
井の頭コミュニティセンター
①管理栄養士の早川宏子さん、②歯

科衛生士の鮎川洋美さん、③健康運動
指導士の森本友紀恵さん
①②筆記用具、③運動しやすい服装、

室内履き
10月6日に直接、または7日㈰か

ら直接または電話で同センター☎44-
7321へ（先着制）
栄養料理教室　日本の伝統料理

「まごわやさしい」の食材を使って
①新川中原住民協議会、②連雀地区

住民協議会
①11月8日㈭午前10時～午後1時、

②14日㈬午前10時から
市民①20人、②19人
①新川中原コミュニティセンター、

②連雀コミュニティセンター
管理栄養士の①早川宏子さん、②奈

良理香子さん
500円（材料代）
エプロン、三角巾、筆記用具
①10月7日㈰から、②15日㈪から参

加費を各センターへ（先着制）
①新川中原コミュニティセンター☎

49-6568、②連雀コミュニティセンター
☎45-5100
櫻川江戸芸かっぽれ講座と体験
市、東部地区住民協議会
11月10日㈯午前10時30分～正午
40人
牟礼コミュニティセンター
櫻川江戸芸かっぽれ代表の大嶋智代

（梅智代）さん
11月5日㈪までに直接または電話

で同センター☎49-3441へ（先着制）
緑のボランティア講座
11月11日㈰・23日㈷、12月8日㈯・

15日㈯、平成31年1月12日㈯、2月2日
㈯、いずれも午前10時～午後3時30分
（全6回）
全回出席できる方25人
市内の公園緑地（雑木林、竹林）ほか
東京農業大学教授の濱野周泰さん
5,000円（活動用ヘルメット代を含

む。協会会員は3,000円）
筆記用具、昼食、作業用手袋、活動し

やすい服装
10月22日㈪（必着）までに往復はが

きまたはインターネットで必要事項
（11面参照）を「〒181-0012上連雀8-3-
10NPO法人花と緑のまち三鷹創造協
会」・ http://hanakyokai.or.jp/へ（申
込多数の場合は抽選）
同法人☎46-2081

市民講師デビュー講座　 
「健康長寿のための1日15分の 
血管マッサージ」
（公財）三鷹市スポーツと文化財団
11月14日㈬午後1時30分～3時
16歳以上の方30人
生涯学習センター
介護予防運動指導員の大竹真由美さん
11月2日㈮までに直接または電話

で同センター☎49-2521へ（先着制）
連雀歌謡教室
連雀地区住民協議会
11月24日～12月8日の毎週土曜日午

後1時30分～3時30分（全3回）
55人
連雀コミュニティセンター
歌唱健康指導士の細田千惠子さん
100円（教材代）
10月9日㈫から参加費を同センター

へ（先着制）
同センター☎45-5100

三鷹連雀映画祭実行委員会制作の
映画のエキストラ
　短編映画のラストシーン（ダンスシー
ン。ダンス経験・年齢不問）に参加しませ
んか。当日は簡単なダンスの練習を行い
ます。
同委員会
10月14日㈰午後1時～5時
三鷹中央通り商店会「一富士」付近
10月12日㈮までにみたか観光案内所

☎40-5525・ https://www.facebook.
com/MitakaKanko/（同案内所Face	
bookページ）へ

「ミタカフェ マイデスク」 
（レンタルデスク）利用者
◆利用期間　11月1日㈭～平成31年3
月31日㈰午前9時～午後10時（1月1日
㈷を除く）
◆環境・設備　LAN回線、メールボッ
クス、ロッカー、机、椅子、袖机
今後ビジネスを始めようとしている

方、創業間もない方7席
三鷹産業プラザ
月額14,580円（三鷹iクラブ会費を含む）
10月17日㈬午後5時（必着）までに必

要書類を「〒181-8525㈱まちづくり三
鷹」・ mitacafe@mitaka.ne.jpへ（書
類選考後に面談）
※詳しくは同社ホームページ https:	
//www.mitaka.ne.jp/へ。
同社☎40-9669

