
※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

 

催し
からだもあたまも気持ちもスッキリ
日曜日！駅前ラジオ体操＆軽いウ
オーキングとごみ拾い＆朝カフェ！

つながりのはじめまして 毎
週日曜日午前6時25分から（雨天中
止） 三鷹駅南口緑の小ひろば（ジ
ブリ美術館行きバス停東側） 当
日会場へ（雨天時は同会 http://
enchante-de-connect.wix.com/
enchanteで確認） 同会☎080-
3356-5617

笑う呼吸法（笑いヨガ）
東京三鷹の森わっはは楽楽（わい

わい）クラブ 8月5・12・26日の
日曜日午前10時40分～正午 連雀
コミュニティセンター 500円（1
回） ハラ☎090-3902-9691

宿題する？それとも遊ぶ？夏休み
のみんなのいばしょ「牟礼キチ・
くまちゃん」

牟礼キチくまちゃん事務局 8
月31日㈮までの平日午後2時～5
時 くまちゃんハウス（牟礼5-12-
26） 高校生以上200円（飲み物
代） 期間中会場へ 浜☎050-
3708-2749

元気ひろば おれんじの催し
①セルフフットケア＝8月7日㈫

午前10時～11時30分、②水引作り
＝8日㈬午後1時30分～3時、③介
護予防教室＝8月18日、9月1日の土
曜日午前10時～11時30分、④あと
りえひらめっちアートセラピー＝8
月18日午後1時～2時30分、⑤ラフ
ターヨガ＝22日㈬午後2時～3時
30分 同会（中原3-1-65） ①
1,500円、②1,700円（材料代を含
む）、③2,500円（1回）、④1,000円、
⑤600円 同会☎76-5940

みたかふれあいサロンの催し
①ICT（スマホ タブレット パソ

コン）あれ？それ！相談会＝8月7
日㈫午後3時40分～5時40分、②

スマホ・タブレットなんでも相談
会＝9月6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

NPO法人シニアSOHO普及サ
ロ ン・ 三 鷹 ☎40-2663・ 40-
2664（①は先着制）

アリスみたか学習支援ボランティ
ア体験会

三鷹市ひとり親家庭福祉会
8月7日㈫午後6時～8時 連雀コ
ミュニティセンター 佐々木
☎090-4160-2539

みたか・みんなの広場の催し
①お茶と雑談：市民の集いの場

「みたか・みんなの広場」＝毎週木・
金・土曜日午後、②ノルディックウ
オーク友の会＝毎週土曜日午前10
時から、③般若心経カフェ＝8月
11日㈷午後1時30分～3時、④タ
ロット占い＝18日㈯午後1時30分
～3時、⑤市民リレートーク：介護
と仕事の両立を考えるフォーラム
代表の井手聡太郎さん「仕事と介
護の両立を目指して」＝27日㈪午
後1時30分～3時30分 ①③④⑤
みたか・みんなの広場（下連雀4-5-
19みたかの家内）、②井の頭公園自
然文化園向かいの駐輪場集合 ①
⑤200円、③④500円（④は講座1
時間分） なりきよ☎080-13 
62-5359（当日参加も可）

おやこぷれいすKeep on Smileの
催し

①子どもワークショップ―ステ
ンドグラス風作品を作ろう＝8月
10日㈮午前10時～午後1時、②パ
ントマイム師PiroさんのKIDSミニ
パントマイム体験教室＝10日午
後1時～2時30分、③子どもワーク
ショップ―うどん打ちをしよう＝
17日㈮午前9時30分～午後1時30
分 5歳～小学生 おやこぷれい
すKeep on Smile CAFE（下連雀3- 
3-23-101） ①2,000円（軽食付き） 

