
記資格があればなお可)、②40歳未満で、
普通自動車運転免許を有する社会福祉
士または介護支援専門員、③60歳未満
で、理学療法士または作業療法士免許を
有し、実務経験3年以上の方、④⑤保育
士(無資格者は応相談)
◆勤務時間	 ①〜③月〜金曜日午前8時
30分〜午後5時15分(①②は配属先によ
り早番、遅番、土曜日の勤務あり)、④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、⑤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10時〜午後4時、午後4時15分〜6
時45分
◆勤務場所	 ①②同事業団が運営する
施設など、③老人保健施設はなかいどう、
④三鷹駅前保育園、⑤三鷹赤とんぼ保
育園
◆報酬	 ①②月額172,816円〜218,960
円(経験などによる)、③月額262,752円
〜280,000円(経験などによる)、④⑤時

催し
招待作家による 第6回「太宰はお
好きですか」展

しろがねGallery 6月24日㈰ま
での午前11時〜午後7時（24日は5時
まで） 同画廊 期間中会場へ
同画廊☎43-3777（木曜日休み）

アリスみたか定例会
三鷹市ひとり親家庭福祉会 6

月17日㈰正午〜午後3時 元気創
造プラザ 幼児100円、小学生以上
200円（会員は小学生以上100円）

フルタニ☎090-4713-5210・
paamandayo@yahoo.co.jp

「多摩の文化を歴史探訪」第2回府
中の文化財を訪ねる

歴史の道を歩く会三鷹支部
6月20日㈬午前10時京王線中河原
駅改札外集合〜午後3時 400円

五十嵐 49-6101

つぎあてポッケワークショップ！
ピアノに合わせてリズム遊び

NPO法人子ども生活・ゆめこう
ば 6月20日、7月18日の水曜日午
前11時〜正午 フリースペースつぎ
あてポッケ（大沢1-16-26） 300円、
お子さん200円 当日会場へ 同
法人☎34-0040

元気ひろば おれんじの催し
①英会話＝6月21日、7月5日の木

曜日午後3時〜4時30分、②ラフター
ヨガ＝6月27日㈬午後2時〜3時30
分、③クレイアート＝28日㈭午後1時
30分〜3時 同会（中原3-1-65）
①2,000円（1回）、②600円、③1,200 
円 ②動きやすい服装 同会☎
76-5940

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
6月23日㈯午前10時〜午後1時

市民センター議場棟下 500円（1区
画分） 同協議会☎76-1271（申し
込みは2区画まで）

小出昌世展―線の表情
ぎゃらりー由芽 6月23日㈯〜7

月8日㈰正午〜午後7時（8日は5時ま
で） 同画廊 期間中会場へ 同

画廊☎47-5241（木曜日休み）

うつ友の会三鷹（ミニ講演会あり
ます）

6月23日㈯午後1時30分〜4時
みたかボランティアセンター 100
円（茶菓代） 当日会場へ 高橋☎
090-5209-4411

第4回三鷹がん哲学外来カフェ
日本基督教団相愛教会 6月23

日㈯午後2時〜4時 同教会（牟礼 
4-3-46） 200円 当日会場へ  
宮本☎44-7518・ taokomiyamo 
to@gmail.com

職人の感謝デー（①包丁研ぎ・②
箸づくり体験）

北多摩建設産業労働組合 6月
24日㈰午前10時〜午後2時30分(② 
は2時まで受付） JA東京むさし牟
礼支店 包丁研ぎは1人3本まで
当日会場へ 同組合☎70-0771（平
日）

