
◆報酬（月額）	 189,500円（平成31年4
月実績）、交通費支給（上限20,000円）
※社会保険などの適用あり。
◆試験	 8月3日㈯に書類・面接審査（結
果は8月中旬までに通知）

7月22日㈪～31日㈬に電話連絡の
うえ、履歴書（写真貼付）・資格証の写し・
作文「多世代交流について思うこと」（A4
判40字×36行）を本人が同センター☎
31-6039へ
第二小羊チャイルドセンター　職員
◆職種	 ①保育士（正職員）、②保育助
手（パートタイマー）
◆資格	 ①保育士（取得見込みも可）
◆勤務時間	 月～金曜日①午前8時30
分～午後5時（交代制、土曜日の勤務あり）、 
②午前8時30分～午後5時15分、午前7時 
～10時、午後4時～7時
◆報酬	 ① 月 額 240,862 円、 ② 時 給
1,100円～1,400円、交通費支給
※①昇給、賞与（年2回、約4カ月分、採
用1年目は異なる）、社会保険の適用あり。

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

「〒181-0003北野3-10-14第二小羊チャ
イルドセンター」・☎43-9754へ

総合オンブズマン相談（8月）
1・22日＝片桐朝美さん（杏林大学准教

授）、8・15・29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

令和元年度第1回 
三鷹市男女平等参画審議会の傍聴

7月25日㈭午後6時30分～8時30分

10人
市議会協議会室（市役所3階）

必要事項（7面参照）を企画経営課 
☎内線2115・ 45-1271・ kikaku 
@city.mitaka.tokyo.jpへ（先着制）
第60回 
ふじみ衛生組合地元協議会の傍聴

7月29日㈪午後6時30分から
20人程度
クリーンプラザふじみ

就職面接会in三鷹（8月）
①事前対策セミナー＝19日㈪午後2時

～4時、②直前対策セミナー＝23日㈮午前
10時～正午、③就職面接会（10社程度）＝ 
23日午後1時～4時（0時30分～3時受付）

①②各30人
①小金井 宮地楽器ホール（小金井市

本町6-14-45）、②③三鷹産業プラザ
③面接希望分の履歴書
①②東京しごとセンター多摩☎042-

329-4524へ（先着制）、③当日会場へ
同センター☎042-329-4524

子ども発達支援センター　 
嘱託員（1人）
◆職務内容	 通園児の訓練指導、介助
◆資格	 保育士、教育職員免許、また
は障害児通所支援事業業務に週30時間
以上従事した経験が3年以上ある方
◆勤務期間	 8月26日～令和2年3月31
日（再度の任用の場合あり）
◆勤務時間	 月～金曜日午前9時～午後
4時（実働6時間。土曜日の勤務あり）
◆報酬（月額）	 189,500円（平成31年4
月実績）、交通費支給（上限20,000円）
※社会保険などの適用あり。
◆試験	 7月29日㈪午前に面接（結果は
8月15日㈭までに通知）

7月25日㈭午後5時までに電話連
絡のうえ、履歴書（写真貼付）・資格証の
写し・作文「子どもと関わる仕事で大切
に思うこと」（A4判1枚）を同センター（元
気創造プラザ1階）☎45-1122へ
西多世代交流センター　嘱託員（1人）
◆職務内容	 児童青少年の健全育成に
関する指導・支援・相談対応、同センター
事業の企画・運営
◆資格	 次のいずれかに該当する方。①
保育士または教育職員免許を有する、②
短大または大卒以上で心理などの関連
学科、教育・社会・芸術・体育学科を修
了、③児童厚生2級指導員資格を有する
◆勤務期間	 9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	 週4・5日（実働週30時間
以内）

当日会場へ（先着制）
同組合☎042-490-5374

令和元年度第1回 
三鷹市空き家等対策協議会の傍聴

8月7日㈬午後3時30分～5時
10人
総合防災センター
当日会場へ（先着制）
都市計画課☎内線2812

催し
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、②ICT（ス
マホ タブレット パソコン）あれ？そ
れ！相談会＝8月9日㈮午後3時45
分～5時45分 ②1～2人 三鷹
産業プラザ ①1,500円（1回）、②
30分500円（別途教材代、材料代
が掛かります） NPO法人シニ
アSOHO普及サロン・三鷹☎40-
2663・ 40-2664（②は先着制）

