
しごとの相談窓口
9月12日㈬午前10時～正午（11時30

分まで受付）
内職相談は市民
三鷹産業プラザ
雇用保険受給者は雇用保険受給資格

者証、内職相談者は身分証明書
当日会場へ
生活経済課☎内線2543

40歳未満対象の面接対策セミナー
と全年齢対象の就職面接会
9月26日㈬①面接対策セミナー＝午前

10時～正午、②合同就職面接会＝午後1
時～3時30分（3時まで受付）
①おおむね40歳未満の方40人
武蔵野スイングホール（武蔵野市境

2-14-1）
②面接希望分の履歴書
①9月5日㈬からハローワーク三鷹

☎47-8617へ（先着制）、②当日会場へ
※②の参加企業は10社程度。
就職活動支援セミナー 「ライフキャ
リアから考えるシニアの就職活動」
9月27日㈭午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職中の方30人
市民協働センター　
わくわくサポート三鷹相談員でキャ

リアコンサルタントの鈴木茂さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保

険受給資格者証
9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☎45-86	
45・ 45-8646へ（先着制）
女性のための就労支援講座 
①仕事に活かそう！職場のカラーコー

ディネート=9月28日、②仕事力アッ
プ！“愛され”ビジネスマナー=10月5日、
いずれも金曜日午前10時～正午
再就職を希望する女性でアンケート

にご協力いただける方各20人、保育（1
歳～未就学児）各5人
三鷹産業プラザ
①カラーコーディネーターの中間貴恵

さん、②ウェリナレイ㈱の戸松晃子さん
開催日の1週間前（保育は2週間前）ま

でに必要事項（11面参照）・保育希望者
はお子さんの年齢を㈱まちづくり三鷹
project@mitaka.ne.jpへ（先着制。

保育は申込多数の場合は抽選）
㈱まちづくり三鷹☎40-9669

教育委員会　学校嘱託員（介助員）
◆職務内容	 障がいのある児童・生徒の
介助
◆勤務期間	 10月1日～平成31年3月31
日（長期休業期間を除く。更新の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日おおむね午前8
時～午後4時（実働週30時間）
◆勤務場所	 六小教育支援学級
◆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。
9月11日㈫（必着）までに履歴書（写真

貼付）・小論文「介助員として心がけた
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
考後に面接）
同課☎内線3242

（公財）三鷹市スポーツと文化財団　
嘱託員
◆職種	 一般事務（1人）
◆職務内容	 施設管理、茶道などの伝
統文化に関する事業の実施
◆勤務期間	 11月１日～平成31年3月
31日（更新の場合あり）
◆勤務時間	 週4日午前8時30分～午後
5時（実働週30時間）
◆勤務場所	 みたか井心亭
◆報酬	 月額175,900円　交通費支給
※社会保険などの適用あり。
◆採用予定日　11月1日
9月9日㈰（消印有効）までに履歴書（同

財団ホームページ http://mitaka-
sportsandculture.or.jp/から入手）を特
定記録郵便で「〒181-0012上連雀6-12-
14三鷹市芸術文化センター」へ
同センター☎47-9100

㈱まちづくり三鷹　臨時社員（1人）
◆職務内容	 市政窓口業務
◆資格	 パソコン操作（初～中級程度）
ができる方
◆勤務時間	 月～日曜日のうち5日（実
働週35時間、早番・遅番の交代制）
◆勤務場所	 三鷹東部市政窓口

◆報酬	 時給970円、交通費支給（日額
上限864円）
◆採用予定日　10月1日
9月12日㈬午後5時（必着）までに履歴

書（写真貼付、電子メールアドレスを記
入）・個人情報の取り扱いについての同
意書を直接または郵送で「〒181-8525
㈱まちづくり三鷹」へ
※詳しくは同社ホームページ https://
www.mitaka.ne.jp/へ。
三鷹駅前市政窓口☎42-5678

（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 介護職（契約職員。正職員への
登用あり）
◆資格	 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
◆勤務時間　早番、日勤、遅番、夜勤の
4交代制（応相談）
◆勤務場所	 老人保健施設はなかいどう
◆報酬	 月額240,000円（介護福祉士以
外は230,000円）
※賞与あり（昨年度実績210,000円程度。
採用1年目は異なる）。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。

今後が期待される劇団を集めて贈る演劇フェスティバル
MITAKA "Next" Selection 19th
第2弾　ぱぷりか「きっぽ」　作・演出　福名理穂
芸術文化センター　星のホール　全席自由（日時指定・整理番号付き）　9月7日㈮～17日㈷全12公演
チケット発売中
会員＝前売り2,200円・当日2,500円　
一般＝前売り2,500円・当日2,800円　
学生＝2,000円（前売り・当日とも）
高校生以下＝500円（前売り・当日とも）