第1回ネモフラスタジオ発表会
6月24日㈰午後1時〜3時30分  

芸術文化センター星のホール 500 
円 根本☎080-4440-0728

エコマルシェ―地球にやさしいこ
と、いっしょに考えてみませんか

NPO法人みたか市民協同発電
6月24日㈰午後1時〜5時 三鷹中
央通り、みたかスペースあい 当日
会場へ オオヤウチ☎090-6049-
0203

ティータイム広場 障がいのある
わが子を語ろう

三鷹市心身障害者（児）親の会
6月25日㈪午前10時〜正午 同会

（下連雀1-8-22HYビル3階） 当日会
場へ 同会☎24-7888

市民リレートーク：楽遊人の澤
田誠一郎さん「沢爺の楽しい話」

みたか・みんなの広場 6月25 
日㈪午後1時30分〜3時30分 10人 

みたか・みんなの広場（下連雀
4-5-19みたかの家内） 200円 当
日会場へ（先着制） なりきよ☎080-
1362-5359

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会―歌の会 6月26日㈫、7

月6日㈮午後1時〜4時 芸術文化セ
ンター 600円（初回800円）
歌の会（㈱プロシステム内）☎0120-
565-525（当日参加も可）

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 6月28日㈭午

前10時〜正午 三鷹市公会堂さん
さん館 100円 当日会場へ 加
藤☎080-5496-9758

ワルツ・チャチャチャ
それいゆ 6月30日㈯午後7時〜

8時30分 三鷹駅前コミュニティセ
ンター 500円 当日会場へ 網
代☎090-9300-7488

小羊お楽しみ会（参観、講演会、
親子製作ほか）

第二小羊チャイルドセンター 7
月1日㈰午前9時30分〜午後2時
同センター本園（北野3-10-14） 当
日会場へ 同センター☎43-9754

みたかふれあいサロンの催し
①ICT（パソコン・スマホ・タブ

レット）あれ？それ！相談会＝7月3日
㈫午後3時45分〜5時45分、②スマ
ホ・タブレットなんでも相談会＝7月
5日、9月6日の木曜日午後3時45分
〜5時 ①1〜2人 三鷹産業プラ
ザ ①500円（30分。別途材料代、
教材代が掛かります）、②1,500円（1
回） NPO法人シニアSOHO普
及サロン・三鷹☎40-2663・ 40-
2664（①は先着制）

ステップⅡ自由練習会
三鷹ダンスクラブ 7月6日〜27

日の毎週金曜日午後0時15分〜2時
45分 SUBARU総合スポーツセン
ター カップル500円、シングル
300円 ヒールカバー 当日会場
へ セキネ☎090-6018-9579

第158回井の頭かんさつ会「外来
植物を考えよう」

井の頭かんさつ会 7月7日㈯午
前10時〜正午 井の頭公園 300
円 同会 http://kansatsukai.
net/ 同会（村上） kentax.high@
gmail.com

弁護士の藤原真由美さん講演会
「生かしてますか くらしに憲法を」

三鷹九条の会 7月7日㈯午後2
時〜4時30分 市民協働センター

500円 当日会場へ 久保田☎
46-7094

夏のコンサート
三鷹市PMSジャズオーケストラ
7月7日㈯午後6時から 三鷹駅

前コミュニティセンター 当日会場 
へ 同会 pmsjazz@yahoo.co.jp

気楽に手作りの会（粘土アート・
羊毛・トールペイント・つる＆籐・
押し花）

7月12日㈭午後1時〜3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター 初
回1,200円 土生（はぶ）☎090-
4821-9511

“四つ葉の輝き”コンサート
三鷹音楽連盟 7月12日㈭午後

5時〜6時45分 芸術文化センター
星のホール 前売券2,700円、当日
券3,000円、学生券1,000円 必要
事項（11面参照）・人数を沢田 46-
9129（当日参加も可） 沢田☎46-
9129

2日間のサマープログラム「変身！？ 
×物語づくり体験」

キャラワークスジャパン 8月1
日㈬・2日㈭午前9時〜午後5時（全
2回） 全回参加できる小学3〜6年
生 三鷹市公会堂さんさん館
4,000円（2回分） 同会 http://
charaworks.jp/をご覧のうえ、同会 

77-9330・ info@charaworks.
jp 同会☎77-9330

会員募集
絵てがみ「こもれび」

毎月第1火曜日午後1時30分〜3
時30分（8月を除く） 生涯学習セン
ター 入会金500円、1回500円（別
途会場代〈年間1,000円程度〉が掛か
ります） 廣田☎45-1699

