※はがき・ファクス・電子メールによる申込は11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

◆試験 9月22日㈮午前9時から面接
9月21日㈭までに履歴書
（写真貼付）
・
②は資格証の写しを同協議会へ。申込
時に指定される作文を面接時に提出
同協議会☎46-1108

（社福）三鷹市社会福祉事業団 職員

◆職種 ①保育士
（正職員）
、②ホームヘ
ルパー
（登録職員）
、③～⑤保育職、⑥用
務員、⑦調理員
（③～⑦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
（教育職員免許
〈幼稚園〉
があれ
ばなお可）
、②ヘルパー2級以上
（土・日
曜日、祝日勤務できる方歓迎）
、③～⑤
保育士
（無資格者は応相談）
、⑦栄養士
または調理師免許
（無資格者は応相談）
◆勤務時間 ①月～土曜日のうち週平
均5日
（交代制。勤務場所により早番・遅
番、日曜日・祝日の勤務あり）
、②応相
談
（研修期間あり）
、③土曜日午前7時30
分～午後1時、④月～金曜日午後4時30
分～7時30分、土曜日午後5時～7時30
分、⑤月～金曜日午後4時45分～6時30
分
（応相談）
、⑥月～金曜日午後2時～7時
30分、土曜日午前10時30分～午後4時

30分、⑦木・金曜日午後0時30分～4時
30分、土曜日午前8時30分～正午
◆勤務場所 ①同事業団が運営する保
育園・こども園、②市内・周辺の高齢者
宅など
（地域は応相談）
、③三鷹西野保育
園、④三鷹駅前保育園、⑤⑥三鷹赤とん
ぼ保育園、⑦三鷹ちどりこども園

◆報酬 ①月額184,240円～225,344
円
（経験などによる）
、②身体介護＝時
給1,550円～、生活援助・介護予防＝
時 給1,300円～
（いずれも資 格による）
、
③～⑤時給1,030円～1,400円
（資格の
有無・時間帯による）
、⑥時給950円～
1,188円
（時間帯による）
、⑦時給1,000
円～1,090円
（資格の有無による）
※①賞与あり
（昨年度実績4.4カ月。採用
1年目は異なる）
。宿舎借り上げ支援制度

広報みたか

No.1603

～ 午 後5時15分
（実 働8時 間 の 交 代 制、
土曜日の勤務あり）
◆勤務場所 椎の実子供の家
（大沢4-88）または第 二 椎の実 子 供の家
（上 連 雀
6-25-31）

総合オンブズマン相談
（10月）

市政に関する苦情を受け付けます。
中村一郎さん
（弁 護 士）＝5・26日、
片桐朝美さん
（杏林大学准教授）
＝12・
19日、いずれも木曜日午後1時30分～
4時30分
相談・情報課
（市役所2階）

◆報酬
（月額） 大 卒 ＝215,200円、短
大卒＝206,800円、交通費支給
※諸手当・賞与あり
（昨年度実績4カ月）
。
住宅借り上げ支援制度あり
（月額82,000
円まで）
。
◆試験 ①随時、②10月22日㈰
◆採用予定日 ②平成30年4月1日

http://www.mitaka.or.jp/へ。

椎の実子供の家・
第二椎の実子供の家

職員

◆職種 ①保育士
（2人）
、②保育士
（4人）
◆勤務時間 月～金 曜 日 午 前8時30分

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

同課☎内線2215へ

第218回東京都都市計画審議会
の傍聴

※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。

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://en
chante-de-connect.wix.com/
enchanteで 確認） 同会☎0803356-5617
みたかふれあいサロンの催し
①Windowsの基礎からワード・
エクセルまでを丁寧に＝毎週月曜日
午後1時15分～3時、②カルチャー
講座：江戸雑学とやさしい小噺
（こ
ばなし）
＝10月16日、11月20日の月
曜日午前10時～正午 三鷹産業
（い
プラザ ①1,500円、②500円
ず れも1回）
NPO法人シニア
SOHO普 及サロン・三 鷹☎40-26
63・ 40-2664
お子様連れで楽しくシェイプアップ
ビューティーシェイプアップの
会 9月20日㈬午前10時～11時
牟礼コミュニティセンター 500
魚谷☎080-5481-9967
円
片岡操 ガラス展
しろがねGallery 9月20日 ㈬
～27日㈬午前11時～午後7時
（21
日 ㈭を除く。27日は5時まで）
同画廊 期間中会場へ 同画廊
☎43-3777
三鷹一日うたごえ
9月23日㈷午後1時30分～4時30
分 三鷹市公会堂さんさん館
1,000円 当日会場へ 藤井☎484688
NPO法人子育てコンビニの催し
①ベビースキンケア―男の子の
デリケートゾーン編＝9月25日㈪、

