
多様な働き方セミナー	
「自分自身の働き方を見つけよう！」

2月15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24人
市民協働センター
わくわくサポート三鷹相談員で産業

カウンセラーの野元秀明さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
 2月9日㈮までに必要事項（11面参

照）をわくわくサポート三鷹☎45-8645・
45-8646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」

2月23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

2月21日㈬までに必要事項（11面参
照）をわくわくサポート三鷹☎45-8645・

45-8646へ（先着制）
面接で役立つ！好感度が上がる
話し方セミナー	

2月28日㈬午前10時～正午
おおむね54歳以下の方30人、保育

（1歳～未就学児）8人
市民協働センター
WACHIKA代表で話し方コンサルタ

ントの阿隅和美さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
2月5日㈪ か ら 必要事項（11面参

照）・保育希望者はお子さんの年齢を生
活経済課☎内線2543・ 46-4749・

keizai@city.mitaka.tokyo.jpへ（先
着制）

就職支援セミナー5日間（3月）
東京労働局、ハローワーク三鷹
①就職活動準備と自己理解・職業理

解＝5日㈪、②履歴書・職務経歴書の書
き方＝6日㈫、③面接対策＝7日㈬、④
書類選考対策（個別カウンセリング）＝8
日㈭、⑤面接対策（ロールプレーイング）
＝12日㈪、いずれも午後1時30分～3
時30分（④は午前10時～午後2時）

①～③50人、④16人、⑤20人
三鷹産業プラザ
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
平日午前9時～午後5時に必要事項

（11面参照）・性別・利用ハローワーク・
求職番号・支給番号を申し込み予約セ
ンター☎03-5913-6910へ（先着制）

ハローワーク三鷹☎47-8617
東多世代交流センター保育室　	
保育者
◆職務内容 満1歳～就学前のお子さ
んの保育
◆資格 保育士、子育て支援員（無資
格者も可）
◆勤務期間 4月～平成31年3月（おお
むね3カ月ごとに更新）
◆勤務時間 週1・2日午前9時30分～
午後0時30分（変則勤務日あり）
◆報酬（時給）　保育士＝1,140円、子育
て支援員＝1,090円、無資格者＝1,070
円

2月19日㈪～23日㈮午前9時30分～
午後5時に履歴書（写真貼付）、あれば
資格証の写しを本人が同センターへ（後
日面接あり）

同センター☎44-2150
教育委員会　学校嘱託員　
◆職種　介助員（5人程度）
◆職務内容　固定制の教育支援学級で
の障がいのある児童・生徒の介助業務
◆勤務期間　4月～平成31年3月（長期
休業期間を除く。更新の場合あり）
◆勤務時間　月～金曜日おおむね午前

8時～午後4時（実働週30時間）
◆勤務場所　市立小・中学校教育支援
学級
◆報酬　時給1,337円（29年4月実績）、
交通費支給（日額上限1,000円、月額上
限20,000円）
※年次有給休暇、社会保険の適用あり。

2月19日㈪（必着）までに履歴書（写真
貼付）・小論文「介助員として心がけたい
こと」（800字程度）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（書類選考後
に面接）

同課☎内線3242
（社福）三鷹市社会福祉協議会　	
職員
◆職種 権利擁護センターみたか嘱託
職員（1人）
◆資格 昭和28年4月2日以降生まれ
の社会福祉士でパソコンの基本操作が
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 月～金曜日午前9時～午
後4時
◆勤務場所 福祉センター
◆報酬（月額）　192,000円、交通費支
給（上限20,000円）
※年次有給休暇、社会保険などの適用
あり。
◆試験　書類選考合格者は2月24日㈯
午前9時から作文を提出のうえ面接

2月5日㈪～19日㈪（祝日を除く）に
履歴書（写真貼付）・資格証の写しを同
協議会へ

同協議会☎46-1108
学童保育所　職員
◆職種 ①臨時職員、②土曜日嘱託職員
◆資格 保育士または教育職員免許（①
は無資格者も可）
◆勤務期間 平成31年3月31日まで（更
新の場合あり）
◆勤務時間 ①午後1時～7時（応相談）、

