
 

催し
トークサロン「みんな仲間」

21世紀はあなたが主役 4月9
日㈫午後1時～3時 女性交流室 

（下連雀3-30-12中央通りタウンプラ 
ザ） 300円（茶菓代を含む） 当日
会場へ モリ☎090-6515-7131・

47-5033

みたかふれあいサロンの催し
①PC道場（PC・タブレットなど

お困りの相談にも応じます）＝毎週
水曜日午後1時～3時15分、毎月第
4土曜日午後6時15分～8時15分、
②楽しい俳句＝4月25日㈭午前10
時～正午 ①10人 三鷹産業プ
ラザ ①2,000円（1回）、②500 
円 当日会場へ（①は先着制）
NPO法人シニアSOHO普及サロ
ン・三鷹☎40-2663・ 40-2664

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）

4月11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-

6531-7766

みたか・みんなの広場の催し
①お茶と雑談：市民の集いの場

「みたか・みんなの広場」＝毎週
木・金・土曜日午後、②ノルディッ
クウオーク友の会＝毎週土曜日午
前10時から、③市民リレートー
ク：ピアいのかしらワーデンの川
島幸子さん「ワーデンが見た高齢
者の暮らしの変遷」＝4月29日㈷午
後1時30分～3時30分、④包丁研
ぎ講習会＝毎月第1・3月曜日午
後、⑤パソコン個人指導＝時間応
相談 ①③～⑤同会（下連雀4-5-
19みたかの家内）、②市民協働セン
ター ①③200円、④300円、⑤
応相談 ④包丁、あれば砥石（と
いし） ①～③当日会場へ、④

⑤なりきよ☎080-1362-5359

元気ひろば おれんじの催し
①初めてのペーパークイリング

＝4月12日㈮午前10時～11時30
分、②セルフフェイスケア講座＝
15日㈪午前10時～11時30分、③
大人のアトリエ＝19日㈮午後1時
～2時30分 同 会（中 原3-1-65）

①500円、②2,000円、③1,000
円 同会☎76-5940

長谷川恵子ニット＆バッグ展
しろがねGallery 4月12日㈮

～17日㈬午前11時～午後7時（17
日は5時まで） 同画廊 期間中
会場へ 同画廊☎43-3777

4月おはなしの森―昔話や文学小
品を語りで「海幸、山幸」「りこう
なおきさき」ほか

わたげの会 4月13日㈯午後2
時30分から 中学生以上の方
西部図書館 当日会場へ 米屋
☎33-9011

第167回井の頭かんさつ会「花観」
井の頭かんさつ会 4月14日

㈰午前10時～正午 井の頭公園
300円 同 会 http://kan 

satsukai.net/ 同 会（小 町）
petittown@jcom.zaq.ne.jp

総会
アリスみたか（三鷹市ひとり親

家庭福祉会） 4月14日㈰午前11
時30分～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

東京六甲室内管弦楽団演奏会
4月14日㈰午後2時開演（1時30

分開場） 芸術文化センター風の
ホール 当日会場へ 前田☎79-
3940・同会  http://site-15920

81-4070-3601.strikingly.com/

不登校 親の会
フリースペースコスモ親の会

4月14日㈰午後2時～5時 NPO法
人文化学習協同ネットワーク（下連
雀1-14-3） 同法人（本田）☎47-
8706

笑って元気！ラフターヨガ（笑いヨガ）
三鷹台ラフタークラブ 4月

16・30日の火曜日午前10時30分
～正午 牟礼地区公会堂 500
円（1回） 高瀬☎55-5058

子育てコンビニひろば
NPO法人子育てコンビニ 4月

19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@
mitaka.ne.jp 同法人☎41-7021

三鷹市PMSジャズオーケストラ 
春のコンサート

4月20日㈯午後5時30分から
三鷹駅前コミュニティセンター
当日会場へ 篠崎 pmsjazz@
yahoo.co.jp

第19回びよんどネット蚤の市―
三鷹・武蔵野地域のホームレス
支援のための

4月21日㈰午前10時30分～午
後2時 るま・ばぐーす（下連雀
4-17-6） 当日会場へ びよんど
ネット（湯川）☎46-5240

ティータイム広場 障がいのある
わが子を語ろう

三鷹市心身障害者（児）親の会
4月22日㈪午前10時～正午

同会（下連雀1-8-22HYビル3階）
当日会場へ 愛沢☎24-7888

第41回三鷹書人の会書展
4月23日㈫～28日㈰午前10時

～午後6時（23日は午後2時から、28
日は4時30分まで） 三鷹市美術 
ギャラリー 期間中会場へ 山口
文林堂☎49-7770・ 49-7775

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

4月23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◆物品提供は春・夏物
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

認知症の方との関わり方につい
て一緒にお話しましょう

Cafe丸池（認知症カフェ） 4月
23日㈫午後2時～4時 認知症に
関心のある方 そんぽの家S三鷹
丸池公園（新川3-21-12） 100円

（飲み物代） 当日会場へ 同施
設☎40-1171

職場体験説明会―進路・就職に
悩む若者またはご家族の皆さんへ

NPO法人文化学習協同ネット
ワーク 4月24日㈬午後2時～3
時 同法人（下連雀1-14-3）
丸山☎70-5067

三鷹市家庭婦人バレーボール連
盟主催親善大会

4月27日㈯午前9時～午後5時
家庭婦人の市民で構成された9

人以上のチーム SUBARU総合ス
ポーツセンター 1チーム3,000
円 4月15日㈪までに志藤☎
042-338-3750

第177回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 4

月28日㈰午前9時50分集合（雨天
決行）。三鷹駅南口デッキ上、市民
ガイドが持つのぼりが目印。コー
スは約2時間40分。希望者は朗読

を聞きながら昼食も 当日集合場
所へ こやの☎44-0981

NPOテニスレッスン
NPO法人テニスネットワーク
①5月8日～6月26日の毎週水

曜日午前9時～10時30分、②5月9
日～6月27日の毎週木曜日午後1
時～3時 大沢総合グラウンドテ
ニスコート 2,000円（1回）
同法人（菊地）☎03-5314-3737

