り絵作家の猪田智美さん
3,000円（3回分、別途教材代1,450

円が掛かります）
はさみ、セロハンテープまたはマス

キングテープ
5月24日㈬（必着）までに往復はがきま

たはインターネットで「〒181-0004新川
6-37-1生涯学習センター」・ http://
www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/（三
鷹中央防災公園・元気創造プラザ講座申
込システム）へ（申込多数の場合は抽選）
同財団☎49-2521

みたかファミリー・サポート・セン
ター援助会員養成講座
　育児の援助を受けたい方（利用会員）
をサポートする「援助会員」になってい
ただくための講座です。空いている時
間を活用して、地域の中で子育ての手
助けをしてみませんか（受講後の登録は
任意です）。
6月20日㈫・21日㈬・23日㈮午後1

時～5時10分（全3回）
全回受講できる方20人
すくすくひろば
5月29日㈪～6月19日㈪（必着）に必

要事項（11面参照）をはがきまたは電話、

ファクスで「〒181-0013下連雀4-19-6
みたかファミリー・サポート・センター」・
☎76-6817・ 45-7702へ（先着制）

第10期みたか国際化円卓会議の
外国籍市民委員
市に1年以上在住する20歳以上の外

国籍市民で、年3回程度夜間に開催予定
の会議に出席し、日本語の会議内容を
理解できる方若干名
◆任期　平成31年3月31日（再任可）
◆謝礼　市の規定により支給
5月19日㈮（必着）までに必要事項（11

面参照）・応募動機（400字程度）を日本
語で「〒181-8555企画経営課」・ 45-
1271・ kikaku@city.mitaka.tokyo.
jpへ（書式不問。申込多数の場合は抽選）
※結果は6月2日㈮までに応募者全員に
通知します。
同課☎内線2115

都営住宅の入居者（東京都全体）
◆募集住戸　①一般募集住宅（世帯向
け）＝1,600戸、②定期使用住宅（若年
ファミリー向け）＝740戸、③定期使
用住宅（多子世帯向け）＝10戸、④若年
ファミリー向け＝50戸
◆申込書・募集案内　5月8日㈪～16日
㈫に都市計画課（市役所5階52番窓口）、
市政窓口、都庁、東京都住宅供給公社
募集センター・各窓口センターなどで
配布（三鷹駅前市政窓口は13日㈯・14
日㈰午前9時～午後5時、都庁は13・
14日の午前9時30分～午後5時も配布。
同公社ホームページ http://www.
to-kousya.or.jp/でも入手可）
5月19日㈮（必着）までに申込書を「〒

150-8681渋谷郵便局」へ
同公社募集センター☎0570-010-

810（募集期間外は☎03-3498-8894）
ビジネスベース新規入居者
◆所在地　三鷹産業プラザ
◆募集区画・使用料（月額）　①3号室、
②4号室（いずれも3.15㎡）＝いずれも
31,680円、保証金50,000円
◆入居開始　①即入居可、②6月1日（予
定）
※ビジネスクラブ「三鷹iクラブ」入会（年

会費6,000円）が条件です。
必要書類を直接または郵送で「〒181-

8525㈱まちづくり三鷹」へ（選考のうえ
決定）
同社☎40-9669

※くわしくは同社ホームページ https:
//www.mitaka.ne.jp/をご覧ください。

しごとの相談窓口
　就職・再就職の相談や、年金・労務
相談、内職の相談・あっせんなど。
5月10日㈬午前9時30分～正午（11

時30分まで受付）
内職相談は市民
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

就職活動支援セミナー 
「ライフキャリア・プランから考え
る就職活動」
5月25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鈴木茂さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
5月24日㈬までに必要事項（11面

