
※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

「みんなの掲示版（ウェブ版）」
掲載場所変更のお知らせ

　市ホームページのリニューア
ルに伴い、12月15日から掲載場
所が変わりました。トップペー
ジ中段の「広報みたか」のバナー

（下図）からご覧いただけるほか、
入稿もできます。

秘書広報課
☎内線2133

催し
アリスみたか（クリスマス会）

三鷹市ひとり親家庭福祉会 12
月16日㈰正午～午後3時 生涯学
習センター 幼児100円、小学生以
上200円（会員は小学生以上100円）

ふるたに☎090-4713-5210・
paamandayo@yahoo.co.jp

みんなの暮らしの保健室「おしゃ
べりとクリスマスランチ会」

暮らしの保健室in三鷹 12月17
日㈪正午～午後3時 みたかスペー
スあい（下連雀3-28-20） 100円
当日会場へ 多田☎44-6359

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

12月18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◆物品提供は冬物衣類と新
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時に受
付 同センター☎48-0648

元気ひろば おれんじの催し
①介護予防教室＝12月18日㈫午

後1時30分～3時、②大人のアトリエ
＝21日㈮午後1時～2時30分、③笑
いヨガ＝26日㈬午後2時～3時30分、
④トールペイント＝平成31年1月9日
㈬午前10時～11時30分、⑤己書楽
書道場＝17日㈭午前10時～11時30 
分、⑥英会話＝17日午後3時～4時30
分 同会（中原3-1-65） ①2,500 
円、②⑤1,000円、③600円、④700円、
⑥2,000円 同会☎76-5940（④
は31年1月7日㈪午後3時まで） 

みたかふれあいサロンの催し
① iPadのアプリで電子書籍を読

もう！保存、基本操作＝毎週金曜日
午後1時15分～2時45分(12月28日、
平成31年1月4日を除く)、②PC道
場(PC・タブレットなどお困りの相
談に応じます)＝毎週水曜日午後1
時～3時15分（1月2日を除く）、毎月
第4土曜日午後6時15分～8時15分、
③ICT(スマホ タブレット パソコン)
あれ？それ！相談会＝1月9日㈬午後
3時40分～5時40分、④スマホ・タ
ブレットなんでも相談会＝1月10日
㈭午後3時45分～5時 ②10人、③ 
1～2人 三鷹産業プラザ ①②
2,000円（1回）、③30分500円（別途
教材代、材料代が掛かります）、④
1,500円（1回） ①③④NPO法
人シニアSOHO普及サロン・三鷹
☎40-2663・ 40-2664（③は先着 

制）、②当日会場へ(先着制)

三鷹雑学大学第41回講義「イス
ラーム社会の様相と通過儀礼」

12月23日㈷午前10時～正午
消費者活動センター 当日会場
へ 近藤☎48-1490・ http://
mzatsugaku.wpblog.jp/

「サロンきっかけ」①おしゃべり会
と②年忘れランチ会

活躍きっかけ隊 12月27日㈭
午前10時～午後2時30分 三鷹市
公会堂さんさん館 ①100円、②
600円 当日会場へ 加藤☎080-
5496-9758

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 12月27日㈭、平成31

年1月8日㈫午後1時30分～4時30分
芸術文化センター 600円（初回

800円） 小林☎・ 26-6825
（当日参加も可）

ステップⅡ自由練習会
三鷹ダンスクラブ 31年1月4日

～25日の毎週金曜日午後0時15分
～2時45分 SUBARU総合スポー
ツセンター カップル500円、シン
グル300円 ヒールカバー 当日
会場へ セキネ☎090-6018-9579

スタンダードダンス種目スロー
フォックストロット★

三鷹ダンス愛好会 31年1月6
日㈰午後1時30分～3時 三鷹駅前
コミュニティセンター JCFスタン

ダードチャンピオンで統一スタンダー
ドファイナリストの渋谷透子さん
当日会場へ 大内☎31-8656

気楽に手作りの会（粘土アート・
羊毛・トールペイント・つる＆籐・
押し花）

31年1月10日㈭午後1時～3時30
分 三鷹駅前コミュニティセンター

初回1,200円 荒牧☎080-65 
31-7766

ソーラーシェアリングという選択
―エネルギーと農業で地域の未
来を変える★

NPO法人みたか市民協同発電
31年1月13日㈰午後2時～4時30

分 市民協働センター 市民エネ
ルギーちば合同会社代表社員の東
光弘さん 500円（資料代） 当日
会場へ 大谷内☎090-6049-0203

子育てコンビニひろば
NPO法人子育てコンビニ 31年 

1月18日㈮午前10時30分～11時30
分 元気ひろばおれんじ（中原3-1-
65） 同法人 kosodatenet@mi 
taka.ne.jp 同法人☎41-7021

五感であそぶ ちびくまアート「墨
で Let's マーブリング！」

くまちゃんハウス 31年1月26
日㈯午前10時30分～正午 2歳
～未就学のお子さんと保護者 同
会（牟礼5-12-26） 1,500円（お子 
さん2人目以降は500円追加） 1月 
16日㈬までにお子さんの氏名・年

