
催し
ボーイスカウトまつり

ボーイスカウト三鷹一団 5月
19日㈰午前10時10分～午後2時
連雀中央公園（上連雀6-14-1） 当
日会場へ 五十畑☎46-5285

みんなの保健室「おしゃべり会」
暮らしの保健室in三鷹 5月20

日㈪午後1時～3時 廣寿堂薬局（下
連雀3-33-17） 100円 当日会場
へ 同会☎44-6359

元気ひろば おれんじの催し
①リフレッシュヨガ＝5月21日㈫

午前10時30分～11時30分、②ラフ
ターヨガ＝22日㈬午後2時～3時30
分、③英会話＝30日㈭午後3時～
4時30分 同会（中原3-1-65） ①
1,000円、②600円、③2,000円

同会☎76-5940

日本リアリズム写真集団武蔵野
三鷹支部の催し

①第35回JRP武三支部写真展＝
5月21日㈫～26日㈰午前10時～午
後7時（21日は午後1時から、25・26
日は6時まで）、②楽しい写真教室＝
6月8日㈯・9日㈰午前10時～午後 
5時 ①三鷹市美術ギャラリー、②
井の頭公園ほか ②2,000円
①期間中会場へ、②中村☎・ 48- 
0161

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、②ICT

（スマホ タブレット パソコン）あれ？・
それ！相談会＝6月7日㈮午後3時45
分～5時45分 ①10人程度、②1～
2人 三鷹産業プラザ ①2,000円

（1回）、②30分500円（別途教材代、
材料代が掛かります） ①当日会
場へ、②NPO法人シニアSOHO普
及サロン・三鷹☎40-2663・ 40-
2664（いずれも先着制）

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 5月23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

「おしゃべりサロン」で、気分爽快
になりましょう

おむすび倶楽部友の会 5月23
日㈭午前10時～正午 おむすびハ
ウス（下連雀1-10-20） 100円 当
日会場へ 山野☎42-6558

古布の創作ちりめんお細工物発
表会

ホワイエの会ちりめん教室 5月
23日㈭～27日㈪午前10時～午後4
時 一和工房（下連雀1-5-2亀井方）

期間中会場へ 亀井☎44-5094

ふろしき市
三鷹市ボランティア連絡協議会
5月25日、6月22日の土曜日午前

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）

春のガレージセール
手編み教室ゆ＆み 5月25日㈯

午前11時～午後3時 同教室（下連
雀3-32-12親光荘103） 当日会場
へ 紺野☎44-6252

うつ友の会 三鷹
5月25日㈯午後1時30分～4時
みたかボランティアセンター

100円 当日会場へ 高橋☎090-
5209-4411

第168回井の頭かんさつ会「土壌
生物」

井の頭かんさつ会 5月26日㈰ 
午前10時～正午 井の頭公園  
300円 同会 http://kansatsu 
kai.net/ 同会（佐藤） mktsato 
310@gmail.com

子どももおとなもあそびがいっ
ぱい「子どもまつり」だよ！

NPO法人子ども生活・ゆめこう
ば 5月26日㈰午前10時30分～午
後2時 農業公園 200円（保険料
を含む） 当日会場へ 同法人☎
34-0040

すぺーすはちのこ祭
5月26日㈰午前10時30分～午後

3時30分 大沢青少年広場 当日
会場へ 山田☎32-3081

ゆかたとマナー親子教室
三鷹市和装礼法伝承の会 5月

26日～9月22日の毎月第2土曜日午
後5時30分～8時30分、第4日曜日
午後1時30分～3時30分 牟礼コ
ミュニティセンター 岡☎090-
8281-5726

月曜日のおしゃべりcafe
Enjoy養生Life 毎月第1・4月

曜日午後2時～4時 廣寿堂薬局
（下連雀3-33-17） 200円（お茶代）

当日会場へ 佐藤☎46-8003

第37回審美会展（油彩・水彩・パ
ステル）

5月28日㈫～6月2日㈰午前10
時～午後6時 三鷹市美術ギャラ
リー 期間中会場へ 四方☎090-
1774-7205

「みたか街かど自立センター」ガ
レージセール

5月28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

ザックバラーンに話そう会
21世紀はあなたが主役 5月28

日㈫午後1時30分～3時30分 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）  
当日会場へ モリ☎090-6515-71 
31・ 47-5033

第4回Cafe丸池（認知症 カフェ）
「食べることについて語り合いま
しょう！」

5月28日㈫午後2時～4時 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（上遠野）☎40-1171

女声合唱 ふじ38周年記念 コン
サート

6月9日㈰午後2時から（1時30
分開場） 芸術文化センター風の
ホール 当日会場へ 平澤☎090-
4138-2316

気楽に手作りの会（粘土アート・
トールペイント・つる＆籐・押し
花）

6月13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

三鷹市家庭婦人バレーボール連
盟主催リーグ戦

6月15日㈯・30日㈰午前9時30
分～午後5時（全2回） SUBARU
総合スポーツセンター 3,000円

5月31日㈮までに志藤☎042-
338-3750

会員募集
グループ・どっぺる（ハイキング）

①ハイキング＝主に土・日曜日、
②月例会＝毎月第1木曜日午後7時
～9時 ①主に関東周辺の山、②
三鷹駅前コミュニティセンター 月
額1,000円 多賀☎・ 30-05 
68・ groupdoppel@gmail.com

