
～午後5時15分、午前9時～午後5時45
分、または午後1時～9時45分（いずれ
も実働週38時間45分以内）
◆報酬	 月額226,000円（29年度実績）

1月23日㈫～2月2日㈮（必着）に履歴
書（同大学で配布。同大学ホームページ

http://www.mitaka-univ.org/から
も入手可）・小論文「地域における人財
育成」（800字程度）を直接または郵送で

「〒181-0013下連雀3-24-3三鷹駅前協
同ビル3階NPO法人三鷹ネットワーク
大学推進機構」へ

同大学☎40-0313
（公財）三鷹市スポーツと文化財団 
嘱託員（1人）
◆職務内容	 体育施設の管理、スポー
ツ事業に関する事務など
◆勤務期間	 4月1日～平成31年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 月・金・土・日曜日を3日
以上含む週4日午前8時30分～午後5時

（実働週30時間）
◆勤務場所	 SUBARU総合スポーツセ
ンター
◆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	 2月4日㈰に一般教養試験、17
日㈯に面接（合格発表は2月24日㈯）

1月28日㈰（消印有効）までに履歴書 
（写真貼付。同財団ホームページ ht 
tp://mitaka-sportsandculture.or.jp/
から入手可）を特定記録郵便で「〒181-
0004新川6-37-1三鷹中央防災公園・元
気創造プラザ（公財）三鷹市スポーツと文化
財団」へ

同財団☎45-1113
（社福）三鷹市社会福祉協議会　職員
◆職種	 学童保育所障がい児嘱託職員

（若干名）
◆資格	 昭和28年4月2日以降生まれで、
教育職員免許または保育士の資格を有す
る方（取得見込みも可）
◆勤務期間	 4月1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6時（年間平均週30時間）
◆勤務場所	 市内23カ所の学童保育所
◆報酬（月額）		 184,700円、交通費支
給（上限20,000円）
※社会保険などの適用あり。
◆試験	 2月3日㈯午前9時から面接
※申込時に指定された課題を面接時に
提出。

1月22日㈪～2月1日㈭に履歴書（写真
貼付）・資格証の写しを同協議会（新川6-
37-1）へ

同協議会☎46-1108
NPO法人花と緑のまち三鷹創造協
会　①臨時職員（2人）、②契約職員

（1人）
◆職務内容	 ①園内の芝生管理および
広場内作業（主に屋外作業）、②市民農
園などの管理運営
◆資格	 ②普通自動車運転免許を有し、
農作業の知識、経験がある方
◆勤務期間	 4月1日～平成31年3月31
日（試用期間あり。更新の場合あり）
◆勤務時間	 週4日①午前9時～午後5時、 
②午前8時30分～午後5時（いずれも土・
日曜日、祝日を含む交代制）
◆勤務場所	 ①花と緑の広場（牟礼1-11）、 
②大沢ふるさとセンター（大沢2-11-8）
◆報酬	 ①時給970円、②月額173,800

円（いずれも29年実績）、交通費支給（①
日額上限840円、②月額上限20,000円）
※有給休暇、社会保険などの適用あり。

1月22日㈪～2月13日㈫（必着）に履
歴書（写真貼付。本人の手書き）を直接
または郵送で「〒181-0012上連雀8-3-
10 NPO法人花と緑のまち三鷹創造協
会」へ
※封筒に①「花と緑の広場臨時職員希
望」、②「大沢ふるさとセンター契約職
員希望」と朱書きしてください。
※書類選考合格者は面接。

同協会☎46-2081
市民税課　臨時職員（若干名）
◆職務内容	 パソコンの操作補助、書
類整理など
◆資格	 パソコン操作ができる方
◆勤務期間	 １月下旬～３月末
◆勤務時間	 月～金曜日のうち３日午前 
9時～午後4時30分（実働6.5時間）
◆勤務場所	 市役所
◆報酬	 時給970円、交通費支給

市民税課☎内線2347へ
子ども発達支援センター　 
臨時職員（1人）
◆職務内容	 同センター通園児の給食
調理
◆勤務期間	 4月5日㈭～8月3日㈮
◆勤務時間	 月～金曜日午前9時～午
後2時30分（実働4時間30分）
◆報酬	 時給1,050円（平成29年10月
実績）、交通費支給（日額上限864円）
※社会保険などの適用あり。

電話連絡のうえ2月23日㈮までに履
歴書（写真貼付）を本人が同センター（元
気創造プラザ１階）へ（面接あり。結果
は3月下旬までに通知）

同センター☎45-1122
市立小学校第1学年支援員　 
臨時職員（若干名）
◆職務内容	 学校生活全般の支援
◆資格	 教育職員免許または保育士
◆勤務期間	 4月6日㈮～7月20日㈮
◆勤務時間	 月～金曜日午前8時～午後
3時（実働週20時間、土曜日の勤務あり）
◆報酬	 時給1,100円（平成29年度実
績）、交通費支給（日額上限864円）
◆試験 2月19日㈪午前に面接

1月22日㈪～2月2日㈮（必着）に履歴書
（写真貼付）を直接または郵送で「〒181-
0004新川6-35-28指導課」（教育センター
暫定施設2階）へ

同課☎内線3243
総合保健センター　臨時職員
◆職種	 ①助産師、②保健師、③看護師
◆職務内容	 健診、相談など
◆勤務時間	 おおむね週1回4時間程度
◆報酬（時給）		 ①②1,750円、③1,650
円、交通費支給

