
地域福祉ファシリテーター養成講座
ルーテル学院大学、三鷹市・武蔵野市・

小金井市と各市の社会福祉協議会
7月7日㈯～平成31年1月19日㈯午後

1時10分～4時20分（全7回とグループ学
習8日程度）

在勤を含む市民でボランティア活動・
市民活動などをしている方、またはこれ
から始めたい方15人

同大学（大沢3-10-20）
6月22日㈮（必着）までに必要事項（11

面参照）・福祉活動経験の有無（経験者
は活動内容）・受講動機（200字以内）・
在勤者は勤務先名と所在地を「〒181-
0012上連雀8-3-10みたかボランティ
アセンター」・ 76-1273・ chiiki@
mitakashakyo.or.jp・ http://www.
mitakashakyo.or.jp/へ（申込多数の場
合は抽選）

同センター☎76-1271

都営住宅の入居者（地元募集）
◆募集内容	 市内にある3人以上世帯向
け1戸
◆資格	 申込者が市内に居住、同居親族 
がいる、世帯の所得金額が基準額の範囲
内、住宅に困っている、申込者・同居親族 
が暴力団員でない
◆申込書・募集案内	 5月21日㈪～29日 
㈫に都市計画課（市役所5階52番窓口）、
市政窓口で配布

5月31日㈭（必着）までに申込書を「〒 
181-8555都市計画課」へ（郵送のみ）

同課☎内線2813
NPO法人みたかハンディキャブの
運転ボランティア説明会

5月27日㈰午前10時～11時
第一種普通免許を持つ26～73歳で運

転歴2年以上の方
※国土交通大臣認定の福祉有償運送運転
者講習の受講が必要です。6月23日㈯・
24日㈰開催予定の講習会を利用できます。

上連雀分庁舎
同事務局☎41-0185・ 41-0274・ 

mcab3@jcom.zaq.ne.jp・ http://
www.mcab.jp/へ
三鷹市シルバー人材センター 
入会説明会

6月6・20日の水曜日午前10時～正午
健康で働く意欲のあるおおむね60歳

以上の市民
同センター

同センター☎48-6721・ http://
mitaka-sc.or.jp/sc_kaiinnaru.htmlへ

多様な働き方セミナー
6月7日㈭午後1時30分～3時30分
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所長の霧島誠

さん
雇用保険受給者は雇用保険受給資格

者証、筆記用具
6月4日㈪までに必要事項（11面参 

照）をわくわくサポート三鷹☎45-86 
45・ 45-8646へ（先着制）
市立保育園の臨時職員の登録
　登録の有効期間は2年間です。登録後、
仕事をお願いする場合はご連絡します。
◆職種	 ①保育助手（無資格者も可）、②
保育助手（支援員）、③給食助手、④事務
◆勤務時間	 午前7時30分～午後7時30
分（下連雀保育園は8時30分まで）
※各園の開園時間内で応相談。
◆報酬（時給）	 ①1,140円（無資格者は1,0 
70円）、 ②1,090円、 ③1,050円、 ④
970円、交通費支給（日額上限864円）
※時間帯により割り増しあり。

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「〒181-8555職
員課」（市役所3階）へ

子ども育成課☎内線2736
教育委員会　学校嘱託員
◆職種	 介助員（若干名）
◆職務内容	 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	 6月15日～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	 週30時間おおむね午前8時
～午後4時
◆勤務場所	 高山小
◆報酬	 時給1,353円、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。

5月29日㈫（必着）までに履歴書（写真
貼付）・小論文「介助員として心掛けたい
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（書類選考合
格者は6月5日㈫に面接）

同課☎内線3242
㈱まちづくり三鷹　社員（各1人）
◆職種	 ①契約社員、②臨時社員
◆職務内容	 ①就労支援講座の運営受
付、一般事務など、②施設管理・運営業
務補助（軽作業・一般事務補助。電話・
窓口対応を含む）
◆資格	 ワード、エクセル中級程度、普 

通自動車運転免許を有し、①は「東京都
人材確保・育成支援事業」によりかつて
従事した経験のない方で、本雇用期間終
了後に都内での再就職を希望する方
◆勤務期間	 ①6月15日～平成31年3月
31日、②7月1日～31年3月31日（更新の
場合あり）
◆勤務時間	 ①月～金曜日午前8時30分
～午後5時30分（実働週40時間）、②金～
火曜日のうち4または5日午前8時30分～
午後5時30分（日数は応相談）
◆勤務場所	 三鷹産業プラザ
◆報酬	 ①月額226,000円 、交通費支給 

（月額上限20,000円）、②時給970円、交 
通費支給（日額上限864円）

5月30日㈬午後5時（必着）までに履歴書
（写真貼付、電子メールアドレスを記入）・ 
個人情報の取り扱いについての同意書を
直接または郵送で「〒181-8525㈱まち
づくり三鷹」へ（応募種別を記載）
※面接による選考を行います。
※詳しくは同社ホームページ https: 
//www.mitaka.ne.jp/をご覧ください。

