
初心者向け！	
海外旅行英会話を身に付けよう

①快適な空の旅編＝10月18日、②街
でショッピング編＝10月25日、③レス
トランでお食事編＝11月1日、いずれも
水曜日午前10時～11時30分（全3回）

16歳以上の方16人
生涯学習センター
同センターまちの先生の長井紅美さん
3,000円（3回分）
9月18日㈷ ～10月2日㈪（必着）に往復

はがきまたはインターネットで必要事項
（11面参照）・この講座を何で知ったかを
「〒181-0004新川6-37-1生涯学習セン 
ター」・ https://www.kouza.mitaka 
genki-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）

同センター☎49-2521
ホームヘルパーのための	
精神障がい基礎講座

①「精神障がい」について＝10月30日
㈪、②精神障がい者への支援について＝
11月6日㈪、いずれも午後6時30分～8時
30分、③施設実習＝11月8日㈬～21日㈫
の平日のうち1日、午前9時～午後4時

市内事業所または三鷹市民にサービ
スを提供している近隣自治体事業所の
ホームヘルパー30人

①②福祉センター、③市内作業所
①こころのホームクリニック世田谷

院長の高野洋輔さん、②（社福）巣立ち会
相談支援専門員の鈴木直子さん

10月6日㈮までに申込書（三鷹市社会 
福祉協議会ホームページ http://www. 
mitakashakyo.or.jp/から入手可）を直 
接またはファクスで同協議会 71-20 
53へ（申込多数の場合は抽選）

同協議会☎79-3505

養育家庭（ほっとファミリー）
　さまざまな事情から親元を離れて暮
らす子どもたちを家庭に迎え入れ、一
定期間、家族の一員として育てていた
だくのが養育家庭（ほっとファミリー）
制度です。この制度は養子縁組を目的
としておらず、1カ月程度の短期間から、
事情に合わせて柔軟に子育て支援に取
り組めます。
◇フレンドホームも募集中
　夏休みや週末などの数日間、児童養
護施設や乳児院で生活している子ども
を自宅で預かる「フレンドホーム」も募
集しています。

◆養育家庭（ほっとファミリー）体験発
表会

10月27日㈮午後2時から
三鷹産業プラザ
当日会場へ
子ども家庭支援センターのびのびひ

ろば☎40-5925
三鷹市シルバー人材センター	
入会説明会

10月4・18日の水曜日午前9時～11時
健康で働く意欲のあるおおむね60歳

以上の市民
同センター

同センター☎48-6721・ http:// 
mitaka-sc.or.jp/sc_kaiinnaru.htmlへ
防衛大学校などの学生
◆募集内容	 ①防衛医科大学校看護学
科（自衛官コース）、②防衛医科大学校
医学科、③防衛大学校（一般前期）
◆資格	 平成30年4月1日時点で21歳未 
満の高卒以上の男女
◆試験日程	 ①10月14日㈯、②10月28 
日㈯・29日㈰、③11月22日㈬（いずれも 
願書受付は9月29日㈮まで）

自衛隊西東京地域事務所☎042-
463-1981へ

女性のための就労支援講座	 	
①エクセル講座＝10月2・16～30日

の毎週月曜日午前10時～正午（全4回）、
②就職支援準備セミナー＝11月7日㈫午
前10時30分～正午、③ビジネスマナーと 
コミュニケーション技術＝11月9日㈭午前 
10時～正午、④キャリアライフプランセ
ミナー＝11月16日㈭午前9時30分～正午

再就職を希望する女性で、パソコンの文 

字入力ができる方①10人、②～④各20人、
保育（6カ月～就学前のお子さん）各4人
※①受講者は、②～④いずれかを受講。

三鷹産業プラザ
9月17日㈰から㈱まちづくり三鷹

project@mitaka.ne.jpへ（先着制。保
育は申込多数の場合は抽選）

同社☎40-9669
㈱まちづくり三鷹　臨時社員
◆職務内容　市政窓口業務（1人）
◆資格	 初・中級程度のパソコン操作が
できる方
◆勤務期間	 11月1日～平成30年6月30 
日
◆勤務時間	 週4日（実働週28時間の交
代制）
◆勤務場所	 三鷹駅前市政窓口
◆報酬	 時給970円、交通費支給（日額
上限864円）

9月26日㈫午後5時（必着）までに履歴
書（写真貼付。メールアドレスを記入）・
個人情報の取り扱いについての同意書
を直接または郵送で「〒181-8525㈱ま
ちづくり三鷹」へ（面接あり）
※くわしくは同社ホームページ  https: 
//www.mitaka.ne.jp/へ。

同市政窓口☎42-5678
（社福）三鷹市社会福祉協議会　	
嘱託職員
◆職種	 ①総務（2人）、②地域福祉権利
擁護事業専門員（2人）
◆資格	 昭和27年4月2日以降生まれで、 
パソコン操作ができる方（②社会福祉士）
◆勤務期間	 10月1日～平成30年3月31 
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 週5日（実働週30時間）
◆勤務場所	 福祉センター
◆報酬（月額）	 ①173,800円、②192,000 
円、いずれも交通費支給（月額上限20,000 
円）

