
2月4日発行号
原稿締切日 	 1月12日（金）
2月18日発行号
原稿締切日 	 1月25日（木）

いずれも午後5時まで

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
※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。

職員課☎内線2233

催し
笑う呼吸法（笑いヨガ）

東京三鷹笑いヨガわっはは楽楽
クラブ 1月7・21・28日の日曜
日午前10時～正午 連雀コミュニ
ティセンター 500円（1回）
ハラ☎090-3902-9691・ 47-
5033

第23回わかばコンサート「弦の
愉（たの）しみ・五重奏と二重奏」
日フィルメンバー

コープみらい地域クラブわかば
の会 1月8日㈷午後1時15分か
ら 芸術文化センター風のホール

500円 当日会場へ 高橋☎
090-7307-4280

国学院大学の小野先生による百
人一首講座

三葉会 1月11日㈭午前10時
～11時30分 市民協働センター

500円 当日会場へ 井出☎
42-9769

2018年新春小品展
ぎゃらりー由芽 1月13日㈯～

28日㈰正午～午後7時（28日は4時
まで） 同画廊、ぎゃらりー由芽の
つづき 期間中会場へ 同画廊
☎47-5241（木曜日休み）

私たちが知らない財政のちから★
わいわい勉強会in三鷹 1月13

日㈯午後2時30分～4時30分 市
民協働センター 慶應義塾大学経
済学部教授の井手英策さん 500
円（資料代） 当日会場へ 竹内☎
080-5465-8138

生活者の視点に立った身近な問
題を科学的に捉える★

YS学習会 1月20日㈯午後0時
30分～3時30分 生涯学習セン
ター NPO法人市民科学研究室
代表理事の上田昌文さん 100円

当日会場へ 国分☎46-1236

これでいいのか、日本の農業？
食の行方を考える★

読み解きレッスン 1月20日㈯
午後1時～3時 総合保健センター

東京大学大学院教授の鈴木宣弘
さん 200円 当日会場へ 高
橋☎070-1471-1588

楽しいゲームで脳活性化（第11
回）

NPO法人鷹ロコ・ネットワーク
大楽 1月20日㈯午後1時30分～
3時30分 三鷹産業プラザ 700
円（茶菓付き） 同法人（船木）
☎24-7500・ 24-7070・
info@takaloco.jp

NPO法人文化学習協同ネットワー
クの催し

①学校に行けない・行かない子
どものために、家族にできること
＝1月20日㈯午後2時～4時、②職
場体験説明会―進路・就職に悩む
若者またはご家族の皆さんへ＝23
日㈫午後2時～3時 ①20人
①みたかスペースあい、②同法人

（下連雀1-14-3） ①同法人 47-
8709・ cosmo@npobunka.net

（先着制、当日参加も可）、②丸山☎
70-5067 ①同法人（藤井）☎47-
8706、②丸山☎70-5067

「謡い」（宝生流能楽）をみんなで
楽しむ（初めての方も歓迎）

三鷹宝生会 1月21日㈰午前
10時～午後3時 寺田舞台（井の
頭3丁目） 池内☎090-4839-
4106

アリスみたか新年会
アリスみたか（ひとり親家庭福

祉会） 1月21日㈰正午～午後3時
元気創造プラザ 幼児100円、

小学生以上200円（会員は小学生
以上100円） ふるたに☎090-
4713-5210・ paamandayo@
yahoo.co.jp

みたか・ダンス交流会2018―
新春の集い

ステップ＆ステップ 1月28日
㈰午後1時～3時 生涯学習セン
ター 500円 当日会場へ 羽
根田☎44-1099

「エコハウスのウソ」から学ぶ、
本当のエコとは？★

NPO法人みたか市民協同発電
1月28日㈰午後2時～4時30分

市民協働センター 東京大学
大学院工学系研究科建築学専攻准
教授の前真之さん 500円（資料
代） 当日会場へ 同法人☎090-
6049-0203

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 1月17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