②午前8時～午後7時
◆勤務場所 市内23カ所の学童保育所
◆報酬（時給）　①有資格者＝1,140円、
無資格者＝1,070円，②1,425円、交
通費支給

電話連絡のうえ2月5日㈪～16日㈮
（日曜日、祝日を除く。10日㈯は正午ま
で）に履歴書（写真貼付）・資格証の写し
を三鷹市社会福祉協議会へ（面接あり）

同協議会☎46-1192
（社福）三鷹市社会福祉事業団			
職員
◆職種　調理員（契約職員）
◆資格　栄養士または調理師免許
◆勤務時間　火～土曜日午前8時30分
～午後5時
◆勤務場所　三鷹南浦西保育園
◆報酬　月額195,000円
※賞与あり（今年度実績130,000円。採
用1年目は異なる）。
◆採用予定日　4月1日

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

「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市社会
福祉事業団」・☎24-8881へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
第二小羊チャイルドセンター　
職員
◆職種　保育士（正職員）
◆資格　保育士（取得見込みも可）
◆勤務時間 月～金曜日午前8時30分
～午後5時（交代制、土曜日の勤務あり。
試用期間あり）
◆報酬 月額230,862円、交通費支給
※昇給・賞与（年2回、約4カ月分、採
用1年目は異なる）、社会保険の適用あ
り。住宅借り上げ支援制度あり（月額
82,000円まで）。

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

CINEMA	SPECIAL　三回忌・原節子
芸術文化センター　星のホール　全席指定　
2月17日㈯　各回2本立て／昼夜入替制
昼の部	午前11時／夜の部	午後4時上映開始
チケット発売中
各回　会員＝900円　一般＝1,000円　学生＝800円
『女であること』（東京映画／1958年／100分／白黒／35㎜）
監督：川島雄三　出演：原節子、森雅之、
久我美子 ほか
　鬼才・川島雄三監督作品に原節子が唯
一出演した、川端康成原作の佳作。
『智恵子抄』（東宝／1957年／98分／白黒
／35㎜）
監督：熊谷久虎　出演：原節子、山村聡、
柳永二郎 ほか
　高村光太郎の詩集を原作に、原節子が「智恵子」の生涯を一心に演じ切
る会心の一作。
※この映画シリーズは毎月1回、3月まで続きます。
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遊亭兼好　二人会
芸術文化センター　星のホール　全席指定
4月15日㈰　午後2時開演　
チケット発売日
会員＝2月3日　一般＝2月7日㈬
会員＝2,700円　一般＝3,000円　
学生＝2,000円　高校生以下＝1,000円
※発売初日の購入は1回につき4枚まで。
　今、まさに乗りに乗る実力派の二人が、今年も三鷹で競演です。
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之丞　二人会
芸術文化センター　星のホール　全席指定
5月13日㈰　午後2時開演　
チケット発売日
会員＝2月3日　一般＝2月7日㈬
会員＝2,250円　一般＝2,500円　
学生＝1,500円　高校生以下＝1,000円
※発売初日の購入は1回につき4枚まで。
　桂宮治（落語）と神田松之丞（講談）、若き精鋭による持ち味全開の二人会です。

チケットインフォメーション

『女であること』
©1958東宝株式会社

三遊亭兼好

神田松之丞

桃月庵白酒

桂宮治

友の会『マークル』会員募集中！　年会費／2,000円　会員特典／チケットの優先予約・割引（1公演2枚まで）・ポイントサービス、情報誌の送付、チケットの無料送付（口座会員のみ）、芸術文化センター・三鷹市公会堂レストランでの飲食代金10％オフなど。

●窓口販売 10:00～19:00 
月曜日休館（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）
芸術文化センター／三鷹市公会堂さんさん館／美術ギャラリー
※学生券をお求めの方は、公演当日身分証明書をお持ちください。 
※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。

料金500円、対象は1歳～未就学
児、定員10人（公演の2週間前までに申
し込む） 
※特に記載のない場合は、公演事業は

未就学児の入場をお断りしています。

●インターネット予約（要事前登録）
パソコン  https://mitaka-art.jp/ticket
携帯電話  https://mitaka-art.jp/ticket-m 
 （座席自動採番）

●電話予約　
芸術文化センター  
☎47-5122	
	10:00～19:00

財団主催の公演チケットまたはチケット半券で、三鷹駅周辺などの「チケットパートナーショップ」協力店でさまざまなサービスが受けられます（サービス有効期間は公演日から7日間）。

同財団　☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/

チケット
お求め方法
発売初日は電
話とインター
ネットで受け
付けし、窓口
販売は翌日か
らです。
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