第3弾　かわいいコンビニ店員飯田さん「手の平」　作・演出 ： 池内 風
芸術文化センター　星のホール　全席自由（日時指定・整理番号付き）　10月19日㈮～28日㈰全12公演
チケット発売中
会員＝前売り3,000円・当日3,300円　
一般＝前売り3,500円・当日3,800円　
学生＝2,000円（前売り・当日とも）　
高校生以下＝500円（前売り・当日とも）
　

キャロリン・サンプソン（ソプラノ）&
フライブルク・バロック・オーケストラ 
バッハが書いたソプラノ独唱のための 
美しいカンタータ 
芸術文化センター　風のホール　全席指定
10月21日㈰　午後2時開演
チケット発売中
会員＝S席6,300円・
A席5,400円
一般＝S席7,000円・
A席6,000円
U-23（23歳以下／
A席限定）＝4,000円
［曲目］J.S.バッハ：
結婚カンタータ『わた
しの心は血の海を泳ぐ』BWV199、バイオリン
とオーボエのための協奏曲BWV1060R　ほか

チケットインフォメーション

キャロリン・サンプソン
©Marco	Borggreve

友の会『マークル』会員募集中！　年会費／2,000円　会員特典／チケットの優先予約・割引（1公演2枚まで）・ポイントサービス、情報誌の送付、チケットの無料送付（口座会員のみ）、芸術文化センター・三鷹市公会堂レストランでの飲食代金10％オフなど。

●窓口販売 10:00～19:00　月曜日休館（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌・翌々日が休館）
芸術文化センター／三鷹市公会堂さんさん館／三鷹市美術ギャラリー
※学生、U-23（23歳以下）券をお求めの方は、公演当日身分証明書をお持ちください。
※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。

料金500円、対象は1歳～未就
学児、定員10人（公演の2週間前ま
でに申し込む）
※特に記載のない場合、公演事業は未
就学児の入場をお断りしています。

●電話予約 10:00～19:00
芸術文化センター☎47-5122
●インターネット予約（要事前登録）
https://mitaka-art.jp/ticket 

財団主催の公演チケットまたはチケット半券で、三鷹駅周辺などの「チケットパートナーショップ」協力店でさまざまなサービスが受けられます（サービス有効期間は公演日から7日間）。

同財団　☎47-5122
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/

チケット
お求め方法

★

★

★

9月 7日㈮ 8日㈯ 9日㈰ 10日㈪ 11日㈫ 12日㈬ 13日㈭ 14日㈮ 15日㈯ 16日㈰ 17日㈷
14：00 ★ ★ 休

館
日

● ● ●
14：30 ★
19：00 ★ ●
19：30 ★ ● ● ●

　俳優の女鹿伸樹さん（写真）が『冬の花火』を朗読します。
10月19日㈮午後6時～6時50分　 25人
10月7日㈰（必着）までに往復はがきで必要事項（11面参

照）・参加者氏名（2人まで）を「〒181-0013下連雀3-16-14
グランジャルダン三鷹1階	太宰治文学サロン」へ（1人1通。
申込多数の場合は抽選）

太宰治作品朗読会『冬の花火』（抜粋）
太宰治文学サロン☎26-9150

第102回

　人と人とのつながりで生じる虚無感を、温もりのある筆致で描く会話劇。

10月 19日㈮ 20日㈯ 21日㈰ 22日㈪ 23日㈫ 24日㈬ 25日㈭ 26日㈮ 27日㈯ 28日㈰
14：00 ★ ★ 休

館
日

● ●
15：00 ★
19：00 ★ ●
19：30 ★ ● ● ● ●

　切れ味の鋭いセリフが導く、「家族」と、それだけでは終わらない物語。

★の回は、会員・
一般のみ各300
円引き

★の回は、各300
円引き（高校生以
下を除く）

みたか太陽系ウォーク2018連携企画

惑星工作ワークショップ
「惑星工作をして太陽系を知ろう！」　★

9月23日㈷午後1時～2時　 小学生以上のお子さん10人（保護者同伴可）
天文・科学情報スペース（下連雀3-28-20三鷹中央ビル1階）
300円（材料代）
9月5日㈬午前11時～19日㈬午後5時に電子メールで必要事項（11面参照）・

保護者同伴の有無を同スペース tenmon@mitaka.ne.jpへ（先着制）

三鷹ネットワーク大学☎40-0313

撮影：荒井純一
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