月刊わがまちジャーナル
1月号地上11chで放送中

太神楽曲芸師 翁家勝丸さん　
ほか

NPO法人むさしのみたか
市民テレビ局
☎・ 79-1434

mmctv@jcom.zaq.ne.jp
※ご意見、情報をお寄せください。

平成30年度 市政嘱託員を募集します

		☎	0267-97-3206
	 	0267-97-3207
http://www.sizennomura.jp/

［体育館・グラウンドなどを完備］

JRをご利用の方は、最寄駅（信
濃川上駅）まで車で送迎しま
す。宿泊申し込みの際にご予
約ください。

	〒384-1406	長野県南佐久郡川上村大字原591番地362

　三鷹市役所発着のバスツアー参加者を募集しています。
◆川上郷自然の村・第2回スキー・スノーボードツアー

2月17日㈯・18日㈰（1泊2日）
40人（最少催行人数35人）
大人19,800円から、小学生17,800円から、幼児5,000

円から（交通費、宿泊費、食事代〈3食〉、リフト代、保険
料を含む。用具のレンタル料、スクール代は別料金）
※料金は、申し込み人数や部屋のタイプにより異なります。

1月9日㈫～31日㈬にJWTジャパンウインズツアー㈱☎0267-66-1268へ（先着制）
【旅行企画・実施】JWTジャパンウインズツアー㈱（長野県佐久市今井533-1／長野県知事登録
第2-399号　全国旅行業協会会員・長野県旅行業協会会員）
【利用バス会社】信濃物流㈱（長野県南佐久郡川上村大字桶澤234）
※添乗員は同行しません。現地係員が対応します。

◆宿泊のお申し込みは簡単です！
　宿泊希望日の3日前までに川上郷自然の村へ電話（午前8時30分～午後7時30分）・ファクス・
インターネットでお申し込みください。

〔宿泊料金〕 大人3,700円から、小学生2,500円から（1泊2食付き）
※4月1日㈰～28日㈯は割引料金の適用あり（大人200円・小学生100円の割引）。
◆4月分の優先申し込み（団体分）
　団体（15人以上）申込は、1月15日㈪午前8時30分から、川上郷自然の村へ電話（午前8時30
分～午後7時30分）・ファクス・インターネットでお申し込みください。

三鷹ネットワーク大学
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・ http://www.mitaka-univ.org/
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

★ 基礎講座
★★  応用講座 
★★★ 専門講座

講座名 日時・定員・
講師・費用など

亜細亜大学寄付講座・西武信
用金庫後援
アジアとの連携で日本企業を
元気に（10回シリーズ）
第9回

「サムスンの高度成長期における
働き方改革の試み」　★★

2月14日㈬午後6時30
分～8時

30人
亜細亜大学都市創造

学部教授の張相秀さん

科学宅配塾企画講座
“もっと科学に親しもう！ 5”
「シリコンバレーから見える
未来社会」　★

2月15日㈭午後7時～
8時30分

50人
元富士通㈱取締役副

会長の伊東千秋さん
500円

三鷹ネットワーク大学　冬学期受講者募集中！

1月4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。

◆職種　①一般事務（25人）、②一般事務（障がい者対象、若干名） 
◆職務内容　窓口・電話対応、経理を含む一般事務（外勤の場合あり）、情報システ
ムの運用に関する補助事務、諸証明発行関連事務、福祉に関する事務、建築基準行
政などに関連する一般事務、市内小・中学校の一般事務など
◆資格　配属先の業務により、ワード・エクセルなどのパソコン操作能力、接遇能
力、相談業務経験、社会保険労務関係事務経験など。②は身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方、または知的障害者
更生相談所・児童相談所・精神保健福祉センター・障害者職業センター・精神
保健指定医により知的障がい者であると判定されている方
◆勤務期間　任用日～平成31年3月31日（更新の場合あり） 

◆勤務時間　月～金曜日午前8時30分～午後5時（実働週30時間、土・日曜日と平日
夜間を含む変則勤務の場合あり） 
◆勤務場所　市役所・市内関連施設
◆報酬（月額）　173,800円（29年4月実績）、交通費支給（上限20,000円）、社会保険
などの適用あり
◆試験　第1次試験＝1月28日㈰
※くわしくは募集要項（市ホームページまたは職員課〈市役所3階〉、市政窓口、市立

図書館で入手可）をご覧ください。
1月19日㈮（消印有効）までに受験申込書（写真貼付）・受験票返信用切手（62円）を

特定記録郵便で「〒181-8555職員課」へ
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