
催し
第45回三鷹雑学大学講義 井の頭
池と神田川―井の頭池の湧水

4月21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

みたかふれあいサロンの催し
①まるごと基礎講座インターネッ

トやワード・エクセルなど＝毎週月
曜日午後1時15分～3時、②iPadを
使って脳をイキイキ・ワクワク「脳
若トレーニング」＝4月27日、5月
18・25日の土曜日午前10時30分～
正午 三鷹産業プラザ ①1,500円、
②500円（いずれも1回） NPO
法人シニアSOHO普及サロン・三
鷹☎40-2663・ 40-2664

社会福祉協議会担当者に子ども
食堂について聞いてみよう！

みたかのたからばこ 4月24日
㈬午前10時～正午 みたかスペー
スあい（下連雀3-28-20） 100円

坂戸☎090-4212-3307・
mitaka.takarabako@gmail.com

「みんなのうた」とおしゃべりラン
チ会

三鷹市の福祉をすすめる女性の
会 4月24日、5月22日の水曜日午
前10時～午後1時30分 福祉セン
ター 200円 フルタニ☎090-
4713-5210・嶋崎 46-3665

元気ひろば おれんじの催し
①ラフターヨガ＝4月24日㈬午

後2時～3時30分、②生け花小原流
＝26日㈮午前10時30分～正午、③
心と体の癒しヨガ＝26日午後1時～
2時 同会（中原3-1-65） ①600
円、②2,000円、③1,000円
同会☎76-5940（②4月23日㈫午後
3時まで）

サロンきっかけ「おしゃべりと吹
上げ風車作り」

活躍きっかけ隊 4月25日㈭午
前10時～正午 三鷹市公会堂さん
さん館 100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 4月25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）

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
4月27日㈯午前10時～午後1時
市民センター議場棟下 500円

（1区画分） 同協議会☎76-1271
（申し込みは2区画まで）

うつ友の会 三鷹（4月からの予定
表を配布します）

4月27日㈯午後1時30分～4時
みたかボランティアセンター 100
円（茶菓代） 当日会場へ 高橋☎
090-5209-4411

三鷹がん哲学外来カフェ第9回：
がんと共に生きる人々がわかち
合う対話と共感

日本キリスト教団相愛教会 4月
27日㈯午後2時～4時 同教会（牟 
礼4-3-46） 200円 当日会場へ 

宮本☎44-7518・ taokomiya 
moto@gmail.com

withbaby 無料手形・足形スタ
ンプ 母の日デザイン

withbaby 5月9日㈭午前10時
30分～正午 みたかスペースあい

（下連雀3-28-20） 当日会場へ
太田☎090-7003-3777

親子自然かんさつ会―ひかり輝
く春の花と生きもの達を探そう

みたか・ちょうふ自然かんさつ会
5月11日㈯午前9時30分～午後

0時30分 20人 水生植物園（神
代植物公園付属） 大人300円、お
子さん100円 佃☎090-6650-
2121・ kztsukuda@hi-ho.ne.jp 

（先着制）

後藤充展 REVERSE-PERSPECTIVE
ぎゃらりー由芽 5月11日㈯～

26日㈰正午～午後7時（26日は5時
まで） 同画廊 期間中会場へ
同画廊☎47-5241（木曜日休み）

9人制バレーボール審判講習会
（家庭婦人）

三鷹市家庭婦人バレーボール連
盟 5月12日㈰午前9時～午後5時

SUBARU総合スポーツセンター
300円 4月30日㉁までに志

藤☎042-338-3750

老齢年金のもらい方（就労との関
係、繰下げ・繰上げ）

くらしのお金を学ぶ会 5月12
日㈰午前10時～11時30分 生涯
学習センター 500円（テキスト代）

伊達☎050-3570-1357・
kurashi.okane.mtk@gmail.com

笑う呼吸法（笑いヨガ）
東京三鷹の森わっはは楽楽（わい

わい） 5月12・26日の日曜日午前10
時40分～正午 連雀コミュニティ
センター 500円（1回） ハラ 
☎090-3902-9691・ 44-7772

天然理心流と剣術の基礎体験会 
新撰組近藤勇らがつかった剣を
体験してみませんか！

天然理心流剣究会 5月12日㈰
午後1時～2時 SUBARU総合ス
ポーツセンター 500円 当日会
場へ 大久保☎090-8300-4029

みんなで学ぼう！おいしい低糖質
（試食会）

Bright Kitchens’ 5月12日㈰
午後2時～4時 東郷医院（下連雀 
3-34-13） 1,500円 東郷☎ 
080-6763-8493・ brightkitch 
ens2019@gmail.com

歌声サロンの催し
①歌声サロン中原＝5月14日㈫午

後1時～4時、②歌声サロン三鷹＝
15日㈬午後1時～3時 ①新川中原
コミュニティセンター、②生涯学習
センター ②500円 当日会場へ

金子☎49-8899

親子のためのシュタイナー園一日
体験

ヴァルドルフの森キンダーガルテ
ンなのはな園 5月18日㈯午前10
時～11時30分 同園 会員2,000
円、一般2,500円 同園 ht 
tp://www.nanohana-en.com/を
ご覧のうえ、同園 79-4598・
oyako-taiken@nanohana-en.com

