
知的障がい者ガイドヘルパー	
養成研修（通学）

講義＝9月22・29日 の 土曜日午前
9時～午後5時（29日は5時50分まで）、
実習＝10月1日㈪～19日㈮の平日・13
日㈯のうち1日

在学・在勤を含む市民で修了後にガ
イドヘルパーとして従事する意思があ
り、全日程受講できる方35人

日商簿記三鷹福祉専門学校（下連雀
4-19-11）

2,500円（別途テキスト代1,000円、
実習時の交通費が掛かります）

8月27日㈪までに申込書（障がい者支
援課または市ホームページで入手可）・
身分証明書、有資格者は資格証の写し
を同課（市役所1階15番窓口）へ（先着制）
※介護福祉士、ホームヘルパー有資格
者、訪問介護員、介護職員基礎・初任
者・実務者研修修了者（資格取得見込み
可）は受講免除になる科目があります。

同課☎内線2653

市営大沢住宅入居者
◆募集住戸	 単身者・2人世帯向け（1DK）
＝1戸、2人以上の世帯向け（2LDK）＝1戸
◆申込資格	 申込者が市内に1年以上
居住している、世帯の所得金額が基準額 
の範囲内、住宅に困っている、暴力団員 
でない、単身者は60歳以上または障が
い者、生活保護受給者、DV被害者など
◆申込書・募集案内	 7月17日㈫ ～25
日㈬に都市計画課（市役所5階52番窓
口）、市政窓口で配布

7月27日㈮（必着）までに募集案内に
添付の封筒にはがきと申込書を同封し
郵送（申込多数の場合は抽選）

同課☎内線2813
※8月16日㈭午前10時から三鷹市公会
堂で公開抽選を行います。
都営住宅の入居者（東京都全体）
◆募集住戸	 ①ポイント方式による募
集（家族向けのみ）＝1,290戸、②単身
者向け・車いす使用者向け・シルバーピ
ア住宅＝411戸
◆申込書・募集案内	 8月1日㈬～9日㈭ 
に 都市計画課（市役所5階52番窓口）、
市政窓口、都庁、東京都住宅供給公社
募集センター・各窓口センターなどで
配布（三鷹駅前市政窓口は4日㈯午前9
時～午後5時も配布。都庁は4・5日㈰
の午前9時30分～午後5時も配布。同
公社ホームページ http://www.to-
kousya.or.jp/からも入手可）

8月13日㈪（必着）までに申込書を郵送
※詳しくは募集案内をご覧ください。

同公社募集センター☎0570-010-
810（募集期間外は☎03-3498-8894）

国際基督教大学　市民聴講生
科目により異なる
学生を除く18歳以上の市民
1科目15,000円（別途教材代が掛かり

ます。1科目に限り1,500円を市と同大
学が助成）

8月31日㈮までの平日午前9時～午
後5時に受講料を同大学総務グループ社
会サービス担当へ（正午～午後1時を除
く。郵便振替可）、または直接三鷹ネッ
トワーク大学へ

国際基督教大学☎33-3013
※科目など詳しくは国際基督教大学ホ 
ームページ http://www.icu.ac.jp/へ。
三鷹市シルバー人材センター	
入会説明会

8月1・15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
生涯学習センターフェスティバル
参加グループ	
　自主グループによる学習・練習の成
果の発表や生涯学習の体験などを企画。

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
打ち合わせ＝9月13・27日、10月11日、

11月8日、12月13日の木曜日午後1時30
分～3時30分、フェスティバル＝12月1
日㈯・2日㈰

自主グループ、保育（1歳～未就学児）
5人

同センター
8月24日㈮までに申込書（同センター

で配布）を同センターへ（保育のみ申込
多数の場合は抽選）

同センター☎49-2521

就職活動支援セミナー
7月23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

32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
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
7月21日㈯までに必要事項（11面

参照）をわくわくサポート三鷹☎45-
8645・ 45-8646へ（先着制）
多様な働き方セミナー

8月9日㈭午後1時30分～3時30分（1
時10分から受付）

おおむね55歳以上で求職活動中の方
24人

市民協働センター
わくわくサポート三鷹相談員で産業

カウンセラーの野元秀明さん

筆記用具、雇用保険受給者は雇用保
険受給資格者証

8月6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　職員
◆職種	 事務（パートタイマー）
◆資格	 簡単なエクセル操作ができる方
◆勤務時間	 ①週15時間、②週9時間

