
三鷹産業プラザ
ファイナンシャルプランナーの吉田

光雄さん、東京しごとセンターシニア
コーナー職員

筆記用具、電卓
8月20日㈪から予約専用ダイヤル☎

03-5843-7665（平日午前9時～午後5
時）へ（先着制）

同センター☎03-5211-2335
女性対象再就職支援セミナーと
個別相談会		 	

市、（公財）東京しごと財団、東京しご
とセンター多摩

9月20日㈭①セミナー＝午後1時～3
時30分（0時30分から受付、保育は0時
45分から受付）、②個別相談会＝3時30
分～5時（1人30分程度。②のみの参加
は不可）

求職中または今後働きたい女性①50 
人、保育（1歳～未就学児）10人、②10人

市民協働センター
WACHIKA代表で話し方コンサルタ

ントの阿隅和美さん
直接または電話で東京しごとセン

ター多摩☎042-329-4524へ（先着制、
保育は9月13日㈭まで）
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）
※長期休業期間内の変動あり。
◆勤務場所	 一小、東台小の学童保育
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8月20日㈪～28日
㈫の平日に履歴書（写真貼付）・あれば資
格証の写しを三鷹市社会福祉協議会☎
46-1192へ（面接あり）
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 保育士(①正職員、②～⑦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)、②～⑦保
育士(無資格者も可)
◆勤務時間	 ①月～土曜日のうち週5
日(交代制)、②月～金曜日午前8時30分
～午後5時、③月～金曜日正午～午後5
時、④火・水・金曜日午後5時30分～9
時、⑤月～金曜日午前8時30分～午後5
時、⑥月～金曜日午後3時45分～7時、
⑦月～金曜日午後3時45分～7時30分、
土曜日午前10時～午後6時45分のうち
2.5～5時間程度
◆勤務場所	 ①同事業団が運営する保
育園・こども園、②三鷹西野保育園、
③④三鷹駅前保育園、⑤⑥三鷹南浦西
保育園、⑦三鷹赤とんぼ保育園
◆報酬	 ①月額184,240円～225,344
円(経験などによる)、②～⑦時給1,080
円～1,463円(資格の有無・時間帯による)
※①諸手当・賞与あり(昨年度実績4.5
カ月。採用1年目は異なる)。
◆採用予定日	 随時(④⑥は10月1日以
降)

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「〒181-0002牟礼6-12-30三
鷹市社会福祉事業団」・☎44-5211、②

「〒181-0016深大寺3-3-10三鷹西野保
育園」・☎39-7030、③④「〒181-0013
下連雀3-30-12三鷹駅前保育園」・☎79-
5441、⑤⑥「〒181-0013下連雀7-2-1
三鷹南浦西保育園」・☎40-7551、⑦

「〒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。
住民協議会事務局　	
準職員（①井の頭、②大沢各1人）
◆職務内容	 住民協議会事務、コミュ
ニティセンターの管理運営など
◆資格	 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

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
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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）

◆勤務期間	 平成31年4月1日～32年3
月31日
※期間満了後に正職員への登用あり。
◆勤務時間	 午前9時45分～午後6時30 
分、午後0時15分～9時（交代制。日曜日 
の勤務あり）
◆勤務場所	 ①井の頭コミュニティセ
ンター、②大沢コミュニティセンター
◆報酬	 月額192,625円
※諸手当、社会保険などの適用あり。
◆試験	 筆記試験（作文あり）＝9月30
日㈰午前10時30分～午後3時30分。合
格者は①10月28日㈰、②11月4日㈰に
面接

休館日を除く9月19日㈬まで（日曜日
は午後4時まで）に履歴書・受験申込書

（写真貼付。応募要項と共に各センター
で配布。ホームページからも入手可）を
各事務局へ
※市職員（地方公務員）ではありません。

①三鷹市井の頭地区住民協議会☎44-
7321、②大沢住民協議会☎32-6986

身元不明相談所
　警視庁では、9月1日㈯～30日㈰の1
カ月間、「身元不明・行方不明者相談所」
を開設します。

①警視庁身元不明相談室（千代田
区霞が関2-1-1）、②巣鴨とげぬき地蔵
尊高岩寺会館（豊島区巣鴨3-36-1）、い
ずれも午前9時～午後4時

警視庁身元不明相談室☎03-3592-
2440・警視庁生活安全部☎03-3532-

0098、三鷹警察署☎49-0110
※各警察署でも相談に応じます。
総合オンブズマン相談（9月）

6・20・27日＝片桐朝美さん（杏林
大学准教授）、13日＝中村一郎さん（弁
護士）、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

成年後見相談会
　司法書士が成年後見制度に関するこ
とや相続・遺言、悪質商法被害、多重
債務問題などの相談にお答えします。

（公社）成年後見センター・リーガルサ
ポート東京支部、権利擁護センターみ
たか、（公財）武蔵野市福祉公社

9月8日㈯午前9時30分～午後4時20
分（1人50分まで）

かたらいの道市民スペース（武蔵野市
中町1-11-16）

権利擁護センターみたか☎46-12 
03へ

平成30年度第2回	
三鷹市健康福祉審議会の傍聴
　自殺対策計画（仮称）について、地域
福祉計画の改定に向けてなど。

8月20日㈪午後7時～9時
10人
福祉センター
当日会場へ（先着制）
地域福祉課☎内線2613

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

●一般寄付
旧　どんぐり文庫	 34,175円
ICU	Wind-BrassEnsemble	 23,402円
島田　猛	 9,000円
西尾　八重	 7,650円
真貝　千暁	 6,000円
㈱田村工務店　
代表取締役	田村　功	 5,000円
根道　一男	 4,000円
三鷹市ベッセルスポーツクラブ	3,000円
千葉　孝正	 2,909円
NPO法人	多摩東	成年後見の会	
増田　勝彦	 2,400円
三鷹M-Marche	 1,341円
明朗会	 517円
消費者活動センター	 460円
匿名（3件）	 35,920円

●一円硬貨募金
牟礼　明	 17,534円
㈱いなげや三鷹牟礼店	 16,581円
下連雀羽衣会	 13,596円
㈱コモディイイダ三鷹店	 9,601円
野崎長寿会	 6,252円
高齢者福祉センター	 6,042円
四ツ葉ときわクラブ	 5,433円
東明会	 3,500円

福祉センター	 1,836円
観音寺	 1,761円
三鷹M-Marche	 1,666円
上二親交クラブ	 1,307円
小栗　龍郎	 915円
グループリビングみたかの家	 823円
北野東晴クラブ	 730円
山崎　慎子	 556円
牟礼笑楽会	 532円
いきいき俳句会	 495円
㈱エコスTAIRAYA三鷹新川店	492円
水谷　ヤエ子	 267円
匿名	 	 447円

●福祉基金
新川健康クラブ	 7,000円
NPO法人花岡児童総合研究所	2,400円

●ボランティア基金
三鷹市ボランティア連絡協議会
	 	 100,000円
三鷹駅前立寄りサロン	 20,000円
㈲千代の湯	 13,291円
渡辺　英祐	 5,250円
第11回菓子フェス＋	 5,031円
佐々木　文子	 1,260円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（４〜５月）

（敬称略）
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