
※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

市民協働センター
キャリアコンサルタントの片岡実佐

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
7月26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）
三鷹市教育委員会　学校嘱託員
◆職種	 介助員（2人）
◆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	 9月1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・一中
◆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。
7月17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7月24日㈫に面接）
同課☎内線3242
市立学校　臨時職員
◆職種	 栄養士（産休代替。1人）
◆資格	 栄養士免許
◆勤務期間	 8月下旬～12月上旬（更新
の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日（実働7.5時間、
学校行事などにより土曜日の勤務あり）
◆報酬	 時給1,250円、交通費支給（日
額上限864円）
※社会保険の適用あり。
７月10日㈫（必着）までに履歴書（写

真貼付）・資格証の写しを直接または郵
送で「〒181-0004新川6-35-28総務課」
（教育センター暫定施設2階）へ（書類選
考後、面接）
同課☎内線3214
学童保育所　臨時職員
◆資格　保育士または教育職員免許（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	 午後1時～7時（応相談）
※夏休み期間のみも可（午前8時～午後

1時または1時～7時）。
◆勤務場所	 市内23カ所の学童保育所
◆報酬（時給）	 有資格者＝1,140円、無
資格者＝1,070円、交通費支給

電話連絡のうえ7月2日㈪～10日
㈫（日曜日を除く。土曜日は午前11時
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☎46-1192
へ（面接あり）
三鷹市消費者相談員
◆職務内容	 三鷹市消費者活動センター
での相談業務など
◆資格	 消費生活相談員、消費生活専
門相談員、消費生活アドバイザー、消
費生活コンサルタントのいずれかの資
格を有する方
◆勤務期間	 7月23日～平成31年3月31
日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 平日週3・4日午前10時～
午後4時
◆報酬	 日額12,500円
7月2日㈪～6日㈮（必着）に履歴書（写

真貼付）・資格証の写し・小論文「消費
者相談員の役割と心がまえ」（800字以
内）を本人が直接または郵送で「〒181-
0013下連雀3-22-7三鷹市消費者活動セ
ンター」へ（書類選考後、7月上旬に面接）
同センター☎43-7874

（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①保育士（正職員）、②ホーム
ヘルパー（登録職員）、③保育職、④調
理員（③④夏季パートタイマー）
◆資格	 ①昭和52年4月2日以降生まれ
の保育士（取得見込みも可。教育職員免
許〈幼稚園〉があればなお可）、②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、④栄養士または
調理師免許（③④無資格者は応相談）
◆勤務時間	 ①月～土曜日のうち週5日
（交代制）、②時間・曜日は応相談（研修
期間あり）、③④7・8月の月～土曜日
午前8時30分～午後5時（実働1～7.5時
間。曜日は応相談。週１日も可）
◆勤務場所	 ①同事業団が運営する保
育園・こども園、②市内・周辺の高齢者
宅など（地域は応相談）、③④三鷹西野
保育園、三鷹ちどりこども園、三鷹駅
前保育園（保育職のみ）、三鷹南浦西保
育園、三鷹赤とんぼ保育園（保育職のみ）
◆報酬	 ①月額184,240円～225,344

円（経験などによる）、②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・日曜日、祝日、
早朝夜間は時給400円割増）、③時給
1,080円～1,170円、④時給1,050円～
1,140円（③④資格の有無による）
※①諸手当・賞与（昨年度実績4.5カ月。
採用１年目は異なる）あり。
※②勤務実績に応じて昇給、報奨金あり。
◆採用予定日	 ①②随時、③④7・8月

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
①②「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市
社会福祉事業団」・☎44-5211、③④希望
する保育園（「〒181-0016深大寺3-3-10
三鷹西野保育園」・☎39-7030、「〒181-
0012上連雀4-12-26三鷹ちどりこども
園」・ ☎72-9220、「〒181-0013下連雀
3-30-12三鷹駅前保育園」・☎79-5441、
「〒181-0013下連雀7-2-1三鷹南浦西保育
園」・☎40-7551、「〒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。

防衛省自衛隊（平成31年春採用）
◆職種	 ①航空学生（パイロット）、②
一般曹候補生、③自衛官候補生
◆資格	 ①海上＝18歳以上23歳未満
の方、航空＝18歳以上21歳未満の方、
②③18歳以上27歳未満の方
◆試験	 ①9月17日㈷、 ②9月21日㈮
～23日㈷の指定する1日、③受付時に
お知らせします