齢・参加人数を同会 kumachan 
house5@gmail.com 同会（小山）
☎050-3708-2749

会員募集
深い呼吸するヨガの会

毎週月曜日午前10時～11時30分
下連雀南浦地区公会堂 入会金

1,000円、月額4,000円 同会☎
43-0470

伝言板
思春期の子どもとの関わり方、夫
婦の関わり方

杏林大学 31年1月12日㈯午後
1時30分～3時 80人 同大学井
の頭キャンパス（下連雀5-4-1） 当
日会場へ（先着制） 同大学広報・
企画調査室☎44-0611

西武・武蔵野パートナーズの催し 
「むさしのカレッジ」

①「野川と縄文と人の暮らし」考
古学レクチャーと土器作り体験＝31
年1月14日㈷午前10時～午後3時、
②羊毛フェルトのオリジナルブロー
チを作ろう！「野鳥観察＆野鳥ブロー
チ作り」＝27日㈰午前9時30分～午
後3時 ①小学3年生以上20人、②
高校生以上15人 野川公園自然観
察センター ①1,500円（資料代・
材料代を含む)、②1,000円 ①
12月16日㈰から、②1月4日㈮から、
直接または電話で同公園サービスセ
ンター☎31-6457（先着制） 

平成31年1月20日発行号
原稿締切日	12月18日（火）
2月3日発行号
原稿締切日	1月9日（水）

いずれも午後5時まで
※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。

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
※タイトル後に★のあるものは生涯学習課の講師派遣事業。
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

調理員、⑤用務員（②～⑤パートタイ
マー）
◆資格	 ①②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、③
保育士（無資格者は応相談）、④栄養士
または調理師免許（無資格者は応相談）
◆勤務時間	 ①早番・日勤・遅番・夜勤 
の4交代制。夜勤は月4～6日程度（応相
談）、②午前11時30分～午後8時15分（週
2・3日程度。応相談）、③土曜日午後1
時30分～午後5時30分、午後5時～7時
30分、④月曜日午前8時～午後4時30分、
⑤月～金曜日午後4時30分～7時30分
◆勤務場所	 ①②老人保健施設はなか
いどう、③三鷹駅前保育園、④⑤三鷹
赤とんぼ保育園
◆報酬	 ①月額245,000円（介護福祉士 
以外は235,000円）、②時給1,300円、③ 

時給1,080円～1,463円、④時給1,050円 
～1,425円、⑤時給1,000円～1,250円 

（③④資格の有無・時間帯による、⑤時
間帯による）
※①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）、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「〒181-0013下連雀3-30-12三鷹駅
前保育園」・☎79-5441、④⑤「〒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。

総合オンブズマン相談 
（平成31年1月）

10・17・31日＝中村一郎さん（弁護
士）、24日＝片桐朝美さん（杏林大学准
教授）、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

平成30年度第2回 
三鷹市総合教育会議の傍聴
　30年度の取り組み状況を踏まえた次
年度の取り組みの方向性について。

12月25日㈫午前10時～正午
10人
市議会協議会室（市役所3階）

必要事項（11面参照）を企画経営課
☎内線2150・ 48-1419・ kikaku@
city.mitaka.tokyo.jpへ（先着制）

　「TAKA-1（タカワン）〈みたかセレクトONE〉」みたかのおみやげ部門に 
認定されている商品を集めた販売会を開催します。1,000円以上購入すると 
先着100人に特製エコバッグをプレゼントします。
　三鷹を代表する逸品に出会うチャンスです。ぜひお越しください。

たかじょうくんのナッツクッキー 太宰ロゴ入りケーキ 風の散歩道ティー・ブレンドコーヒー

ごみ対策課☎内線2533
　東京2020オリンピック・パラリンピックで使用するメダルを、不要になった 
小型家電から製作するプロジェクトに、三鷹市も参加しています。
　小型家電のリサイクルにご協力ください。

◆回収ボックスの設置場所
　市役所（本庁舎1階、第二庁舎2階）、コミュニティ
センター、リサイクル市民工房
※ 詳しくは、市ホームページまたは（一財）日本環

境衛生センターホームページ http://www.
toshi-kouzan.jp/をご確認ください。

東京2020組織委員会、環境省、（一財）日本環境衛生センター、㈱NTTドコモ、
東京都

あなたの想いが
　　メダルになる

12月27日㈭午前11時～午後5時　
三鷹コラル（下連雀3-35-1）　
当日会場へ

TAKA-1認定・サポート委員会
（三鷹商工会内）☎49-3111・
http://taka-1.mall.mitaka.ne.jp/

三鷹のおみやげ

歳末TAKA-1まつり

今年認定されたばかりの新商品も販売します

6

市外局番「0422」は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ「各課ご案内」から確認いただけます。

広報みたか　No.1633　2018.12.16※はがき・ファクス・電子メールによる申込は11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


