
在学・在勤を含む18歳以上の市民、
22店舗（1区画2×2m）
※未成年者は保護者の署名、押印が必要。

リサイクル市民工房
10月17日㈬（必着）までに必要事項（15 

面参照）・販売予定品目を「〒181-8555
ごみ対策課」へ（申込多数の場合は抽選。
結果は封書で送付）

同課☎内線2534
※業者の出店、食品・家電製品などの
販売は不可。
※自家用車での来場はご遠慮ください。
高齢の動物を表彰します
　11月11日㈰に開催する三鷹動物祭で、
市内で適切に飼育されている高齢動物
を表彰します。
◆対象となる動物
　平成30年11月30日時点で、15歳以
上の猫および小～中型犬、12歳以上の
大型犬。犬は市に登録があり、狂犬病
予防注射を接種している

（公社）東京都獣医師会 武蔵野三鷹支部
9月30日㈰までに同支部所属の動物

病院へ
◆同支部所属の動物病院（9月1日現在）
　 浅野獣医科医院☎45-3884、 加藤
動物病院☎48-8364、宍戸動物病院☎
48-5362、中原動物病院☎46-2074、
ふじもと動物病院☎24-0661、アルファ
動物診療所☎46-5585、かえで動物病
院☎31-3232、三鷹通りどうぶつ病院
☎70-1156

環境政策課☎内線2523
フリーマーケット出店者

新川中原住民協議会
11月18日㈰午前10時15分～正午
20店舗（1区画1.5×2m）
新川中原コミュニティセンター
500円（1区画分）
10月18日㈭から同センターへ（先着

制。申し込みは2区画まで）
同センター☎49-6568

女性のための就労支援講座（10月）	
	

①家庭も仕事もスッキリ！笑顔で働
くための断捨離セミナー＝11日㈭午前
10時～正午、②ライフ・キャリアプラ
ンセミナー＝19日㈮午前9時30分～正
午、③伝わる！読ませる！ビジネス文
書の書き方＝22日㈪午前10時～正午、
④就職準備セミナー＝24日㈬午前10時
30分～正午
※複数回受講可。

◆勤務時間	 ①月～金曜日午前8時30
分～午後5時15分、②月～土曜日のう
ち5日（交代制）、③月～金曜日午前8時
30分～午後5時、④月～金曜日正午～
午後5時、火・水・金曜日午後5時30分
～9時、⑤土曜日午前10時～午後6時
45分のうち2.5～5時間程度、⑥月曜日
午前8時～午後4時30分
※①配属先により交代で土曜日の勤務
あり。
◆勤務場所	 ①同事業団が運営する施
設など、②同事業団が運営する保育園・
こども園、③三鷹西野保育園、④三鷹
駅前保育園、⑤⑥三鷹赤とんぼ保育園
◆報酬	 ①月額172,816円～218,960
円（経験などによる）、②月額184,240
円～225,344円（経験などによる）、③
～⑤時給1,080円～1,463円（資格の有
無・時間帯による）、⑥時給1,050円～
1,425円（資格の有無・時間帯による）
※①②賞与あり（昨年度実績4.5月分。
採用1年目は異なる）。
◆採用予定日	 随時

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①②「〒181-0002牟礼6-12-30
三鷹市社会福祉事業団」・☎44-5211、
③「〒181-0016深大寺3-3-10三鷹西
野保育園 」・☎39-7030、④「〒181-
0013 下 連 雀 3-30-12 三 鷹 駅 前 保 育
園」・☎79-5441、⑤⑥「〒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。
ファミリー・サポート・センター	
嘱託員（2人）
◆職務内容	 会員の募集・登録、会員
活動のコーディネート、講習会の開催
など
◆資格	 簡単なパソコン操作ができる
保育士または社会福祉士（10月末まで
に取得見込みも可）
◆勤務期間	 11月1日～平成31年3月
31日 (更新の場合あり)

再就職を希望する女性で、就労アン
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　
各講座の開催日1週間前（保育は2週 