同社☎40-9669
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①ホームヘルパー（登録職員）、
②③保育職、④用務員(②～④パートタイ 
マー)
◆資格	 ①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、②③
保育士(無資格者は応相談)
◆勤務時間	 ①時間・曜日は応相談(研
修期間あり)、②月～金曜日午後4時30
分～7時30分、月曜日午後5時～8時30
分、土曜日午後5時～7時30分、③月～
金曜日午前7時30分～9時、午後3時45
分～7時30分、土曜日午前9時～午後4
時のうち3～5時間程度、午後4時15分
～6時45分、④土曜日午前10時30分～
午後4時30分
◆勤務場所	 ①市内および周辺の高齢
者宅など（地域は応相談）、②三鷹駅前
保育園、③④三鷹赤とんぼ保育園
◆報酬(時給)		 ①身体介護1,550円～・
生活援助および介護予防1,300円～(資
格による。土日祝・早朝夜間は時給400

円割り増し)、②③1,080円～1,463円(資
格の有無・時間帯による)、④970円
※①勤務実績に応じて昇給、報奨金あり。
◆採用予定日	 随時

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、③④「〒181-0002牟礼3-9-3三鷹
赤とんぼ保育園」・☎40-0600へ
※詳しくは同事業団ホームページ http: 
//www.mitaka.or.jp/へ。
あかね保育園　職員
◆職種	 ①保育士（正職員1人）、②給食
調理（パートタイマー）
◆資格	 ①保育士
◆勤務時間	 月～土曜日のうち①週5日
午前7時～午後7時（実働7.5時間の交代
制）、②週2日以上午後0時30分～4時30 
分（応相談）
◆報酬	 ①大卒＝月額238,000円、短
大卒＝月額223,000円、②時給1,000円、
いずれも交通費支給
※①昇給・賞与、各種手当、社会保険、
宿舎借り上げ制度あり。
◆採用予定日	 ①平成31年4月1日

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・
資格証の写しを同園☎49-2671へ（①は
面接・実技試験あり）

総合オンブズマン相談（6月）
中村一郎さん（弁護士）＝7・28日、片

桐朝美さん（杏林大学准教授）＝14・21
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

「人権擁護委員の日」特設相談所
　いじめや暴力、差別など人権問題に関
する相談に応じます。

5月29日㈫午後1時～4時（3時まで受

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ

受診の際は、必ず健康保険証をお持ちください。
①休日診療所（内科・小児科）
　�午前10時〜11時45分、午後1時〜4時30分、午後6時〜9時30分
②�小児初期救急平日準夜間診療所（こども救急みたか）
　午後7時30分〜10時30分（受付は10時まで）
③休日歯科応急診療所
　三鷹市総合保健センター（新川6-37-1）
　☎46-3234（当日電話連絡のうえ、来所）
　午前10時〜午後0時15分、午後1時30分〜4時
※�6月10日㈰は元気創造プラザ全館停電に伴い�
休診となります。当日診療をご希望の方は⑤の�
医療機関案内をご確認ください。
④休日調剤薬局
　三鷹市医薬品管理センター（上連雀7-4-8）　☎49-7766
　午前10時〜午後4時30分、午後6時〜9時30分
⑤医療機関案内（24時間）
　◆三鷹消防署　☎47-0119
　◆東京消防庁救急相談センター　短縮ダイヤル#7119（プッシュ回線のみ）
　　☎042-521-2323（多摩地区）　☎03-3212-2323（23区）
　◆東京都保健医療機関案内サービス（ひまわり）　☎03-5272-0303
　　 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
⑥市内救急指定病院
　◆杏林大学医学部付属病院（新川6-20-2）　☎47-5511
　◆野村病院（下連雀8-3-6）　☎47-4848
　◆三鷹中央病院（上連雀5-23-10）　☎44-6161

健康推進課☎内線4202

①③④の受付は、日曜日・
祝日・年末年始です。

①②はいずれも
三鷹市医師会館（野崎1-7-23）

☎24 - 8199
ハイキュウキュウ

天文・科学情報スペース☎26-9951

　現在開催中の企画展に合わせて、宇宙に地球外生物の存在を確認するため多
方面からアプローチして探究する、アストロバイオロジーの研究内容を紹介し
ます。

6月3日㈰午後3時～4時　 30人
同スペース（下連雀3-28-20三鷹中央ビル1階）
5月20日㈰午前11時から必要事項（11面参照）を同スペース tenmon@

mitaka.ne.jpへ(先着制)

◆企画展開催中「アストロバイオロジーセンターからの挑戦状2018」
　謎解きゲームをしながら、地球外生物の可能性について考えてみましょう。

7月1日㈰までの午前11時～午後6時30分（月・火曜日は休館）

アストロバイオロジー謎解きチャレンジ　コラボ講演会
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