伝言板
一汁一菜カフェ 子どもも大人も
おにぎりと具だくさんみそ汁で
交流会

ルーテル学院大学第9期地域福
祉ファシリテーター修了生 4月
13日㈯午前11時～午後2時 上
連雀堀合地区公会堂 100円
当日会場へ みたかボランティア
センター☎76-1271

学生とランチを一緒に！食DE絆
地域福祉ファシリテーター第5

期修了生・ルーテル学院大学学生
有志 4月17日㈬午前11時～午後
1時 同大学学生食堂 昼食代実
費 当日会場へ 同大学コミュニ
ティ人材養成センター☎31-7920

わがまちジャーナル4月号
地上11chで放送中
このまちの気になる社長さん
（その9）　ほか

NPO法人むさしのみたか
市民テレビ局
☎・ 79-1434
mmctv@jcom.zaq.ne.jp

※ご意見、情報をお寄せください。

5月19日発行号
原稿締切日 4月17日（水）
6月2日発行号
原稿締切日 5月9日（木）

いずれも午後5時まで

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
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

※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。

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

総合保健センター　臨時職員（1人）
◆職種 歯科衛生士（産休代替）
◆職務内容 歯科保健指導業務など
◆資格 歯科衛生士免許を有し、パソコ
ン操作（ワード・エクセル）ができる方
◆勤務期間 5月27日～8月31日（更新
の場合あり）
◆勤務時間 月～金曜日のうち4日午前
8時30分～午後5時（実働7.5時間）
◆報酬 時給1,530円、交通費支給

4月22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6-37-1総合保健セ
ンター」（元気創造プラザ2階）へ

健康推進課☎内線4222
㈱まちづくり三鷹　契約社員（1人）
◆職務内容 一般事務、まちづくり関連
業務、イベントなどの企画・運営
◆資格 普通自動車運転免許を有し、ワー
ド・エクセル中級程度の方
◆勤務期間 5月1日～令和2年3月31日

（更新の場合あり）
◆勤務時間 月～金曜日午前8時30分～
午後5時30分（実働週40時間）
◆勤務場所 三鷹産業プラザ
◆報酬（月額）　226,000円、交通費支給

（上限20,000円）
4月12日㈮午後5時（必着）までに履歴

書（写真貼付、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/をご覧ください。

同社☎40-9669
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種 ①保健師・看護師（正職員）、②
保育職、③～⑤調理員、⑥用務員（②～⑥
パートタイマー）
◆資格 ①昭和48年4月2日以降生まれ
で保健師または看護師免許を有する方、
②保育士、③～⑤栄養士または調理師免
許（②～⑤無資格者は応相談）
◆勤務時間 ①月～金曜日午前8時30分
～午後5時15分、②月～金曜日午後4時
30分～7時30分、月・火曜日午後5時～
8時30分、③月曜日午後0時30分～4時
30分、④月～金曜日午前8時30分～午後
0時30分、⑤水曜日午前9時～正午、月・
木・金曜日午後1時～4時30分、⑥月・
水・金曜日午前9時～正午
◆勤務場所 ①同事業団が運営する保
育園、こども園、②三鷹駅前保育園、③
三鷹西野保育園、④三鷹ちどりこども
園、⑤三鷹赤とんぼ保育園、⑥母子生活
支援施設三鷹寮
◆報酬 ①月額210,448円～284,480
円（経験などによる）、②時給1,080円～

1,463円（資格の有無・時間帯による）、
③～⑤時給1,050円～1,140円（資格の
有無による）、⑥時給1,000円
※①賞与あり（昨年度実績4.6月分。採用
１年目は異なる）。処遇改善手当（別途月
額20,000円）あり。
◆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 ①「〒181-0002牟 礼6-12-30三
鷹市社会福祉事業団」・☎44-5211、②

「〒181-0013下連雀3-30-12三鷹駅前
保育園」・☎79-5441、③「〒181-0016
深大寺3-3-10三鷹西野保育園」・☎39-
7030、④「〒181-0012上連雀4-12-26三
鷹ちどりこども園」・☎72-9220、⑤「〒
181-0002牟礼3-9-3三鷹赤とんぼ保育
園」・☎40-0600、⑥「〒181-0002牟礼
6-12-30三鷹市社会福祉事業団児童支援
室」・☎24-8881へ
※詳しくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。
井の頭地区住民協議会　臨時職員
◆職務内容 図書室カウンター業務補助
◆資格 昭和34年4月1日以降生まれで、
土・日曜日の勤務ができる方
◆勤務時間 週1・2日午前9時45分～

午後8時（実働6.5～7.5時間、土曜日3～
4時間）
◆勤務場所 井の頭コミュニティセン
ター本館
◆報酬（時給） 　平日1,000円、土・日曜
日1,125円、交通費支給

4月17日㈬（消印有効）までに履歴書
（写真貼付）を直接または郵送で「〒181-
0001井の頭2-32-30井の頭コミュニティ
センター」へ

同センター☎44-7321

税理士による税の無料相談 
「むさしの」

東京税理士会武蔵野支部
4月9日、5月14日、6月11日、7月9

日の火曜日午後1時30分～4時30分（1人
40分）

各日4人
武蔵野税理士会館（武蔵野市中町1-23-

17）
4月8日㈪以降の平日午前9時～午

後5時に同支部☎55-2313へ（先着制）

6広報みたか　No.1640　2019.4.7※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。

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。