2月9日㈮（必着）までに履歴書（写真
貼付）・資格証の写しを「〒181-0004新
川6-37-1総合保健センター」へ
※書類選考合格者は面接。

健康推進課☎内線4226
（社福）三鷹市社会福祉協議会　権利
擁護センターみたか　臨時職員
◆職種	 生活支援員
◆資格	 自転車で移動できる方
◆勤務期間	 4月1日～平成31年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 午前9時～午後5時の間で
1・2時間程度（月1～5日）
◆勤務場所	 地域福祉権利擁護事業利
用契約者宅ほか

210,000円程度。採用1年目は異なる）。
※③勤務実績に応じて昇給、報奨金あ
り。土・日曜日、祝日、早朝夜間の勤
務は時給400円割増。
◆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
で ① ～ ③「〒181-0002牟礼6-12-30三
鷹市社会福祉事業団」・☎44-5211、④

「〒181-0013下連雀7-2-1三鷹南浦西
保育園」・☎40-7551、⑤「〒181-0002
牟礼3-9-3三鷹赤とんぼ保育園」・☎40-
0600、⑥「〒181-0016深大寺3-3-10三
鷹西野保育園」・☎39-7030へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
東部地域包括支援センター　 
職員（1人）
◆職種	 保健師または看護師
◆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
ぴかぴか保育園　職員
◆職種	 保育士（①パートタイマー、②
正職員）
◆勤務期間	 ①随時、②4月から（応相
談）
◆勤務時間	 ①午前7時15分～午後1時、
午後2時45分～7時30分（実働3～6時間）、
②月～金曜日（実働８時間の交代制）
◆報酬	 ①時給1,100円～1,300円（早番

〈午前7時15分～8時30分〉、遅番〈午後4
時30分～7時30分〉は1,300円）、②月額
196,000円～330,000円（手当などを含
む）、交通費支給（月額上限20,000円）
※①一時金あり、②賞与・社会保険の適
用あり。

同園☎70-1192へ　
みたか小鳥の森保育園　職員
◆職種	 ①～⑥保育補助・雑務、⑦看
護師（いずれもパートタイマー）
◆資格	 ①～⑥保育士（④は無資格者も
可）、⑦看護師
◆勤務時間	 月～金曜日（①午前7時～
11時30分、②午前7時30分 ～ 午後1時、
③午後1時30分～7時、④午後3時～7時）、
土曜日（⑤午前7時～11時、⑥午後2時～
6時）、⑦月～金曜日（実働7時間。応相談）
◆勤務場所	 ①～④⑦みたか小鳥の森
保育園分園（4月1日開園）、⑤⑥みたか
小鳥の森保育園
◆報酬（時給）		 ①～⑥1,100円～1,300
円（経験による。無資格者＝1,000円）、
⑦1,600円

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を 同園（井 の 頭5-22-8）☎45-4558へ

（面接あり）

◆報酬	 時給970円、交通費支給
◆試験	 2月21日㈬午前9時30分から
面接

1月31日㈬～2月14日㈬に同協議会へ
※2月16日㈮午前10時から福祉センター
で説明会を実施します（履歴書〈写真貼
付〉持参）。

同協議会☎46-1203
（社福）東京弘済園 
高齢者住宅生活援助員
◆職務内容	 市内の高齢者住宅入居者
の生活相談、支援、安否確認、緊急時
対応、交流促進など
◆資格	 以下のすべてに該当する方。
①申込時に市内に居住、②おおむね55
歳以下で高齢者住宅内の生活援助員居
室（3DK）に家族で住み込める（単身者不
可）、③世帯の所得の合計が所得基準の
範囲内、④自ら居住するための住宅を必
要としている（自家所有者などは不可）
※所得基準はお問い合わせください。
◆勤務期間	 平成32年3月まで
◆報酬	 月額85,000円～100,000円程
度、住宅使用料支給

高齢者支援課☎内線2627へ
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①介護職（契約職員）、②介護
職（契約職員・デイケア専任）、③ホー
ムヘルパー（登録職員）、④⑤保育職、
⑥用務員（④～⑥パートタイマー）
※①正職員への登用あり。
◆資格	 ①～③介護福祉士、介護職員
初任者研修または実務者研修修了者、
④⑤保育士（無資格者は応相談）
◆勤務時間	 ①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）、
②月～金曜日午前8時30分～午後5時15
分（勤務日は応相談）、③時間・曜日は応
相談（研修期間あり）、④火～金曜日午後
5時～6時、土曜日午後4時～6時30分、
⑤月～金曜日午後4時45分～7時45分、
⑥月～金曜日午後1時30分～7時30分
◆勤務場所	 ①②老人保健施設はなか
いどう、③市内・周辺の高齢者宅（地域
は応相談）、④三鷹南浦西保育園、⑤三
鷹赤とんぼ保育園、⑥三鷹西野保育園
◆報酬	 ①月額240,000円（介護福祉士
以外は230,000円）、②月額185,000
円～240,000円（資格の有無・勤務日数
による）、③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）、④⑤時給1,080
円～1,463円（資格の有無・時間帯によ
る）、⑥時給970円～1,213円（時間帯
による）
※①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）。
※②賞与あり（昨年度実績168,000円～

『断崖の錯覚』

　朗読は、フリーアナウンサーで朗読家の原きよさん
（写真）。

2月16日㈮午後6時〜6時50分　 25人
同サロン
2月6日㈫（必着）までに往復はがきで必要事項（15面

参照）・参加者氏名（2人まで）を「〒181-0013下連雀
3-16-14グランジャルダン三鷹1階 太宰治文学サロン」
へ（1人1通。申込多数の場合は抽選）

太宰治文学サロン☎26-9150
第94回 太宰治作品朗読会
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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。

※はがき・ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


