※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。

ばなお可）
◆勤務期間 11月1日〜平成30年3月
31日
（更新の場合あり）

web-tamashin.jp/bloom/へ
（先着制）

就職活動支援セミナー
「仕事探しのコツと応募テクニック」
10月26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
10月23日 ㈪までに必 要 事 項
（11

◆勤務場所 三鷹産業プラザ
◆勤務時間 月 〜 金 曜 日 午 前8時30分
〜午後5時30分
◆報酬
（月額） 226,000円、交通費支給

（上限20,000円）
10月11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:

面 参 照）
をわくわくサポート三 鷹 ☎458645・

//www.mitaka.ne.jp/へ。

45-8646へ
（先着制）

平成29年度福祉職場入門研修

11月10～24日の毎週金曜日午前9時
30分～午後4時30分
（全3回）

11月2日㈭までに同研修事務局☎01
20- 998- 632（平日午前9時30分～午

後5時30分。フリーダイヤル）
・
036846-1217へ
（先着制）
（社福）東京都社会福祉協議会☎03-62
61-3925
※くわしくは同協議会ホームページ
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai
taisaku/nyumon.htmlへ。

㈱まちづくり三鷹

契約社員

◆職務内容 一般事務、イベントなど

の企画・運営
（1人）
◆応募資格 中級程度のパソコン操作
ができる方
（普通自動車運転免許があれ

No.1604

で「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市社
会福祉事業団」
・☎44-5211へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。

三鷹ちしろの木保育園
（平成30年4月開園） 職員

2017.10.1

公証週間は、電 話による無料公証相談
も行います。
◆無料公証相談 ☎03-3502-8239
（午

前9時30分～正午、午後1時～4時30分）
東京法務局東京公証人会☎03-35028050、武蔵野公証役場☎22-6606

◆職種 ①保育士
（経験者）
正職員、②

不動産法律相談会

45分～午後8時
（実働平均8時間の交代
制、月1・2回早番、土曜日の勤務あり）
、
③ 月～金 曜 日 午 前8時30分～午 後5時
15分、④応相談

鷹商工会
10月13日㈮午後1時～4時
三鷹商工会館
（下連雀3-37-15）
三鷹商工会☎49-3111へ

保育士
（新卒・既卒）
正職員、③看護師
正職員、④看護師非常勤職員
◆勤務時間 ① ② 月 ～ 金 曜 日 午 前6時

◆勤務場所 同園
（野崎2-11-7）

6

不動産に関する法律・相続・賃貸・売
買などの疑問に専門家がお答えします。
（公社）東京都宅地建物取引業協会、三

同協会武蔵野中央支部☎26-5891

行政書士による無料相談会

◆職種 介護職
（契約職員）
※正職員への登用あり。
◆資格 介護福祉士、介護職員初任者

◆報酬 ①③月額225,300円～、②大
卒＝月額217,390円、短大・専門卒＝
月額202,810円、④時給1,200～1,600
円、交通費支給、住宅手当、賞与あり
※宿舎借り上げ支援制度あり
（月額82,000

◆勤務時間 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

10月31日㈫
（必着）までに履歴書
（写
真貼付）
を「〒181-0014野崎2-11-7（社福）

同支部☎30-5899、市相談・情報課
☎内線2215

同社☎40-9669

（社福）三鷹市社会福祉事業団

介護の職場で働く意思があり、全回
参加できる方50人
市民協働センター

広報みたか

職員

研修または実務者研修修了者
◆勤務場所 老人保健施設はなかいどう

時30分～午 後8時15分、午 後5時～午
前9時
（月4～6日程度）の4交代制（応相
談）

◆報酬 月額240,000円
（介護福祉士以
外は230,000円）

円まで）
。
◆採用予定日 平成30年4月1日

ちしろの森」へ

同法人☎30-5341・
chishiro.org/

http://www.