第3回「連雀寄席」女性真打・桂右
團治さん、明治大学・津軽三味
線「響」友情出演

江戸小噺笑い広げ鯛 5月18日
㈯午後1時30分～4時 三鷹駅前コ
ミュニティセンター 100円 当日
会場へ 武田☎080-5976-9298

チェンバー・フィルハーモニック
東京 第25回定期演奏会

5月18日㈯午後2時から、25日㈯
午後7時30分から 芸術文化セン
ター風のホール 当日会場へ 同
事務局（吉川）☎03-3341-5256

子育てプログラム全5回―ペアト
レで子育てをもっと楽しもう

NPO法人ソムリック 5月19日、
6月23日、7月28日、8月25日、9月
22日の日曜日午前10時～11時30分

あきやま保育室（下連雀3-45-16）
2,500円（5回分） 同法人

info@somlic.com

消費者向け「木造住宅これだけは
知っておいて欲しい・建築知識の
講習会」

北多摩建設産業労働組合 5月
22日～6月12日の毎週水曜日午後
7時～9時（全4回） 消費者活動セ
ンター 12,000円（資料代） 5
月10日㈮までに同組合☎70-0771・

70-0772（建築業者の受講不可）

産業能率大元教授山田博夫さん
による「こころの病に対する精神
療法の行い方」講演会

NPO法人日本人間関係心理士協
会 6月1日㈯午後1時30分～3時30
分 うつ、不安障害、神経症、統合
失調、ひきこもりなど心の病をもつ
方や保護者15人 みたかボランティ
アセンター 1,000円 5月30
日㈭までに同法人☎57-6547・
jahrp-micenter@jcom.zaq.ne.jp

平川信 楽壇生活50年記念コン
サート

三鷹市民混声合唱団フォーゲル
6月1日㈯午後1時30分～4時

625人 芸術文化センター風のホー
ル 当日会場へ（先着制） 菊池☎
47-3391

会員募集
ソピカ（お母さんと子どもの手作
り遊び）

毎月第3水曜日午後2時から 下
連雀地区公会堂 1回800円
馬場☎090-8778-7925

歌の集い しらかば
毎月第2金曜日午後1時～3時・

毎月第2火曜日午後7時～9時 新
川中原コミュニティセンター 月
額1,500円 星田☎080-5016-
8734

なでしこ（介護予防体操）
毎月第1・3水曜日午後1時30分

～3時 生涯学習センター 月額
1,000円 田中☎32-4184

すこやかヨガ
毎週火曜日午前10時15分～11時

45分 新川宿地区公会堂 入会
金2,000円、月額2,500円 坂
本☎090-6178-1863

ジェノワーズの会（お菓子作り教
室）

①6月12日、7月24日、9月11日
の水曜日、②10月9日㈬、11月13日㈬、
令和2年1月9日㈭、いずれも午前10
時～午後1時 牟礼コミュニティセ
ンター 5,400円（3回分） 田中
☎46-3355

パォォーン（親子のためのリトミッ
ク）

毎月3回水曜日午前10時30分～
11時15分 1・2歳のお子さんと保
護者 連雀コミュニティセンター
月額2,000円 藤本 fujimoto.
ritopi@gmail.com

アリスみたか学習会
アリスみたか（三鷹市ひとり親家

庭福祉会） 毎週火曜日午後6時～
8時 小学4年生～中学3年生
連雀コミュニティセンター 月額
2,000円 ふるたに☎090-4713-
5210・ paamandayo@yahoo.
co.jp

カラオケ歌謡練習会
毎月第1・3土曜日午後1時30分

～3時30分 市役所近隣カラオケ
店 入会金1,000円、月額3,500円

藤井☎・ 44-9285

伝言板
ICUオルガン演奏会

ICU宗教音楽センター 5月11
日㈯午後3時から 同大学 前売
1,800円、当日2,000円、小学生～
高校生1,000円 同センター☎
33-3330

6月2日発行号
原稿締切日	5月9日（木）
6月16日発行号
原稿締切日	5月23日（木）

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
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

※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

㈱まちづくり三鷹　契約社員（1人）
◆職務内容	 就労支援講座の運営受付、
一般事務など
◆資格	 ワード、エクセル中級程度、「東
京都地域人材確保・育成支援事業」によ
りかつて従事した経験のない方で、本
雇用期間終了後に都内での再就職を希
望する方（普通自動車運転免許があれば
なお可）
◆勤務期間	 6月1日～令和2（2020）年
3月31日
◆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）

5月10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
※面接による選考を行います。
※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介護職（契約職員。正職員へ
の登用あり）、②介護職（パートタイマー）、
③ホームヘルパー（登録職員）
◆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	 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時間・
曜日は応相談（研修期間あり）
◆勤務場所	 ①②老人保健施設はなか
いどう、③ヘルパーステーションはな
かいどう
◆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身体介護＝時給1,550円～、生活援助・
介護予防＝時給1,300円～、訪問型サー
ビス＝時給1,260円（資格の有無による）
※①賞与あり（昨年度実績180,000円程
度。採用1年目は異なる）。夜勤手当あり 

（1回7,000円）。
※③勤務実績に応じて昇給・報奨金あり。
土・日曜日、祝日、早朝夜間の勤務は
時給400円割増。
◆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。

総合オンブズマン相談（5月）
　市政に関する苦情を受け付けます。

9・16・30日＝片桐朝美さん（杏林
大学准教授）、23日＝中村一郎さん（弁
護士）、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

第20回ふじみ衛生組合安全衛生
専門委員会の傍聴

4月22日㈪午後7時から
10人程度
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制）
同組合☎042-482-5497
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