元気ひろば おれんじの催し
①ラフターヨガ＝27日㈬午後2
時～3時30分、②お金の貯め方ふ
やし方 講 座＝28日㈭ 午 前10時～
（中原3-1-65）
11時30分 同会
①600円
同 会 ☎76-5940・
26-9419
障がい者水泳のレッスン法 入門
アクアマルシェ 9月27日㈬午
後7時～9時 ヘルパーやスポーツ
ボランティアなど障がい者水泳の
支援法に興味がある方 SUBARU
酒井
総 合スポーツセンター
☎080-6518-8019
サロンきっかけ
「おしゃべり会」
活 躍きっかけ隊 9月28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
玉川上水清流を辿る
（羽村の堰
〈せ
き〉
～拝島）
三鷹の歴史研究会
9月29
日㈮午前10時青梅線羽村駅改札
（資料
外集合
（小雨催行） 400円
太田☎・ 48-5952
代）
ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
9月30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）
ペレ☆フェス―手作り体験・雑
貨市＆出張cafe
羊毛フェルト ペレの会 9月30
日㈯午前10時～午後3時30分 市

同課☎03-5388-3225

※
「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

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

②親子で楽しむ色育講座―カード
編＝29日㈮、 い ず れ も 午前10時
～11時30分 元気ひろば おれん
じ
（中原3-1-65） ①2,000円、 ②
1,500円
（材料代を含む） ①バスタ
オル 同法人 info2@kosodate.
or.jp 同法人☎41-7021

10月31日㈫午後1時30分から
15人

都庁
10月17日㈫
（消印有効）
までに往復は
がきで必 要 事 項
（11面 参 照）
を「〒1638001東京都都市整備局都市計画課」へ
（1人1通。申込多数の場合は抽選）

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★のあるものは生涯学習課の講師派遣事業。

催し

6

9月28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

あり
（月額82,000円まで）
。
※②勤務実績に応じて昇給、報奨金あり。
電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
・
土・日曜日、祝日、早朝夜間の勤務は時
資格証の写しまたは資格取得見込証明
給400円割増。
書を直接または郵送で「〒181-0015大
電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
・
沢4-8-8椎の実子供の家」
・☎32-4103へ
あれば資格証の写しを直接または郵送
〈消印有
で ①②「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹 （②は9月19日㈫～10月19日㈭
効〉
）
市社会福祉事業団」
・ ☎44-5211、 ③

「〒181-0016深大寺3-3-10三鷹西野保
育園」
・ ☎39-7030、 ④「〒181-0013
下連雀3-30-12三鷹駅前保育園」
・☎795441、⑤⑥「〒181-0002牟礼3-9-3三
鷹赤 と ん ぼ 保育園」
・ ☎40-0600、 ⑦
「〒181-0012上連雀4-12-26三鷹ちど
りこども園」
・☎72-9220へ
※くわしくは同事業団ホームページ