女声合唱ラベンダー
毎週木曜日午前10時〜正午 三

鷹駅前コミュニティセンター 月額
4,000円 山口☎・ 43-6085

ベッセルスポーツクラブ（フラダ
ンス部）

毎月3回火曜日午後1時〜3時
SUBARU総合スポーツセンター
入会金1,000円、月額1,000円
山内☎080-6537-5491

スイセイ（アクアフィットネス）
毎月第1・3木曜日午後7時30分

〜8時15分 SUBARU総合スポー
ツセンター 入会金1,000円、月額
2,100円（保険料を含む） 馬場
☎・ 45-0180

みたか朗読の会
毎月第1土曜日午前10時〜午後0

時30分 三鷹駅前コミュニティセ
ンター 月額2,000円 太田☎・

44-7152

トリムみたか（健康体操）
毎週木曜日午後1時〜3時 SU 

BARU総合スポーツセンター 入会
金1,000円、2カ月5,000円 沓
川☎45-0140

グループ・どっぺる（ハイキング）
①ハイキング＝主に土・日曜日、

②月例会＝毎月第1木曜日午後7時
〜9時 ①主に関東周辺の山、②
三鷹駅前コミュニティセンター 月
額1,000円 多賀☎・ 30-05 
68・ groupdoppel@gmail.com

ブリーズ（レディースバドミントン）
毎週水曜日午前9時10分〜正午
SUBARU総合スポーツセンター
入会金1,000円、月額2,000円
木村☎48-4536

新川中原コミュニティー子ども
のバレエ（クラシックバレエ）

毎週土曜日午後1時30分〜5時
5歳〜中学生 新川中原コミュニ

ティセンター 月額4,200円
千賀☎080-6594-7801・ yo-ko.
senga22@ezweb.ne.jp

ベッセルスポーツクラブ（ハワイ
アンフラ・ラウアエ）

毎月3回木曜日午前10時〜11時
30分 SUBARU総合スポーツセン
ター 入会金1,000円、月額1,000
円 河内☎090-6797-3976

7月15日発行号
原稿締切日	6月21日（木）
8月5日発行号
原稿締切日	7月11日（水）

いずれも午後5時まで
※掲載依頼をされた方に編集業務委託事業者（㈱文化工房）が内容確認の電話（またはファクス）をさせていただきます。

催し………主催者が市民・市内の団体／市内で開催／参加費（材料・教材代など）が１回3,000円以内
会員募集…主な会員が市民／市内で活動／入会金・会費（月額）の合計が5,000円以内／新規または前回の

掲載から6カ月経過した団体を優先（紙面の都合で6カ月以上お待たせすることもあります）
伝言板……市内の医療・教育機関、公共機関などの催しやお知らせ
上記以外は紙面に余裕があれば掲載します。政治・宗教・営利目的のものは掲載不可。

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/または 76-2490へ　 秘書広報課☎内線2129

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

給1,080円〜1,463円(資格の有無・時間
帯による) 
◆採用予定日	 ①8月1日（応相談）、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①〜③「〒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3-30-12三鷹駅前
保育園」・☎79-5441、⑤「〒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。

女性のための無料ホットライン 
女性の権利110番
　DV、セクハラ、ストーカーなど弁護

士と女性相談員が相談に応じます。
◆電話相談　☎03-3591-9211

東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会、日本弁護士連合会

6月23日㈯午前10時〜午後4時
※面談による継続相談もできます（初回
のみ無料）。

東京弁護士会☎03-3581-2205

平成30年度第１回三鷹市地域公共
交通活性化協議会の傍聴
　三鷹駅南口駅前広場交通対策検討専
門部会の設置、委員の決定ほか。

7月2日㈪午後2時〜4時
5人
市議会協議会室（市役所3階）
当日会場へ（先着制）
道路交通課☎内線2883

平成30年度 
第1回三鷹市都市計画審議会の傍聴

7月9日㈪午前10時から
15人
市議会協議会室（市役所3階）
6月26日㈫（必着）までに必要事項（11

面参照）を「〒181-8555都市計画課」・
toshikeikaku@city.mitaka.tokyo.

jpへ（申込多数の場合は抽選）
同課☎内線2815
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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11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


