
貼付）・教育職員免許の写し・小論文「私
がつくる『子どもにとって魅力ある授業』」
（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
市立図書館　臨時職員
◆職務内容	 カウンター業務の補助
◆資格	 昭和32年4月2日以降生まれで、
土・日曜日、祝日の勤務が可能な方
◆勤務期間	 4～9月
◆勤務時間	 休館日を除く週1～4日午
前8時30分～午後8時（実働6.5時間以内）
◆報酬（時給）	 平日＝970円、土・日
曜日、祝日＝1,125円、交通費支給（日
額上限864円）
2月28日㈬（必着）までに履歴書（写真

貼付）を「〒181-0012上連雀8-3-3三鷹図
書館（本館）」へ
同館☎内線3355
三鷹市体育協会　嘱託員（1人）
◆職務内容	 受付・窓口対応、経理を
含む一般事務
◆資格	 昭和33年4月2日以降生まれで、
パソコン操作（ワード・エクセル）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	 火～土曜日午前10時～午
後5時（実働週30時間。日・月曜日、祝日、
夜間の勤務あり）
◆勤務場所	 SUBARU総合スポーツセ
ンター
◆報酬	 月額175,900円
※くわしくは募集要項（同協会ホーム
ページ http://www.mitaka-taikyo.
com/で入手）をご覧ください。
2月28日㈬（必着）までに履歴書（写真

貼付、最近3カ月以内に撮影したもの）・
小論文「スポーツと健康」（800字以内）
を直接または郵送で「〒181-0004新川
6-37-1三鷹市体育協会」へ（日・月曜日
を除く午前9時30分～午後6時）
同協会☎43-2500
㈱まちづくり三鷹　臨時社員（1人）
◆職務内容	 天文・科学情報スペース
（下連雀3-28-20三鷹中央ビル1階）での
接客など
◆資格	 パソコン操作（初～中級程度）

ができる方	
◆勤務期間	 4月1日～9月30日（更新の
場合あり）
◆勤務時間	 水～日曜日のうち週3日午
後1時15分～6時45分（応相談。午前9
時45分～午後6時45分〈実働8時間〉の
勤務の場合もあり）
◆報酬	 時給970円、交通費支給（日額
上限864円）
2月28日㈬午後5時（必着）までに履歴

書（写真貼付）、メールアドレス、個人情
報の取り扱いについての同意書（同社ホー
ムページ https://www.mitaka.ne.jp/
から入手）を直接または郵送で「〒181-
8525㈱まちづくり三鷹」へ
同社☎40-9669

（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保育職、
④⑤用務員（③～⑤パートタイマー）
※①正職員への登用あり。
◆資格	 ①②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、③
保育士（無資格者は応相談）
◆勤務時間	 ①早番、日勤、遅番、夜
勤の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月～金曜日午後4時45分～7時
45分、④月～金曜日午後1時30分～7時
30分、⑤月～金曜日午前9時～午後1時
◆勤務場所	 ①②老人保健施設はなか
いどう、③三鷹赤とんぼ保育園、④三
鷹西野保育園、⑤三鷹駅前保育園
◆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時給1,170円～1,463円（時
間帯による）、④⑤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～
210,000円程度。採用1年目は異なる）。
◆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
①②「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市社
会福祉事業団」・☎44-5211、③「〒181-

0002牟礼3-9-3三鷹赤とんぼ保育園」・
☎40-0600、④「〒181-0016深大寺3-3-
10三鷹西野保育園」・☎39-7030、⑤
「〒181-0013下連雀3-30-12三鷹駅前保
育園」・☎79-5441へ
※くわしくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
牟礼の森トキ保育園	 職員
◆職種	 ①保育士（正職員）、②保育士、
③調理補助（②③パートタイマー）
◆資格	 保育士（②③は無資格者も可）
◆勤務時間	 ①月～金曜日午前7時15分
～午後7時30分（実働8時間、土曜日の勤
務あり）、②1日2時間から応相談、③午前
7時30分～午後0時30分、または1時30	
分～5時30分のうち4時間から（応相談）
◆報酬	 ①月額195,000円～、交通費支
給、②③有資格者＝時給1,010円、無資