（いずれも曜日、時間帯は応相談）
◆勤務場所	 ①中央保育園、②新川保
育園
◆報酬	 時給970円
◆採用予定日	①12月から、②随時

履歴書（写真貼付）を直接または郵送
で「〒181-8555子ども育成課」（市役所
4階44番窓口）へ

同課☎内線2736
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①総合職（正職員）、②事務職（契
約職員）、③～⑥保育職（パートタイマー）
◆資格	 ①40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、②普通自動車運転免許を
有するパソコン操作（ワード・エクセル）
ができる方、③～⑥保育士（無資格者は
応相談）
◆勤務時間	 ①②月～金曜日午前8時
30分～午後5時15分（①は配属先によ
り早番、遅番、土曜日の勤務あり）、③
月～金曜日正午～午後5時、④月～金曜
日午後4時30分～7時30分、⑤月～金
曜日午前8時30分～午後5時、⑥月～金
曜日午前7時30分～9時、午後3時45分
～7時30分
◆勤務場所	 ①同事業団が運営する施
設など、②老人保健施設はなかいどう、
③④三鷹駅前保育園、⑤三鷹南浦西保
育園、⑥三鷹赤とんぼ保育園　
◆報酬	 ①月額172,816円～218,960
円（経験などによる）、②月額210,000
円、③～⑥時給1,080円～1,463円（資
格の有無・時間帯による）
※①②賞与あり（昨年度実績①4.5カ月、
②13,000円。いずれも採用1年目は異
なる）。
◆採用予定日	 ①②④⑤⑥随時、③8

月13日以降
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「〒181-
0013下連雀3-30-12三鷹駅前保育園」・☎
79-5441、⑤「〒181-0013下連雀7-2-1 
三鷹南浦西保育園」・☎40-7551、⑥

「〒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。
（公財）三鷹国際交流協会
（MISHOP）　臨時職員（1人）
◆職務内容	 窓口・電話応対、パソコ
ン入力、イベントの企画・開催補助など
◆資格	 パソコン操作（ワード・エクセ
ル）ができる方、英語など外国語が堪能
であればなお可
◆勤務期間	 8月下旬～平成31年3月31 
日（おおむね3カ月ごとに更新）
◆勤務時間	 月～土曜日のうち3日程
度午前9時30分～午後5時（実働6.5時間）
◆報酬	 時給970円、交通費支給（日額
上限864円）

7月31日㈫（必着）までに履歴書（同協 
会ホームページ http://www.mishop. 
jp/から入手。写真貼付、手書き）を直接
または郵送で「〒181-0013下連雀3-30-
12中央通りタウンプラザ4階（公財）三鷹
国際交流協会」へ

同協会☎43-7812
椎の実子供の家・第二椎の実子供
の家　職員（①4人、②2人）
◆職種	 ①保育士（正職員）、②保育士

（非常勤職員）
◆勤務時間	 ①月～金曜日午前8時30
分～午後5時15分（実働8時間の交代制、
土曜日の勤務あり）、②月～金曜日午前
8時30分～午後5時15分または午後4時
30分～7時30分
◆勤務場所	 ①椎の実子供の家（大沢
4-8-8）または第二椎の実子供の家（上連
雀6-25-31）、②第二椎の実子供の家
◆報酬	 ①大卒＝月額227,200円、短
大卒＝月額218,800円、②時給1,300
円、交通費支給

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
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

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ
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
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総合保健センター
（元気創造プラザ2階）
（休日歯科応急診療所）

医薬品管理センター
（休日調剤薬局）

医師会館
（休日診療所・
　こども救急みたか）

　9月16日㈰に実施する職員採用試験の説明会です。職種別の相談会や施設
見学も実施します。
◆対象職種　保育士、栄養士、保健師

8月8日㈬午後1時～4時（0時30分から受付）　 三鷹市公会堂さんさん館
8月7日㈫午後5時までに必要事項（11面参照）・受験希望職種・性別を職

員課☎内線2233・  shokuin@city.mitaka.tokyo.jpへ
※ 詳しくは市ホームページまたは職員課、各市政窓口に設置してある開催案

内をご覧ください。

三鷹市職員採用セミナーを開催します
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