
多様な働き方セミナー
5月17日㈮午後1時30分～3時30分
おおむね55歳以上で求職活動中の方

32人
市民協働センター　
わくわくサポート三鷹所長の霧島誠

さん
筆記用具、雇用保険受給者は雇用保険

受給資格者証
必要事項（7面参照）をわくわくサ

ポート三鷹☎45-8645・ 45-8646
へ（先着制）
北野ハピネスセンターけやきのもり

（社福）睦月会　非常勤職員
◆職種	 理学療法士
◆職務内容	 機能訓練
◆資格	 理学療法士免許（障がいのある
方の機能訓練経験者はなお可）
◆勤務期間	 5月～令和2年3月末（再度
の任用の場合あり）
◆勤務時間	 毎週金曜日午前9時30分～
午後3時30分、または月4回午前9時30
分～午後3時（曜日、勤務時間など応相談）
◆報酬	 日額15,000円

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・
資格証の写しを「〒188-0011西東京市田
無町4-22-12-103（社福）睦月会」・☎042-
497-6925へ

（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、③月曜日午後0時30分
～4時30分、土曜日午前9時～午後4時、
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1,170円～
1,463円（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
◆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。

住宅リフォーム無料相談会
　三鷹市住宅リフォームセンターの相談
員が増改築や耐震、修繕などの相談に応
じます。
5月22日㈬午前10時～午後3時（正午

～午後1時を除く）
市役所1階市民ホール
あれば自宅の図面や写真など

当日会場へ
都市計画課☎内線2813

ふじみ衛生組合 
①第59回地元協議会、②令和元年
第2回組合議会定例会の傍聴
①5月13日㈪午後6時30分から、②27

日㈪午前10時から
各20人
クリーンプラザふじみ
当日会場へ（先着制）
同組合☎042-482-5497

令和元年度第1回 
三鷹市健康福祉審議会の傍聴
　『三鷹市健康福祉総合計画2022（第2
次改定）』についてなど。
5月16日㈭午後7時～9時
10人
福祉センター
当日会場へ（先着制）
地域福祉課☎内線2615

	

催し
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：小髙
和明さん「男の定年後・ひまつぶし
あれこれ」＝5月27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 ①③
200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、④⑤なりきよ☎
080-1362-5359

みたかふれあいサロンの催し
①スマホ・タブレットなんでも相

談会＝5月9日㈭午後3時45分～5
時、②タブレット・iPad講座「iPad
のアプリで絵本つくり」＝5月10日
～6月7日の毎週金曜日午後1時15
分～2時45分 三鷹産業プラザ
①1,500円、②2,000円（1回）
NPO法人シニアSOHO普及サ

ロン・三鷹☎40-2663・ 40-26	
64（②は前日までに電話で申し込
む）

足から健康を考える外反母趾（ぼ
し）巻き爪改善
倉橋 5月11日㈯午後2時から
三鷹市公会堂さんさん館

1,500円（マッサージオイル代を含
む） 倉橋☎090-4941-3533

5月おはなしの森―昔話や文学小
品を語りで「仙人のおしえ」「水底
の主ニッカーマン」ほか
わたげの会 5月11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 池山
☎46-3899

モノクロの眼で見た 昭和の三鷹 
1963-1989 吉川春樹写真展
吉川 5月14日㈫～19日㈰午

前10時～午後6時（14日は午後2時
から、19日は5時まで） 三鷹市美
術ギャラリー 期間中会場へ 吉
川☎49-7480

仁田原誠 絵画展
しろがねGallery 5月17日㈮

～26日㈰午前11時～午後7時（23
日㈭を除く。26日は5時まで） 同
画廊 期間中会場へ 同画廊☎
43-3777

BBQ（バーベキュー）
アリスみたか（三鷹市ひとり親家

庭福祉会） 5月19日㈰午前11時
～午後3時 農業公園 幼児500
円、小学生1,000円、中学生以上
1,500円（会員は小学生以上500
円） 5月17日㈮までにふるたに
☎090-4713-5210