②1,000円、③2,000円（うどん試食
付き） 同会☎24-7778・  
keeponsmile.20130101@gmail.
com

クレセント・フィルハーモニー管
弦楽団第33回演奏会

8月12日㈰午後2時から 芸術
文化センター風のホール 当日会
場へ 同楽団広報担当☎090-46 
62-7053

平和の祈り 献花と黙とうの集い
三鷹市の福祉をすすめる女性の

会 8月15日㈬午前9時～9時30
分 仙川公園 当日会場へ 嶋
﨑☎46-3665

おもちゃであそぼう！
NPO法人こもれび居場所事業

ひだまり 毎月第3土曜日午前10
時～11時30分 未就園児と保護
者 同法人事務所（上連雀9-10-
21） 当日会場へ 家庭的保育
室もこもこ（照沼）☎080-3170-73 
75（午前9時～午後5時）

だっこカフェ夏休み企画「紙コップ
に乗れるかな？大実験＆瓶の中に
ヨットを浮かべよう！工作に挑戦」

みたかワーキングマザーの会
8月18日㈯午後1時30分～3時
元気ひろば おれんじ（中原3-1-

65） 1,000円 必要事項（11面参
照）・性別を同会 mitaka.wm@
gmail.com 同会☎76-5940

うつ友の会三鷹
8月18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

尾張家の鷹場と大沢の境界杭の
講演

三鷹の歴史研究会 8月18日㈯
午後1時30分～4時 大沢コミュ
ニティセンター 300円（資料代）

当日会場へ 太田☎48-5952

NPO法人子育てコンビニの催し
①夏休み企画！羊毛フェルトアー

ト＝8月20日 ㈪ 午前10時～11時
30分、②コンビニひろば＝24日㈮
午前10時30分～11時30分 ①こ
ひつじ共育センター（北野3-1-3）、
②元気ひろば おれんじ（中原3-1-65）

①900円 同法人 info2@
kosodate.or.jp 同法人☎41-7021

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
8月20日㈪午前10時～正午

同会（下連雀1-8-22HYビル3階）
当日会場へ 愛沢☎24-7888

五感であそぶ ちびくまアート「ヒ
ヤっとつるっと氷であそぼう！」

くまちゃんハウス 8月25日㈯
午前10時30分～正午 2歳以上の未
就学児と保護者計13人 くまちゃ 
んハウス（牟礼5-12-26） 1,500
円（親子1組。お子さん2人目から別
途500円が掛かります） 8月22日
㈬までに同事務局 kumachan 
house5@gmail.com（先着制） 同
事務局☎050-3708-2749

みたかボランティアセンター納涼祭
三鷹市ボランティア連絡協議会
8月25日㈯午後4時～7時 同

センター ふろしき市出品者は
500円（1区画分） 同協議会☎
76-1271（申し込みは1区画まで）

第172回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 8月

26日㈰午前9時50分集合（雨天決
行）三鷹駅南口デッキ上、市民ガイ
ドが持つのぼりが目印。コースは
約2時間40分。希望者は朗読を聞
きながら昼食も 当日集合場所へ

こやの☎44-0981

みたか・ダンス交流会―二周年
記念の集い

ステップ＆ステップ 8月26
日㈰午後1時～3時 生涯学習セ

ンター 500円 当日会場へ
羽根田☎44-1099

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

8月28日㈫午後0時30分～2時
同センター（上連雀4-1-8） 当

日会場へ◆物品提供は秋物衣類と
新品の食器やタオルのみ。セール
当日を除く平日午前9時～午後5時

同センター☎48-0648

職場体験説明会―進路・就職に
悩む若者またはご家族の皆さんへ

NPO法人文化学習協同ネット
ワーク 8月31日㈮午後2時～3
時 同法人（下連雀1-14-3）
丸山☎70-5067

9人制バレーボール審判講習会（家
庭婦人）

三鷹市家庭婦人バレーボール連
盟 9月1日㈯午前9時～午後5時

SUBARU総合スポーツセンター
300円 8月12日㈰までに

志藤☎042-338-3750

大人のための英会話、韓国語入門
講座

国際文化交流協会 9月1日～
10月20日の毎週土曜日午後3時～
4時 389MITAKA（下連雀3-37-
31） 6,000円（8回分。別途テキ
スト代2,000円が掛かります）