さくらんぼの会（親子ふれあい体
育遊び）

月3回金曜日午前10時30分～正
午 SUBARU総合スポーツセン
ター 入会金1,200円、月額1,800
円 佐々木☎080-6253-2191

伝言板
2019ルーテル三鷹教会バザー

5月19日㈰正午～午後2時 ルー
テル学院大学 当日会場へ 同教
会☎33-1122

武蔵野赤十字病院の催し
①むさしのふれあい赤十字デー

市民講座＝5月21日㈫～24日㈮午
後1時から・2時30分から、バザー
＝25日㈯午前10時から、コンサー
ト＝25日午後1時から、②糖尿病教
室「糖尿病と皮膚疾患」「外食の仕方・
お弁当の選び方」＝6月1日㈯午後1
時～3時（0時30分から受付） 同病
院 当日会場へ 同病院医療社会
事業課☎32-3111

杏林大学の催し
①公開講演会「認知症のことを知

ろう」＝5月25日㈯午前10時30分～
正午、②衰退観光地からの脱却：観
光カリスマが語る人づくり、魅力づ
くりからまちづくりへ＝6月5日㈬午
後3時30分～5時30分 ①240人、
②80人 同大学井の頭キャンパス

（下連雀5-4-1） 当日会場へ 同大
学①広報・企画調査室☎44-0611、
②地域交流課☎47-8052

ICU宗教音楽センターの催し
①音楽と教養―人生の縦軸と横

軸としての音楽＝5月31日㈮午後6
時から、②ICUオルガン演奏会＝6
月8日㈯午後3時から 同大学 ②
前売1,800円、当日2,000円、小学
生～高校生1,000円 ①当日会
場へ、②同センター☎33-3330

がんと共にすこやかに生きる講
演会「女性のがんと遺伝」

杏林大学医学部付属病院がんセ
ンター 6月15日㈯午後1時30分
～2時30分（1時から受付） 240人

同病院大学院講堂 当日会場へ
（先着制） 同センター事務局☎47-
5511

6月16日発行号
原稿締切日	5月23日（木）
7月7日発行号
原稿締切日	6月13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。

市立図書館　嘱託員
◆職務内容 図書館カウンター業務、
配架業務など
◆資格 昭和33年4月2日以降生まれの
司書または図書館勤務経験者
◆勤務期間 7月1日～令和2年3月31
日（再度の任用の場合あり）
◆勤務時間 午前9時15分～午後8時
15分（実働7時間、週2日勤務、土・日曜日、
祝日の勤務あり）
◆勤務場所 本館または分館
◆報酬	 月額82,086円

6月7日㈮（消印有効）までに受験申
込書兼履歴書（写真貼付）・作文、あれ
ば資格証の写しを特定記録郵便で「〒 
181-0012上連雀8-3-3三鷹図書館（本
館）」へ
※必ず募集要項（市ホームページ、市 
立図書館で入手可）をご覧ください。

三鷹図書館（本館）☎43-9151
（社福）三鷹市社会福祉協議会　職員
◆職種	 学童保育員（正職員）
◆資格	 昭和53年4月2日以降生まれの
教育職員免許または保育士の資格を有
する方
◆勤務時間	 月～金曜日、年間平均週
35時間
◆勤務場所	 市内の学童保育所
◆報酬(月額)	 155,701円～229,242

円、交通費支給（上限55,000円）
※賞与あり(昨年度実績4.6カ月。採用
1年目は異なる)。
◆採用予定日	 7月1日
◆試験日	 筆記＝6月1日㈯、面接＝15日 
㈯、いずれも午前9時から福祉センターで

5月27日㈪までに履歴書(写真貼付)・
卒業証明書または卒業見込み証明書・
資格証の写しを同協議会(元気創造プラ
ザ3階)へ

同協議会☎46-1108
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種	 ①管理栄養士、②介護職、③
介護支援専門員（契約職員〈②は正職員
への登用あり〉）
◆資格	 ①実務経験3年以上の管理栄養
士、②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介護支
援専門員または主任介護支援専門員
◆勤務時間	 ①③月～ 金曜日午前8時
30分～午後5時15分（祝日を除く）、②
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）
◆勤務場所	 ①②老人保健施設はなか
いどう、③居宅介護支援事業所
◆報酬（月額）	 ①265,000円、②245,000 
円（介護福祉士以外は235,000円）、③
235,000円（ 主任介護支援専門員 は
265,000円）

※賞与あり（昨年度実績180,000円程
度。採用１年目は異なる）。
※②夜勤手当あり（1回8,000円）。
※③夜間・休日緊急対応手当あり（別途
月額10,000円）。
◆採用予定日	 ①7月1日、②③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。

社会保険労務士による 
労務・年金の無料相談会

東京都社会保険労務士会武蔵野統括
支部

5月29日㈬午後1時～4時
在学・在勤を含む市民
市役所1階市民ホール
当日会場へ
同支部☎72-2172

総合オンブズマン相談（6月）
6・13日＝中村一郎さん（弁護士）、

20・27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

不動産相談会
（公社）東京都宅地建物取引業協会、三

鷹商工会
6月14日㈮午後1時～4時
三鷹商工会館（下連雀3-37-15）
三鷹商工会☎49-3111へ
同協会武蔵野中央支部☎26-5891

第2回東京2020大会等に向けた
三鷹地域連携会議の傍聴

5月27日㈪午後6時30分から
10人
教育センター
当日会場へ（先着制）
スポーツ推進課☎内線2934
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