2017.9.17

民協働センター 模擬店など一部
有料 当日会場へ さこだ☎0905999-6298

小・中学生向け中国語勉強会
中 国 語を楽しむ会 9月30日
㈯午前10時15分～11時 三鷹駅
王
前コミュニティセンター
☎090-6487-5278
健幸ストレッチ教室 理学療法士
をめざす杏林大生のサポートと
交流★
体笑会 9月30日㈯午後1時30
分 ～3時30分 60歳以上 の 方30
（下
人 杏林大学井の頭キャンパス
連雀5-4-1） 同大学保健学部准教
（教材
授の榎本雪絵さん 500円
9月22日㈮までに必要事
代）
項
（11面参照）
を同会☎090-71736425・ taishohkai@yahoo.
co.jp
（申込多数の場合は抽選）
講談寄席のお誘い★
ジョイ ラック クラブ 10月1日
㈰午後2時～4時 三鷹駅前コミュ
ニティセンター 弁士の佐々木
羅々梅さんほか 当日会場へ 小
高☎080-3472-7272
自由練習会
ステップ＆ステップ 10月6～
27日の毎週金曜日午後0時15分～
2時45分 SUBARU総合スポーツ
センター カップル500円、シング
ル300円 ヒールカバー 当日会
場へ セキネ☎090-6018-9579
むうぷ舎まつり
（ミニバザー、作
品・手作りクッキー販売など）
（社福）むうぷ 10月7日 ㈯ 午 前
11時～午 後2時 食 茶 房むうぷ
（新川6-9-23） 当日会場へ 同
施設
（山本）
☎43-4600
発達障がいなど、お子さんの悩み
相談
「Marble相談サロン」
（一社）発達障がいファミリーサ

ポートMarble 10月19日㈭午前
9時30分～10時30分、11時～正午
各1人 元気創造プラザ
同
法人 76-2720・ marble.family
7@gmail.com
（先着制）

三鷹がん哲学外来カフェ：がんと共
に生きる人々がわかち合う対話と
共感
日本キリスト教団相愛教会
10月28日㈯午後2時～4時 同教
会
（牟礼4-3-46） 当日会場へ
同教会
（真壁）
☎43-1642
夢いっぱいコンサート三原綱木
とわくわくパーティー
みたか街かど自立センター 11
月9日㈭午後7時から 芸術文化
センター星のホール 3,000円
みたか街かど自立センター☎・
48-0648

会員募集
連雀囲碁教室
（初・中級者中心の
自主グループ）
毎週日曜日午前10時～午後0時
30分 連雀コミュニティセンター
月額1,500円
坂爪☎・
45-4031
三葉会
（万葉集・古事記を読む）
毎月3回木曜日午後1時30分～
3時30分
（8月は休会） 市民協働
センター 入会金1,000円、月額
井出☎42-9769
4,000円
いきいき太極拳Bグループ
毎月3回木曜日午後2時45分～
4時15分 福祉センター 月額
本木☎45-0510
（午
1,500円
後5時以降）
50代からのエアロビクス
毎週火または金曜日午後1時30
分～2時45分 西多世代交流セン
ター 入会金1,000円、月額4,000
山口☎・ 30-0964
円

10月15日発行号
原稿締切日

9月 21日（木）

11月 5日発行号

原稿締切日10月 12日（木）
いずれも午後5時まで

伝言板
学生とランチを一緒に！食DE絆
第5期地域福祉ファシリテーター
修了生・ルーテル学院大学学生有
志 9月20日㈬午前11時～午後1
時 同大学学生食堂 昼食代実
費 当日会場へ 同大学コミュニ
ティ人材養成センター☎31-7920
ICU教会チャリティバザー
9月24日㈰午後1時～3時 同
大学 当日会場へ 同教会☎333323
講習会
「胃がんのお話」
武蔵野赤十字病院 10月3日
㈫午後2時～4時 同病院 当日
会 場へ 同 病 院がん相 談 支 援セ
ンター☎32-3111
がんと共にすこやかに生きる講
演会
「がんと栄養」
杏林大学医学部付属病院がん
センター 10月7日㈯午後1時30
分 ～2時30分 240人 同 病 院
大学院講堂 当日会場へ 同大
学病院がんセンター事務局☎475511
（先着制）
むさしのカレッジ
「東京の自然は
こんなに豊か！身近な公園をも
っと知ろう！」
西武・武蔵野パートナーズ
10月9日㈷午前10時～午後0時30
分 小学3年生以上30人 野川
公園自然観察センター 500円
9月17日㈰から直接または電話
で同公園サービスセンター☎316457
（先着制）
ICUオルガン演奏会
ICU宗教音楽 セ ン タ ー 10月
14日㈯午後5時 から 同大学
2,000円 当日会場 へ 同 セン
ター☎33-3330
（未 就 学 児は入 場
不可）

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。