間前）までに㈱まちづくり三鷹 proje 
ct@mitaka.ne.jpへ（先着制。保育は申
込多数の場合は抽選）

同社☎40-9669
多様な働き方セミナー	
「多様な働き方とライフキャリア」

10月12日㈮午後1時30分～4時
おおむね55歳以上で求職活動中の方

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
10月10日㈬までに必要事項（15

面参照）をわくわくサポート三鷹☎45-
8645・ 45-8646へ（先着制）
創業塾

三鷹商工会、東京都商工会連合会ほか
11月11日～12月9日の毎週日曜日午

前10時～午後4時30分（全5回）
起業に興味がある方や起業して間も

ない方40人
三鷹商工会館（下連雀3-37-15）
5,000円（5回分、資料代などを含む）

平日午前9時～午後5時に三鷹商工
会☎49-3111へ（先着制）
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①総合職（正職員）、②保育士

（正職員）、③～⑤保育職、⑥調理員（③
～⑥パートタイマー）
◆資格	 ①昭和58年4月2日以降生まれ
で、普通自動車運転免許を持ち、パソ
コン（ワード・エクセル）操作のできる方。
簿記有資格者歓迎、②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）、
③～⑤保育士（無資格者は応相談）、⑥
栄養士または調理師免許（無資格者は応
相談）

高齢者用住宅（福祉住宅）入居者
　緊急通報システムを設置し、生活協
力員を配置しています。

①大沢福祉住宅（大沢3-8-2）＝単身
用1戸（1DK）、②井の頭福祉住宅（井の
頭2-13-6）＝2人用1戸（2DK）、③上連
雀福祉住宅（上連雀2-14-8）＝単身用1
戸（1DK、ガス器具使用不可）
◆家賃（月額）	 ①18,800円～36,900円、 
②30,100円～69,200円、③19,000円
～37,300円（いずれも所得により決定。
共益費別）
◆入居資格	 次の要件を全て満たす方。
・満65歳以上で自立して生活でき、単
身用はほかの親族と同居していない、2
人用は満60歳以上の配偶者または三親
等内の親族による2人世帯（現に同居し
ている親族を除いた申込不可）
・市内に3年以上居住している
・住居に困っている（住宅・土地や共有
部分を所有する方は不可）
・平成29年中の所得が単身用は256万
8,000円以下、2人用は294万8,000円
以下である
・暴力団員でない 
◆入居予定日	 11月下旬以降

9月18日㈫～10月2日㈫（必着）に申
込用紙（高齢者支援課〈市役所1階12番
窓口〉で配布）を直接または郵送で「〒 
181-8555高齢者支援課」へ
※10月17日㈬午後2時から抽選会。

同課☎内線2627
三鷹市シルバー人材センター	
入会説明会

10月3・17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
「一箱古本市」出店者

　一箱分のスペースで古本を販売する
フリーマーケット型古本市です（図書館
フェスタ内のイベントです）。

11月3日㈷午前10時～午後4時（搬入
は9時から。雨天中止）

10店舗
三鷹図書館（本館）

※詳しくは同館ホームページ https: 
//www.library.mitaka.tokyo.jp/へ

同館☎43-9151
秋のフリーマーケット出店者

11月4日㈰午前10時～午後1時（雨天
中止）

第3回みたか Fabコンテスト 
作品募集中	 ㈱まちづくり三鷹☎40-9669

　デジタル加工機器（3Dプリンターやレーザーカッター
など）を活用した雑貨、オブジェなどを募集します。誰か
を幸せにする、心が豊かになる、そんな体験をするために、
デジタル加工技術を活用してアイデアをカタチにしてみ
ませんか。応募者にはファブスペースみたかの利用優遇
や無料の技術サポートで支援します。

みたかFabコンテスト実行委員会
11月30日㈮までに同コンテストホームページ https://fabmitaka.co/

mcontest/へ
◆賞　最優秀賞　1点、優秀賞　2点、ファブスペースみたか賞　数点
※受賞者には平成31年3月開催の表彰式で、賞金・副賞が贈られます。

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ
健康推進課☎内線4202

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
　（受付は午後10時まで。平日のみ。）
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　元気創造プラザ2階）　☎46-3234
　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

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

JA東京むさし
市役所

人見街道

山中通り
大成高校 三鷹駅

一中三鷹
図書館

三
鷹
通
り

む
ら
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通
り

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）
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