
（社福）三鷹市社会福祉協議会　 
登録ホームヘルパー
◆職種	 訪問介護（身体介護、生活援助）
◆資格	 介護福祉士、ヘルパー2級以上、
介護職員基礎研修・実務者研修・初任
者研修修了者
◆勤務時間	 週3日以上、午前8時～午
後6時の間で応相談
◆報酬（時給）		 生活援助（介護、予防）＝	
1,310円～、生活援助（総合）＝1,260円～、	
身体介護＝1,900円～（勤務実績に応じて	
昇給あり）

11月20日㈪から電話連絡のうえ履
歴書（写真貼付）・資格証を同協議会☎79-	
3509へ
東部地域包括支援センター　職員
◆職種	 保健師または看護師（１人）
◆職務内容	 総合相談、介護予防ケア
マネジメントなど
◆勤務時間	 月～土曜日午前9時～午後
5時
◆報酬	 経験を考慮のうえ応相談、交
通費支給

同センター☎43-3319へ
椎の実保育園・第二椎の実保育園 
職員
◆職種	 ①保育士（2人）、②保育士（4人）
◆勤務時間	 午前8時30分～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4-8-
8）または第二椎の実子供の家（上連雀
6-25-31）
◆報酬（月額）		 大卒＝220,200円、短大卒	

＝211,800円、交通費支給（上限40,000円）
※諸手当・賞与あり（昨年度実績4カ月）。
宿舎借り上げ支援制度あり（月額82,000
円まで）。
◆採用予定日	 ②平成30年4月1日
◆試験	 ①随時、②12月3日㈰

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・
資格証の写しまたは資格取得見込証明
書を直接または郵送で「〒181-0015大
沢4-8-8椎の実子供の家」・☎32-4103
へ（②は11月20日㈪～30日㈭）
第二小羊チャイルドセンター　
職員
◆職種	 保育士
◆資格	 保育士（取得見込みも可）
◆勤務時間	 午前8時30分～午後5時（交	
代制、土曜日の勤務あり）　　
◆報酬	 月額230,862円（諸手当を含む）、	
交通費支給
※賞与あり（年２回４カ月、採用１年目は	
異なる）。宿舎借り上げ支援制度あり（月
額82,000円まで）。試用期間あり（6カ月）。

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「〒	
181-0003北野3-10-14第二小羊チャイ
ルドセンター」・☎43-9754へ

住宅リフォーム無料相談会
　三鷹市住宅リフォームセンターの相
談員が住宅の増改築や耐震、修繕に関

する相談に応じます。
11月22日㈬午前10時～午後3時（正

午～午後1時を除く）
市役所1階市民ホール
あれば自宅の図面や写真など
当日会場へ
都市計画課☎内線2813

社会保険労務士による無料相談会
　労務管理や年金などに関する相談に
応じます。
東京都社会保険労務士会武蔵野統括

支部
11月24日㈮午後1時～4時
市役所1階市民ホール
当日会場へ
同支部☎40-6671、市相談・情報課

☎内線2215
総合オンブズマン相談（12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）＝7日、片桐朝

美さん（杏林大学准教授）＝14・21・28
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）
同課☎内線2215へ

平成29年度第2回三鷹市空き家等
対策協議会の傍聴
11月22日㈬午前10時～正午
10人
総合防災センター
必要事項（7面参照）を「〒181-8555	

都市計画課」・ jutaku@city.mitaka.	
tokyo.jpへ（先着制）
同課☎内線2812

催し
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

元気ひろば おれんじの催し
①リンパ講座＝11月21日㈫午前

10時～11時30分、②ポーセラーツ
＝21日午後1時～2時30分、③小
原流生け花＝24日㈮午前10時30
分～正午、④コットンパールとメ
タルビーズのブレスレット作り＝
27日㈪午後2時～3時30分、⑤アー
トセラピー「色の小道」＝28日㈫午
後1時～2時30分 同会（中原3-1-
65） ①1,500円、②1,800円、③
2,000円、④2,500円、⑤1,000円（②
～⑤材料代を含む） 同会☎76-
5940・ genkiorangeazuma@
gmail.com（③は21日まで）

よもぎBOOKS の催し
①『たくはいびーーん』絵本原

画展＝11月22日㈬～12月10日㈰
午前11時から（休店日を除く）、②
出口かずみさんワークショップ
「あけてびっくり、おとどけもの
風びっくりばこを作ろう」＝11月
23日㈷午後2時～4時 ②3歳く
らいから（未就学児は保護者同伴）
同店（下連雀4-15-33） ②500