◆採用予定日 随時
電話連絡のうえ履歴書
（写真貼付）
・
あれば資 格 証の写しを直 接または郵 送

弁護士など8士業による相談会。
10月28日 ㈯ 正 午 ～ 午 後4時
（3時30

三鷹産業プラザ
10月2日 ㈪からの平 日 午 前9時30分

東京公証人会の無料公証相談

都内45カ所の公証役場では、いつで
も無料で公正証書の作成に関する相談

に応じています。10月1日～7日 ㈯の

～午後7時に多摩パブリック法律事務所
☎042-548-2450へ
（先着制）
同事務所☎042-548-2422、
市相談・
情報課☎内線2215

※
「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

「ユネスコ世界遺産の今とこれから」

杏林大学・三鷹ネットワーク大学共催 「地
（知）
の拠点整備」事業

10月21日㈯午後2時～4時
（1時30分開場）
70人
三鷹ネットワーク大学
世界遺産総合研究所所長の古田陽久さん
（写真）
直接または電話、インターネットで同 協 会 ☎43-7812・

無料講演会 脱毛症と再生医療

10月21日㈯午後1時30分～3時
（1時開場）

140人
杏林大学病院
杏林大学医学部皮膚科学教室教授の大山学さん
当日会場へ
（先着制）
杏林大学広報・企画調査室☎44-0611

http://www.mishop.jp/へ
（先着制）
同協会☎43-7812

★ 基礎講座

第6回事業とくらしの無料相談会

者32人

（公財）三鷹国際交流協会・第78回国際理解講座

三鷹ネットワーク大学

市役所1階市民ホール
当日会場へ

分まで受付。1人30分程度）
在勤を含む三鷹・武蔵野市民と事業

※賞与あり
（昨年度実績210,000円程度。
採用1年目は異なる）
。夜勤手当あり
（1回
7,000円）
。

行政手続き、相続、遺言、成年後見
制度に関する相談に応じます。
東京都行政書士会武鷹支部
10月16日㈪午前9時30分～11時50分

★★ 応用講座

★★★専門講座

三鷹ネットワーク大学 秋学期受講者募集中！

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構 〒181-0013 下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階 ☎40-0313・ 40-0314・
開館時間：火〜日曜日、午前9時30分〜午後9時30分
（入館は9時まで／日曜日は5時まで） 休館日：月曜日・祝日

講座名

http://www.mitaka-univ.org/

日時・定員・講師・費用など

東京女子大学寄付講座 数学はこんなに面白い！8・11月
「不動点について」 ★★

11月2日㈭午前10時～11時30分
30人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円

くらしとバイオプラザ21企画サロン
サイエンスカフェみたか11月・第43回
「野菜の病害虫対策」 ★

11月9日㈭午後7時～8時30分
20人
住友化学園芸㈱普及部長の草間祐輔さん

三鷹ネットワーク大学企画講座
誰でもできる！起業入門 11月 ★

800円
（茶菓代を含む）

11月11日㈯午後2時～5時
10人
SOHO CITYみたか推進協議会会長の前田隆正さん

東京女子大学寄付講座 数学カフェみたか4・11月
「双曲平面と双曲幾何学（Ⅱ）」 ★★
国立天文台企画サロン アストロノミー・パブ11月・第133回
「ギリシア哲学と宇宙」 ★★
NPO法人みたか都市観光協会寄付講座
「三鷹『通』養成講座」
―井の頭公園検定1級合格者がガイドする井の頭公園の魅力 ★

500円
（飲み物付き）

11月14日㈫午前10時～11時30分
15人
東京女子大学名誉教授の小林一章さん
500円
ゲストは東京大学大学院人文社会系研究科教授の納富信留さん、ホストは天文ライ
ターでアストロノミー・パブ店主の梅本真由美さん。
11月18日㈯午後6時30分～8時30分
25人
3,000円
（飲食代を含む）
10月3日㈫午前9時30分～10月31日㈫午後5時に申込書を直接または郵送、ファクス、
ホームページで同大学へ
（申込多数の場合は抽選）
11月19日㈰午前10時～午後0時30分
井の頭地区公会堂
500円

15人

特に記載のないものは10月3日㈫午前9時30分から申込書を直接または郵送、ファクス、ホームページで同大学へ
（先着制）
いずれも同大学
※受講の申し込みには受講者登録が必要です。講座の詳細や受講者登録については、ホームページまたは同大学へお問い合わせください。

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。