三鷹市借地人連絡会「第46回総
会」と学習会「借地問題につい
て」・無料法律相談
5月19日㈰午後1時30分から

三鷹台地区公会堂 当日会場へ
津☎47-9687

不登校 親の会
フリースペースコスモ親の会

5月19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

こころほっこりおはなし会―お
となのために
おはなしあずきの会 5月24日

㈮午前10時45分～正午 三鷹図

書館（本館） 当日会場へ ムラマ
ツ☎43-2876

第178回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 5月

26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

第46回三鷹雑学大学講義「米中覇
権戦争」
5月26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

国際ケッコンのパパ・ママ・こ
どもの交流・友達・仲間づくり
の会
インターナショナルフレンズ

5月26日㈰午前11時30分～午後1
時30分 井の頭東部地区公会堂
当日会場へ 楠☎090-6405-

5120・同会 Intl.Friends123@
gmail.com・ http://intl-friends.	
blog.jp/

みたか朗読の会 第3回発表会
6月1日㈯午後2時～4時 三鷹

産業プラザ 当日会場へ 宮澤
☎090-8006-2665

第25回ピアノジョイントコンサート
毬蹴門会（まけるもんかい） 6

月2日㈰午後2時から 芸術文化
センター風のホール 当日会場へ
高井☎55-3553

フリーマーケット出店者募集
三鷹市の福祉をすすめる女性の

会 6月8日㈯午前10時～午後1時
市民センター議場棟下 1区画

（2×2m）500円 5月16日㈭まで

に往復はがきで必要事項（7面参
照）・希望区画数を「〒181-0013下
連雀4-22-17-803奈須野」 中野
☎49-0619

ころがるロボットで楽しくプロ
グラミング体験会
パソコンエイド 6月22日、7月

6日の土曜日午後2時～4時（いずれ
か1回） 小学3～6年生各日4人
（要送迎） みたかボランティアセ
ンター 500円 6月14日㈮まで
に往復はがきまたは電子メールで
必要事項（7面参照）を「〒181-0004
新川4-18-1牟田総男」・ td6f-
mt@asahi-net.or.jp（申込多数の場
合は抽選） 牟田☎49-0542

会員募集
なごみ会（和紙のちぎり絵）
毎月第3金曜日午後1時～4時	
新川宿地区公会堂 月額1,000

円（別途材料代1,500円程度）
植原☎090-8504-2999・ 45-
3604

パソコン笑下村塾（パソコン学習
会）
毎週火曜日①よつば会＝午前10

時30分～午後0時30分、②双葉会＝
午後1時30分～3時30分 中高年
の方 連雀コミュニティセンター
月額2,100円（資料代を含む）
北村☎46-8399

中国語広場
①入門＝月2回月～日曜日午前

10時～正午、②実用会話＝月2回
水・金・日曜日午後1時30分～3時
30分 ①三鷹駅前コミュニティ	
センター、②連雀コミュニティセン	
ター 月額5,000円（資料代を含
む） おう☎090-8001-9720

ノルディックウオーク三鷹
隔週土曜日、毎月第2・4金曜日

午前9時45分～正午 井の頭公園
（三鷹の森ジブリ美術館裏ベンチ集
合） 1回500円（保険料） 岡
☎・ 71-6537

リラックスヨガ
毎週月曜日午前10時15分～11時

45分 牟礼コミュニティセンター
入会金2,000円、月額2,500円
大石☎49-9827

伝言板
市民公開フォーラム「中高年の排
尿トラブルを解消します」
杏林医学会 5月18日㈯午後2

時～3時40分 杏林大学三鷹キャ
ンパス大学院講堂 当日会場へ
同会☎47-5511（内線3314）

健幸ウオーキング教室―基礎を
学んで効果的に歩こう
武蔵野の森公園 5月25日㈯

午前10時～11時30分（雨天時は26
日㈰に順延） 30人 同公園
50円 直接または電話で同公
園サービスセンター（林）☎042-365-
8435（先着制。午前9時～午後5時）

わがまちジャーナル5月号
地上11chで放送中
くらしのINDEX

「匠／作家 高橋光子」 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。

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

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7面からご覧ください。

主催者  日時・期間  対象・定員  場所・会場  講師  費用（記載のないものは無料）  持ち物  申込方法  問い合わせ  保育あり  手話（要約筆記）あり
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