市内の空間放射線量測定結果
　平成23年7月5日から定点�
観測地点（6カ所）と市内公共�
施設などで、地上5㎝・1m�
地点での空間放射線量を引�
き続き計測しています。
　くわしい測定結果は市ホ�
ームページのトップページ「東日本大震災関連情報」から、または三鷹市公式ツ
イッター http://twitter.com/mitaka_tokyoからご覧ください。
環境政策課☎内線2524

施設数
（定点観測地点を含む）

測定結果（地上1m)

最小値 最大値

28施設 0.03 0.12
※�一般的には、毎時0.24マイクロシーベルト以下がひとつの�
目安とされています。

29年8月16日～9月12日� （毎時マイクロシーベルト）

東部水再生センター☎03-3309-1447、クリーンプラザふじみ☎042-482-5497

※単位は「Bq（ベクレル）/kg」＜そのほかの市内放射性物質測定結果＞
採取日 場　所 対象 放射性

ヨウ素131
放射性

セシウム134
放射性

セシウム137

8月�1�日 東部水再生センター
脱水汚泥 83.5 不検出 12.9
放流水 不検出 不検出 不検出

8月�8�日 クリーンプラザふじみ
主灰 ― 不検出 不検出
飛灰 ― 不検出 89

※�クリーンプラザふじみから焼却灰を搬出している最終処分場の受入基準は8,000Bq（ベクレル）
/kgです。また、同施設では、放射性ヨウ素131は、放射性物質汚染対処特別措置法の規定の
対象外であるため、測定していません。

◇市立保育園給食の放射性物質検査結果
　6月27日～7月4日に市立保育園（全13園）で提供している給食を検体として�
採取し測定した結果、すべての給食で、放射性物質（放射性セシウム134・137）は�
不検出でした。
子ども育成課☎内線2734

◇市立小・中学校給食の放射性物質検査結果
　6月27日～7月6日に市立小・中学校13校（＊）で提供している給食を検体として�
採取し測定した結果、すべての給食で、放射性物質（放射性セシウム134・137）は�
不検出でした。
＊そのほかの9校は、12月に検査を実施予定です。

学務課☎内線3238
※�「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満であることを示します。くわしくは、市
ホームページの各検査結果をご覧ください。
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総合保健センター
（休日歯科応急診療所）

医薬品管理センター
（休日調剤薬局）

医師会館
（休日診療所・こども救急みたか）

受診の際は、必ず健康保険証をお持ちください。

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ
総合保健センター☎46-3254

①休日診療所（内科・小児科） 
午前10時〜11時45分、午後1時〜4時30分、午後6時〜9時30分

②小児初期救急平日準夜間診療所（こども救急みたか）
　午後7時30分〜10時30分（受付は10時まで）
③休日歯科応急診療所
　三鷹市総合保健センター（新川6-37-1元気創造プラザ2階）
　☎46-3234（当日電話連絡のうえ、来所）
　午前10時〜午後0時15分、午後1時30分〜4時
④休日調剤薬局
　三鷹市医薬品管理センター（上連雀7-4-8）
　☎49-7766
　午前10時〜午後4時30分、午後6時〜9時30分
⑤医療機関案内（24時間）
　◆三鷹消防署　☎47-0119
　◆東京消防庁救急相談センター
　　短縮ダイヤル#7119（プッシュ回線のみ）
　　☎042-521-2323（多摩地区）　☎03-3212-2323（23区）　
　◆東京都保健医療情報センター（ひまわり）
　　☎03-5272-0303
　　 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
⑥市内救急指定病院
　◆�杏林大学医学部付属病院�

（新川6-20-2）☎47-5511
　◆�野村病院�

（下連雀8-3-6）☎47-4848
　◆�三鷹中央病院�

（上連雀5-23-10）☎44-6161

①③④の受付は、日
曜日・祝日・年末年
始です。

①②はいずれも
三鷹市医師会館
（野崎1-7-23）

☎24-8199
ハイキュウキュウ

生涯学習課☎内線2921
「学芸員と学ぶ古民家の魅せ方」歴史・文化財

連続講座

　平成30年秋の「大沢二丁目古民家（仮称）」の一般公開に向けて、古民家の展示
やその魅せ方をプロの学芸員から学びます。 
◇「大沢二丁目古民家（仮称）」 とは
　明治35（1902）年に創建された、わさび栽培や養蚕を行っていた古民家です。
文化財としての価値を保存しながら体験学習が行える施設として整備を進めて
います。 

10月14日㈯、11月12日㈰・18日㈯、12月10日㈰、いずれも午前10時〜正午(全4回)
全回参加できる方20人 　 生涯学習センター 

※途中、「大沢二丁目古民家（仮称）」の整備現場の見学を予定しています。 
国際基督教大学湯浅八郎記念館学芸員の福野明子さん、具嶋恵さん 
9月19日㈫から必要事項（11面参照）を同課☎内線2921・ shogai@city.

mitaka.tokyo.jpへ（先着制）
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