※利用者は三鷹 iクラブに入会していた
だきます。

しごとの相談窓口
10月10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

駐車監視員資格者講習
平成31年1月21日㈪・22日㈫＝講

習、28日㈪＝考査
500人
東京ビッグサイト（江東区有明3-11-1）
20,000円
11月5日㈪～30日㈮に必要書類を最

寄りの警察署へ（先着制）
※詳しくは警視庁ホームページ http:
//www.keishicho.metro.tokyo.jp/へ。
三鷹警察署☎49-0110

市立学校　臨時職員
◆職種	 栄養士（産休代替）

◆資格	 栄養士免許
◆勤務期間	 11月下旬～3月上旬（更新
の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日（実働7.5時間、
学校行事などにより土曜日の勤務あり）
◆報酬	 時給1,250円、交通費支給（日
額上限864円）
※社会保険の適用あり。
10月17日㈬（必着）までに履歴書（写

真貼付）・資格証の写しを直接または郵
送で「〒181-0004新川6-35-28総務課」
（教育センター暫定施設2階）へ（書類選
考後、面接）
同課☎内線3214

（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①保育士（正職員10人程度）、
②介護支援専門員（契約職員1人）
◆資格	 ①昭和48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介護支
援専門員または主任介護支援専門員
◆勤務時間	 ①月～土曜日のうち5日の
交代制（実働7.75時間）、②月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分
※①三鷹駅前保育園のトワイライトス
テイは日曜日、祝日の勤務あり（2カ月
に1回程度）。
◆勤務場所	 ①同事業団が運営する保
育園・こども園、②居宅介護支援事業所
◆報酬（月額）　①184,240円～225,344
円（経験などによる）、②230,000円（主任
介護支援専門員は260,000円）
※①賞与あり（昨年度実績4.5カ月分。採
用1年目は異なる）。宿舎借り上げ制度あ
り（月額82,000円まで。対象外の場合は
同事業団規定の家賃補助制度あり）。
※②賞与あり（昨年度実績130,000円程
度。採用１年目は異なる）。夜間・休日
緊急対応手当あり（月額10,000円）。
◆採用予定日　①平成31年4月1日、②
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「〒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。

CINEMA SPECIAL　世界の名優（10月の上映会）
グレタ・ガルボ
芸術文化センター　星のホール　全席指定
10月13日㈯　各回2本立て／昼夜入替制
昼の部 午前11時／夜の部 午後4時上映開始
チケット発売中
各回　会員＝900円
一般＝1,000円　学生＝800円
『アンナ・クリスティ』（1930年／アメリカ／
89分／DVD）
　グレタ・ガルボが初めて挑んだトーキー作品。
『グランド・ホテル』（1932年／アメリカ／
112分／DVD）
　アカデミー賞作品賞を受賞した、希代の傑作。
※この映画シリーズは毎月1回、違う俳優で12月まで続きます。

新春初笑い寄席
春
し ゅ ん ぷ う て い

風亭小
こ

朝
あ さ

　独演会　
三鷹市公会堂　光のホール　全席指定
平成31年1月19日㈯　午後2時開演
チケット発売日
会員＝10月14日㈰
一般＝10月17日㈬
会員＝3,150円
一般＝3,500円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円
　新しい年の笑い初め！
小朝の落語で、福を呼び
込んでください！

春
し ゅ ん ぷ う て い し ょ う た

風亭昇太　独演会　
三鷹市公会堂　光のホール　全席指定
12月16日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝10月7日㈰
一般＝10月12日㈮
会員＝3,150円
一般＝3,500円
学生＝2,000円
高校生以下＝1,000円
※発売初日の購入は1回
につき4枚まで。
　「笑点」の司会も絶好調！昇太落語で大
笑いして、すてきな年忘れを！

チケットインフォメーション

『グランド・ホテル』
提供：アイ・ヴィー・シー

春風亭昇太
春風亭小朝

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、休日を除く翌日・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は、公演事業は
未就学児の入場をお断りしています。

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
発売初日は電
話とインター
ネットで受け
付けし、窓口
販売は翌日か
らです。

●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 
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