円 ①期間中会場へ、②直接

または電話・電子メールで同店
（辰巳）☎050-6870-6057・
yomogiworks@gmail.com

みたかふれあいサロンの催し
①PC道場（PC・デジカメ・タブ

レットなどを自分のペースで）＝
毎週水曜日午後1時15分～3時15
分、毎月第4土曜日午後6時15分
～8時15分、②脳をイキイキ・ワ
クワク「脳若トレーニング」＝11月
25日～12月9日の毎週土曜日午前
10時30分～正午 ①10人 三鷹
産業プラザ ①2,000円、②500
円（いずれも1回） ①当日会場
へ、②NPO法人シニアSOHO普及
サロン・三鷹☎40-2663・ 40-
2664（①は先着制）

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 11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

子どものためのフリーマーケッ
ト・遊びとたき火と「ティピーを
たてて秋の子どもバザール」
NPO法人子ども生活・ゆめこう

ば 11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

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＝11月27日㈪
午前10時～11時30分、②羊毛フェ
ルトで干支（えと）を作ろう＝12月4
日㈪午前10時～11時30分、③親子
で楽しむ色育講座―クリスマス編

＝7日㈭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、②1,800円、③1,500円
（②③は材料代を含む） 同法人
info2@kosodate.or.jp 同法人☎
41-7021

年賀状を「干支（戌）」墨彩画でかく★
みやび会 11月28日、12月5

日の火曜日午後7時～8時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
元日本書道普及連盟理事の西島雅
博さん 年賀はがき、習字道具、
絵の具セット 当日会場へ 古内
☎46-3924

玉川上水の清流を辿る
三鷹の歴史研究会 11月29

日㈬午前10時JR拝島駅改札外集
合～午後4時 400円 太田
☎・ 48-5952

ニューヨークシャドーボックス
教室作品展
アトリエペーパームーン 11月	

29日㈬～12月3日㈰午前11時～
午後6時（3日は4時まで） 三鷹市
美術ギャラリー 期間中会場へ 	
三浦☎090-5346-8043

女声合唱「にじ」20周年記念コン
サート
11月29日㈬午後2時～4時 芸

術文化センター風のホール 当日
会場へ 小埜寺（おのでら）☎41-
3676

ステップⅡ自由練習会
ステップ＆ステップ 12月1日

～22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

みたかキャンドルナイト2017
ダディベア（一小おやじの会）

12月2日㈯午後4時30分～7時
一小 当日会場へ 繁田☎090-
8340-5298

第16回びよんどネット蚤の市―
三鷹・武蔵野地域のホームレス
支援のための
12月3日㈰午前10時30分～午

後2時 るま・ばぐーす（下連雀
4-17-6） 当日会場へ びよんど
ネット（湯川）☎46-5240

飯舘村からの報告★
さよなら原発！三鷹アクション
12月3日㈰午後2時～4時30分
市民協働センター 飯舘村村

民で写真家の安齋徹さん 500円
（資料代） 当日会場へ 中谷☎
090-4921-5953

三鷹市管弦楽団第57回定期演奏
会
12月10日㈰午後1時30分から

三鷹市公会堂光のホール 1,000
円 当日会場へ 同楽団☎03-
6737-3756

ユーモア川柳の楽しみ方★
みたかユーモア川柳の会 12

月11日㈪午前10時～正午 元気
創造プラザ シニア大楽副理事長
の藤井敬三さん 当日会場へ
斉藤☎080-5034-3959

「プチ・クリスマスツリー」づくり
NPO法人鷹ロコ・ネットワーク

大楽 12月14日㈭午後1時～3時
16歳以上の方12人 三鷹産業

プラザ 800円 11月20日㈪
～12月7日㈭に同法人（船木）☎24-
7500・ 24-7070・ info@taka	
loco.jp（先着制）

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）
12月14日㈭午後1時～3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター
初回1,200円 荒牧☎080-

6531-7766

12月恒例「笑ってヨッ！北野寄席」
北野5人組・江戸小噺笑い広げ

鯛 12月17日㈰午後1時30分～3
時30分 北野地区公会堂 100
円 当日会場へ 北野☎080-
4206-7070

伝言板
糖尿病教室「糖尿病と整形外科疾
患」「糖尿病治療のいろいろな話」
武蔵野赤十字病院 12月2日

㈯午後1時～3時（0時30分から受
付） 同病院 当日会場へ 同病
院医療社会事業課☎32-3111

やかまし村のクリスマス―絵本
であそぼう！リトミック
日本福音ルーテル三鷹教会

12月3日㈰午後2時～3時10分
ルーテル学院大学チャペル 当日
会場へ 同教会☎33-1122

12月17日発行号
原稿締切日	11月20日（月）
平成30年1月1日発行号
原稿締切日	11月 24日（金）

いずれも午後5時まで
※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。

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。
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

※「市からのお知らせ」は7面からご覧ください。

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	無料講演会

習近平新体制―中国はどう変わる？
12月16日㈯午後2時～3時30分（1時30分開場）　 100人
三鷹ネットワーク大学　
杏林大学総合政策学部教授の渡辺剛さん
当日会場へ（先着制）　 杏林大学広報・企画調査室☎44-0611
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