
同センター
同センター☎48-6721・ http://

mitaka-sc.or.jp/sc_kaiinnaru.htmlへ
市民農園の利用者（追加募集）
◆募集農園・区画	 大沢市民農園（大沢
2-11）1区画（25㎡）
◆利用期間	 4月1日～平成32年1月31日
◆年間利用料		 18,000円

市民
3月26日㈪（必着）までに必要事項（7

面参照）・本人確認書類の写し・結果
通知用はがき（返送先明記）を「〒181-
0012上連雀8-3-10NPO法人花と緑の
まち三鷹創造協会」へ（ほかの市民農園
利用者は申込不可。申込多数の場合は3
月28日㈬午前10時から抽選）
※抽選の立ち会い希望者は3月26日ま
でに同法人☎46-2081へ。

同法人☎46-2081
①三鷹野菜づくり体験 
②三鷹の野菜収穫体験

㈱三鷹ファーム
①4月下旬～平成31年1月末、②6～

12月
※①日曜日または水曜日午前9時30分～
正午はサポートあり。

①10区画（1区画30㎡程度）、②15グ
ループ程度

㈱三鷹ファーム管理農園（北野4-8）
①40,000円（市民35,000円）、

②18,000円
3月30日㈮までに必要事項（7面参

照）を三鷹ファーム（㈱まちづくり三鷹
内）☎40-9669・ info@mitakafarm.
mall.mitaka.ne.jpへ（先着制）

多様な働き方セミナー 
「多様な働き方とライフキャリア」

4月12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

28人
市民協働センター
わくわくサポート三鷹相談員でキャ

リアコンサルタントの鈴木茂さん
雇用保険受給者は雇用保険受給資格

者証、筆記用具
4月9日㈪までに必要事項（7面参照）

をわくわくサポート三鷹☎45-8645・
45-8646へ（先着制）

（公財）三鷹市スポーツと文化財団 
特別雇用職員
◆職種	 一般事務（1人）
※正職員へ登用の場合あり。
◆資格	 大卒程度の学力と普通自動車
運転免許を有する方
◆勤務期間	 6月1日～平成31年5月31日
◆勤務時間	 週5日午前8時30分 ～ 午
後10時（実働7時間45分の交代制）
◆勤務場所	 同財団の管理する施設
◆報酬	 月額210,105円（地域手当を含
む）、交通費支給
※社会保険の適用あり。

3月25日㈰（消印有効）までに申込書
（同財団ホームページ http://mitaka-
sportsandculture.or.jp/から入手）を特
定記録郵便で「〒181-0012上連雀6-12-
14三鷹市芸術文化センター」へ 

同センター☎47-9100
高齢者支援課　嘱託員
◆職種	 介護支援専門員（2人）
◆職務内容	 給付適正化に伴う事業者
指導、介護保険事業者への実地指導など
◆資格	 介護支援専門員
◆勤務期間	 5月1日～平成31年3月31日

（更新の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日のうち週4日午
前8時30分～午後5時（実働週30時間）
◆勤務場所	 市役所
◆報酬（月額）		204,200円（29年4月実
績）、交通費支給（上限20,000円）
※社会保険の適用あり。
◆試験	 4月10日㈫・11日㈬のうち指
定する日時

4月6日㈮（消印有効）までに履歴書（写
真貼付、日中連絡できる電話番号を記
載）・資格証の写し・作文「応募の動機」

（400字詰め原稿用紙１枚に手書き）を直
接または特定記録郵便で「〒181-8555
高齢者支援課」（市役所1階11番窓口）へ

同課☎内線2684
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①総合職（正職員）、②～④保育
職、⑤調理補助（②～⑤パートタイマー）
◆資格	 ①昭和58年4月2日以降生まれ
で、普通自動車運転免許を有し、パソコ
ン操作（ワード・エクセル）ができる方、
簿記資格があればなお可、②～④保育士、
⑤栄養士または調理師免許（②～⑤無資