同協会☎090-6489-2803

わがまちジャーナル8月号
地上11chで放送中
このまちの気になる社長さん
（その8）　ほか

NPO法人むさしのみたか
市民テレビ局
☎・ 79-1434
mmctv@jcom.zaq.ne.jp

※ご意見、情報をお寄せください。

9月2日発行号
原稿締切日 8月9日（木）
9月16日発行号
原稿締切日 8月23日（木）

いずれも午後5時まで

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

※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。

険受給資格者証
8月20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　嘱託員
◆職種 ①保育士（短時間保育士）、②
保育補助、③給食調理補助
◆資格 平成31年3月31日まで勤務可
能な方。①は保育士（取得見込みも可）
◆勤務期間 10月1日～31年3月31日（更
新の場合あり）
◆勤務場所 市立保育園（公設公営）
※勤務時間・報酬など、詳しくは募集要
項（市ホームページ、子ども育成課〈市役
所4階45番窓口〉で入手）をご覧ください。
◆試験 9月6日㈭

8月28日㈫までに勤務希望園へ電話
連絡のうえ、履歴書（写真貼付）・①は資
格証または資格取得見込証明書を各園
へ
※勤務希望園が複数の場合は履歴書に
記載し、第1希望の園に申し込む。

同課☎内線2736
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種 ①介護職（契約職員。正職員へ
の登用あり）、②総合職（正職員）
◆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、②昭和58
年4月2日以降生まれで、パソコン操作

（ワード・エクセル）ができ、普通自動車
運転免許を有する方。簿記有資格者歓迎
◆勤務場所 ①老人保健施設はなかい
どう、②同事業団が運営する施設など
◆勤務時間 ①早番、日勤、遅番、夜勤
の4交代制（応相談）、②月～金曜日午前8
時30分～午後5時15分（配属により土曜
日のシフト勤務あり）
◆報酬（月額）　①240,000円（介護福祉
士以外は230,000円）、②172,816円～
218,960円（経験などによる）
※賞与あり（昨年度実績①210,000円程
度、②4.5カ月分。採用1年目は異なる）。
①夜勤手当あり（1回7,000円）。
◆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

「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市社会
福祉事業団」・☎44-5211へ
※詳しくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会
契約職員（2人）
◆職務内容　施設管理、清掃、事務、見
学者への対応など

◆勤務期間　10月22日～平成31年3月
31日（試用期間あり。更新の場合あり）
◆勤務時間　週4日午前9時30分～午後4
時30分（土・日曜日、祝日を含む交代制）
◆勤務場所 大沢の里古民家（大沢2-17-3）
◆報酬（月額） 　142,000円（65歳以上
は133,700円。30年4月実績）、交通費
支給（上限20,000円）
※有給休暇、社会保険などの適用あり。

8月6日㈪～17日㈮（必着）に、封筒に
「大沢の里古民家契約職員希望」と朱書
きのうえ、履歴書（写真貼付）を直接ま
たは郵送で「〒181-0012上連雀8-3-10 
NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会」へ

同協会☎46-2081
三鷹の森ジブリ美術館　正社員
◆職種 美術館運営業務全般（若干名）
◆資格 28歳まで
◆報酬 同社規定による、交通費支給、
社会保険などの適用あり
◆採用予定日　平成31年4月1日

8月31日㈮（必着）までに履歴書・自己 
紹介文（用紙は同館ホームページ http: 
//www.ghibli-museum.jp/から入手、自筆
で記入）を「〒181-0013下連雀1-1-83三鷹

の森ジブリ美術館」へ（書類選考後、面接）
※市職員（地方公務員）ではありません。

芸術文化課☎内線2912

平成30年第3回 
ふじみ衛生組合議会定例会の傍聴

8月20日㈪午前10時から
10人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制）
同組合☎042-482-5497

平成30年度第2回 
三鷹市空き家等対策協議会の傍聴
　三鷹市空き家等対策計画（仮称）素案
について。

8月21日㈫午後3時30分～5時30分
10人
三鷹駅前コミュニティセンター
当日会場へ（先着制）
都市計画課☎内線2812
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