自衛隊東京地方協力本部西東京地
域事務所☎042-463-1981へ（①②は9
月7日㈮まで）

平成30年度がんばる地域応援プロ
ジェクト選考委員会の傍聴
7月16日㈷午前9時30分～午後1時
10人
市民協働センター
当日会場へ（先着制）
コミュニティ創生課☎内線2513

		☎	0267-97-3206
	 	0267-97-3207
http://www.sizennomura.jp/

［体育館・グラウンド・フィールド	
アスレチックなどを完備］

JRをご利用の方は、最寄
駅（信濃川上駅）まで車で
送迎します。宿泊申込の
際にご予約ください。

	〒384-1406	長野県南佐久郡川上村大字原591番地362

■「みる・みる・三鷹」で川上郷自然の村の魅力をご覧いただけます！
　三鷹市テレビ広報「みる・みる・三鷹」では、6月3日号で同施設の特集を放送
しました。施設の利用案内のほか、野辺山宇宙電波観測所や滝沢牧場など周辺
の観光スポットも紹介しており、信州川上郷の魅力をたっぷり感じられる番組内
容です。同番組は無料動画共有サイト「YouTube」で配信してい
ますので、施設を利用したことがない方はもちろん、利用いただ
いている方も、ぜひご覧ください。
※右記の二次元コードを読み取ると同番組をご覧いただけます。

◆宿泊のお申し込みは簡単です！
　宿泊希望日の3日前までに自然の村へ電話（午前8時30分～午後7時30分）・
ファクス・インターネットでお申し込みください。
〔宿泊料金〕	大人3,700円から、小学生2,500円から（1泊2食付き）
※7月21日㈯～9月10日㈪は繁忙期料金、10月21日㈰～12月10日㈪は割引料
金の適用あり（大人200円・小学生100円の加算・割引）。

（敬称略）

●一般寄付
陶芸利用団体連絡会	 33,000円
ムサシノ一灯会	 30,000円
松田　伴子	 20,000円
三鷹三田会	 17,000円
フィッシャー幼稚園	 15,944円
Y・T	 15,000円
石井　福江	 12,576円
反保　康子	 10,000円
なでしこ会	 10,000円
三鷹市赤十字奉仕団	 10,000円
セコム株式会社TEセンター	 7,362円
ふじみ衛生組合	 6,962円
根道　一男	 6,000円
日本入れ歯リサイクル協会	 5,683円
高村　真	 5,000円
北多摩建設産業労働組合	 1,760円
上四親道町会	 1,620円

橋本　暁史	 1,615円
新川　栄	 1,000円
西村　美代子	 1,000円
福崎　樹里	 1,000円
匿名（6件）	 95,094円

●一円硬貨募金
高齢者福祉センター募金箱	 11,662円
栗原　勇	 9,263円
牟礼　明	 8,293円
野崎長寿会	 8,054円
四ツ葉ときわクラブ	 5,236円
今浦　ノブ子	 4,240円
三鷹商工会	 3,908円
㈱ Jマート三鷹店募金箱	 3,390円
新川はづき会	 3,002円
㈱コモディイイダ三鷹店募金箱　
	 2,557円

観音寺募金箱	 1,766円
新川中原コミュニティセンター	
募金箱　	 1,600円
東明会　	 1,499円
北野東晴クラブ　	 1,464円
牟礼笑楽会　	 1,289円
堀合友の会　	 1,262円
くぬぎ会　	 1,062円
上二親交クラブ　	 1,014円
明朗会　	 674円
下連雀寿楽会　	 551円
三鷹市赤十字奉仕団　	 551円
いきいき俳句会　中山　仁　	 429円
下連雀羽衣会　	 422円
駅前コミセンボランティア　	 270円
NPO法人Human	Loop・
人の輪　	 244円
田中　江里奈　	 215円

㈱うずまきTOKYOたまものスイーツ	
募金箱　	 1円
匿名（7件）　	 16,115円

●福祉基金
（宗）三鷹不動尊　井口院　	800,000円
阿部　久江　	 500,000円
鈴木　弘七　	 10,000円
匿名（4件）　	 2,239,548円

●ボランティア基金
連雀立ち寄りサロン連雀のわ	
	 20,000円
三鷹トリム体操クラブ　	 10,503円
渡辺　英祐　	 3,500円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（平成 29年11月～30年1月分）
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