格者は応相談）
◆勤務時間	 ①月～金曜日午前8時30分 
～午後5時15分（配属先により土曜日勤務 
あり）、②月～金曜日午後4時30分～7時
30分、土曜日午前7時～正午または午後
5時～7時30分、③月～金曜日午前8時～ 
10時15分または午後4時45分～7時45分、 
④月～金曜日午前8時30分～正午（9月
まで）、⑤月～金曜日午前9時～午後1時
30分
◆勤務場所	 ①当事業団が運営する施
設など、②三鷹駅前保育園、③三鷹赤
とんぼ保育園、④三鷹南浦西保育園、
⑤三鷹西野保育園
◆報酬	 ①月額172,816円～218,960
円（経験などによる）、②～④時給1,080
円～1,463円（資格の有無・時間帯によ
る）、⑤時給1,050円～1,140円（資格の
有無による）
※①賞与あり（平成29年度実績4.5カ月。 
採用1年目は異なる）。
◆採用予定日		 ①6月1日、②～⑤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「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市社会
福祉事業団」・☎44-5211、②「〒181-0013
下連雀3-30-12三鷹駅前保育園」・☎79-
5441、③「〒181-0002牟礼3-9-3三鷹赤と
んぼ保育園」・☎40-0600、④「〒181-0013
下連雀7-2-1三鷹南浦西保育園」・☎40-
7551、⑤「〒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。
平成30年度国税専門官
◆資格	 ①昭和63年4月2日～平成9年4
月1日生まれの方、②9年4月2日以降生
まれの大卒者および31年3月までに大学
卒業見込みの方、または人事院が同等の
資格があると認める方
◆試験	 1次＝6月10日㈰、2次＝7月
11日㈬～19日㈭のうち指定された日時

3月30日㈮午前9時～4月11日㈬に国
家公務員採用試験インターネット申込
専用ホームページ http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.htmlへ

武蔵野税務署☎53-1311

総合オンブズマン相談（4月）
中村一郎さん（弁護士）＝5・12・26

日、片桐朝美さん（杏林大学准教授）＝
19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

弁護士による無料電話相談会 
「遺言・相続110番」
◆第一東京弁護士会遺言センター
☎03-3595-1154

3月22日㈭午前10時～午後3時
同センター☎03-3595-1154、市相

談・情報課☎内線2215
東京都多摩地域事業引継ぎ支援
センターをご利用ください
　職員や専門家が、後継者不足などで
事業の存続に悩みを抱える事業者の相
談に無料で応じます。

同センター☎042-595-9510へ

平成29年度第2回三鷹市環境保全 
審議会の傍聴

3月23日㈮午後3時30分～5時30分
10人
三鷹市公会堂さんさん館
当日会場へ（先着制）
環境政策課☎内線2523

第221回東京都都市計画審議会の 
傍聴

5月17日㈭午後1時30分から
15人
都庁内会議室
4月20日㈮（消印有効）までに往復はが

きで必要事項（7面参照）を「〒163-8001
東京都都市整備局都市計画課」へ（1人1
通。申込多数の場合は抽選）

同課☎03-5388-3225

※「市からのお知らせ」は7面からご覧ください。

太宰治作品をモチーフにした演劇公演　第14回
CHAiroiPLIN『ERROR』踊る小説4
原作／太宰治『人間失格』『失敗園』より
芸術文化センター　星のホール　
全席自由（日時指定・整理番号付き）
4月21日㈯～30日（月・休）　全11公演　
チケット発売中
会員＝前売2,600円・当日2,900円　一般＝前売3,000円・当日3,300円
学生＝2,000円（前売・当日とも）　高校生以下＝1,000円（前売・当日とも）
［振付・構成・演出］スズキ拓朗
　あふれるほどの想像力で、太宰治の小説『人間失格』＆『失敗園』にダンスで挑みます！

レ・ヴァン・フランセ
芸術文化センター　風のホール　全席指定
4月21日㈯　午後3時開演　
チケット発売中
会員＝S席5,850円・A席4,950円　
一般＝S席6,500円・A席5,500円　
U-23（23歳以下／A席限定）＝4,000円
［出演］エマニュエル・パユ（フルート）、フランソワ・ルルー
（オーボエ）、ポール・メイエ（クラリネット）、ラドヴァン・ヴラトコヴィチ（ホルン）、ジ
ルベール・オダン（バソン）、エリック・ル・サージュ（ピアノ）
［曲目］クルークハルト：五重奏曲 op.79、ミヨー：フルート、オーボエ、クラリネット
とピアノのためのソナタ op.47、プーランク：六重奏曲、ドボルザーク：六重奏曲（原
曲／ピアノ五重奏曲第2番 イ長調 op.81）

©wildundleise. de Georg Thum
『三文オペラ』©福井理文

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。

　

4月 21㈯ 22㈰ 23㈪ 24㈫ 25㈬ 26㈭ 27㈮ 28㈯ 29㈷ 30㉁
★は
各300円引き。

14：00 ★ 休館日 ★ ● ● ●
19：30 ★ ● ● ● ● ●
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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。