参照）をわくわくサポート三鷹☎45-
8645・ 45-8646へ（先着制）
市立保育園　嘱託員
◆職種　①保育補助、②給食調理補助
◆資格　昭和31年4月2日以降生まれで
1年間勤務可能な方。①は保育士（短時
間保育士は取得見込みも可）
◆勤務期間　6月1日～平成30年3月31
日
◆勤務場所　市内の保育園
※勤務時間・報酬など、くわしくは募
集要項（市ホームページ、子ども育成課
〈市役所4階45番窓口〉で入手可）をご覧
ください。
◆試験　5月16日㈫
※申込時に指定された課題を面接時に

提出。結果は5月下旬に通知。
5月15日㈪午後5時までに勤務希望園

へ電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・①
は資格証または資格取得見込証明書を
各園へ
※勤務希望園が複数の場合は履歴書に
記載し、第1希望の園に申し込む。面接
時に確認します。
同課☎内線2731

北野ハピネスセンターけやきのも
り（社福）睦月会　看護職員
◆職種　①非常勤職員、②嘱託職員、
③正規職員（各1人）
◆職務内容　知的・身体障がい者の健
康・常備薬管理、医療的ケアなど
◆資格　看護師または准看護師免許（③
は実務経験3年以上）
◆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　①月～金曜日のうち3日
以上午前9時15分～午後4時15分（応相
談）、②月～金曜日午前9時15分～午後
4時15分（実働6.25時間）、③月～金曜
日午前8時30分～午後5時30分（実働8
時間）
※②③は変形労働制で、年間の休日は
115日（別途、有給休暇あり）。
◆報酬　①時給1,800円、②月額208,340	
円（手当込み）、③月額194,900円～
330,000円（経験による）、交通費支給（日
額上限1,000円、月額上限20,000円）、
社会保険の適用あり
※③は別途、看護師手当30,000円、住
宅手当8,500円を支給。

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を「〒181-0003北野1-9-29北野ハピネ
スセンター」・☎26-6651へ

（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①看護師（正職員）、②保育士
（正職員）、③～⑤保育職、⑥調理員（③
～⑥パートタイマー）
◆資格	 ①看護師または准看護師（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（教育職員免許〈幼稚園〉
があればなお可）、③～⑤保育士（無資
格者は応相談）、⑥栄養士または調理師
免許（無資格者は応相談）
◆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

三鷹市社会福祉協議会への寄付（3月分）

（敬称略）

●一般寄付
カトリック調布教会	 50,000円
三鷹市役所　山岳部	 20,000円
の崎H・Y（2件）	 19,388円
下連雀住宅近隣住民の会	 12,292円
第1回民生児童委員協議会
新年会　	 9,921円
千代乃湯	 8,985円
歌唱の会　	 5,617円
大沢六三会　	 5,000円
清水　孝祐　	 5,000円
真貝　千暁　	 3,000円
根道　一男　	 2,000円
廣田　一男　	 1,000円
匿名（2件）　	 40,000円

 

●一円硬貨募金
福祉会館募金箱（2件）	 16,271円
㈱コモディイイダ三鷹店
募金箱	 14,209円
㈱いなげや三鷹牟礼店
募金箱　	 13,330円
㈱ Jマート三鷹店募金箱	 8,434円
牟礼　明	 7,295円
井口コミュニティセンター　
募金箱	 5,041円
朝日湯募金箱	 3,076円
鐵鈑割烹りゅう	お客様一同	 2,169円
㈱うずまきTOKYO
たまものスイーツ募金箱	 2,105円
大沢コミュニティセンター
募金箱　	 1,721円

くぬぎ会	 1,406円
上二親交クラブ	 907円
三鷹市赤十字奉仕団（2件）	 648円
四ツ葉ときわクラブ	 643円
介護タクシー大地	 500円
㈱エコスTAIRAYA
三鷹新川店募金箱	 483円
いきいき俳句会	 445円
㈱まちづくり三鷹募金箱	 202円
三鷹中央リハケアセンター
募金箱	 133円
匿名	 196円
●ボランティア基金
三鷹駅前立寄りサロン
協力員一同	 20,000円
匿名	 1,413円
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