格者＝時給960円
※賞与、宿舎借り上げ支援制度あり（応
相談）。

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）
を同園（牟礼4-2-23）・☎24-9233へ

総合オンブズマン相談（3月）
中村一郎さん（弁護士）＝1・22日、

片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝8・
15・29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

市内の空間放射線量測定結果

　平成23年7月5日から定点�
観測地点（6カ所）と市内公共�
施設などで、地上5㎝・1ｍ�
地点での空間放射線量を引�
き続き計測しています。
　くわしい測定結果は市�
ホームページのトップページ「東日本大震災関連情報」から、または三鷹市公式�
ツイッター http://twitter.com/mitaka_tokyo/からご覧ください。
環境政策課☎内線2524

施設数
（定点観測地点を含む）

測定結果（地上1m)
最小値 最大値

33施設 0.04 0.09
※�一般的には、毎時0.24マイクロシーベルト以下がひとつの�
目安とされています。

30年1月11日～2月12日� （毎時マイクロシーベルト）

※�「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満であることを示します。くわしくは、市
ホームページの各検査結果をご覧ください。

※単位は「Bq（ベクレル）/kg」〈そのほかの市内放射性物質測定結果〉

採取日 場　所 対象 放射性
ヨウ素131

放射性
セシウム134

放射性
セシウム137

�1�月�9�日 東部水再生センター 脱水汚泥 16.8 不検出 不検出

�1�月�10日 クリーンプラザふじみ
主灰 ― 不検出 不検出
飛灰 ― 不検出 44

※�クリーンプラザふじみから焼却灰を搬出している最終処分場の受入基準は8,000Bq（ベクレル）
/kgです。また、同施設では、放射性ヨウ素131は、放射性物質汚染対処特別措置法の規定の
対象外であるため、測定していません。

東部水再生センター☎03-3309-1447、クリーンプラザふじみ☎042-482-5497
◆市立小・中学校給食の放射性物質（放射性セシウム134・137）検査結果
　29年12月5日～12日に市立小・中学校9校（※）で提供している給食を検体と
して採取し測定した結果、すべての給食で不検出でした。
※そのほかの13校は、同年6・7月に検査を実施し、放射性物質は不検出でした。
学務課☎内線3238

※「市からのお知らせ」は7面からご覧ください。

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）。

チケットインフォメーション 同財団　☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/

チケット
お求め方法

●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

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。

●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。

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。

　
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
3月10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
『娘・妻・母』
（東宝／1960年／122分／カラー／35㎜）
監督：成瀬巳喜男　
出演：原節子、高峰秀子、三益愛子 ほか
『秋日和』
（松竹／1960年／128分／ 
カラー／35㎜）
監督：小津安二郎
出演：原節子、司葉子、
岡田茉莉子 ほか

『秋日和』©1960松竹株式会社

風のホールでピアノを弾こう！	
「ベーゼンドルファー編」

3月22日㈭・23日㈮①午前10時から、②11時から、③午
後1時から、④2時から、⑤3時から、⑥4時から（各回1時間）

1区分2,000円（追加1人につき500円）
2月27日㈫（必着）までに往復はがきまたはファクスで必要

事項（7面参照）・希望日と時間帯（第3希望まで）・利用人数（5
人まで）を「〒181-0012上連雀6-12-14三鷹市芸術文化セン
ター」・ 47-6700へ（申込多数の場合は抽選。結果は3月6
日㈫までに通知）
※小学生以下は保護者同伴。
※ ピアノの練習、リハーサルとし

てご利用ください。利用条件や
貸出備品などに制限があります
ので、くわしくは同財団ホーム
ページをご覧のうえ、お申し込
みください。

みたかジュニア・オーケストラ（MJO）
第18回演奏会
芸術文化センター　風のホール　全席指定
3月18日㈰　午後2時開演　
チケット発売中
会員＝800円　一般＝1,000円　
市内の小学生～高校生＝500円（電話予約のみ）　
小学生～高校生＝800円　未就学児（4歳以上）＝無料
※ 3歳以下のお子さんのご入場は

ご遠慮ください。
［出演］内藤佳有（指揮）、力武理子 
（トランペット独奏）、みたかジュ
ニア・オーケストラ（管弦楽）
［曲目］
イベール：モーツァルトへのオマージュ
フンメル：トランペット協奏曲 変ホ長調S49
ハイドン：交響曲第101番 ニ長調「時計」Hob.I:101
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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7面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