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 7月23日、8月6日の火

曜日午後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）

元気ひろば おれんじの催し
①ラフターヨガ＝7月24日㈬午後

2時～3時30分、②クレイアート＝
25日㈭午後1時30分～3時、③おれ
んじ夏のキラキラ祭り（ゼリーポン

チ作り、陶芸、ハンドマッサージなど）
＝8月5日㈪午前10時～午後1時
同会（中原3-1-65） ①600円、②
1,200円 ①②同会☎76-5940、
③当日会場へ

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 7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

歌声カフェ＆「アメリカンオールド
ミュージック」ダンディーズ演奏

おむすび倶楽部友の会 7月27
日㈯午後1時30分～3時30分 お
むすびハウス（下連雀1-10-20）
300円 当日会場へ 藤原☎46-
4117

うつ友の会 三鷹
7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 当日会場へ 高橋☎090-
5209-4411

三鷹一日うたごえ
7月27日㈯午後1時30分～4時

30分 三鷹市公会堂さんさん館
1,000円 当日会場へ 藤井☎48-
4688

足から健康を考える外反母趾（ぼ
し）巻き爪改善

倉橋 7月27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

矢崎篤先生講演会「第2回三鷹村
の村々の成り立ちと文化財につ
いて」

三鷹の歴史研究会 7月28日㈰
午後1時30分～4時30分 三鷹市
公会堂さんさん館 300円 当日
会場へ 髙橋☎49-3126

帽子作り
アトリエパラム 7月29日㈪午

後1時～4時 みたかスペースあい
プラス（下連雀3-28-20） 2,000円

（必要な方は別途ボタン代300円が
掛かります） 塩多 nenechan_

baaba@yahoo.co.jp 塩多☎71-
8668

ザックバラーンに話そう会
21世紀はあなたが主役 7月30

日㈫午後1時30分～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）

モリ☎090-8625-2063・ 47-
5033

中島飛行機武蔵製作所と空襲★
「武蔵野」の意味を探る 7月31

日㈬午後2時～4時 生涯学習セン
ター 法政大学中学高等学校教諭
の牛田守彦さん 300円（資料代）

当日会場へ 飯沼☎41-9585

水とどろんこあそびの子どもサ
マーフェスタ「どろんこ・ぴっ
ちゃ」に行こう！

NPO法人子ども生活・ゆめこう
ば 8月4日㈰午前10時～正午
農業公園 300円（保険料、材料代）

当日会場へ 同法人☎34-0040

会員募集
三鷹市小中高同窓会卓球連合（卓
球の練習）

月1回程度 四中 100円（1回）
池田☎080-5187-6506

伝言板
アイタデ生葉染め―絞り模様で
オリジナルスカーフ作り

西武・武蔵野パートナーズ 8
月25日㈰午後1時～3時 15人
野川公園 1,500円（材料代など）

直接または電話で同公園サー
ビスセンター☎31-6457（先着制）

朝陽学園バザーと物品寄付のお
願い

10月26日㈯午前10時～午後2時
市役所中庭 当日会場へ。物品

寄付は新品の日用雑貨、学用品、贈
答品、CD・本（中古可）を10月20日
㈰までに、直接お持ちいただくかお
送りください（送料は自己負担） 同
学園☎32-6234

8月18日発行号
原稿締切日	7月24日（水）
9月1日発行号
原稿締切日	8月7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
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。
※タイトル後に★のあるものは生涯学習課の講師派遣事業。

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7面からご覧ください。

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ
健康推進課☎内線4202

受診の際は、必ず健康保険証をお持ちください。
①休日診療所（内科・小児科）
　�午前10時〜11時45分、午後1時〜4時30分、
　午後6時〜9時30分
②�小児初期救急平日準夜間診療所
　（こども救急みたか）
　午後7時30分〜10時30分（受付は10時まで）
③休日歯科応急診療所
　三鷹市総合保健センター（新川6-37-1元気創造プラザ2階）
　☎46-3234（当日電話連絡のうえ、来所）
　午前10時〜午後0時15分、午後1時30分〜4時
④休日調剤薬局
　三鷹市医薬品管理センター（上連雀7-4-8）　
　☎49-7766
　午前10時〜午後4時30分、午後6時〜9時30分
⑤医療機関案内（24時間）
　◆三鷹消防署　☎47-0119
　◆東京消防庁救急相談センター　
　　短縮ダイヤル#7119（プッシュ回線のみ） 
　　☎042-521-2323（多摩地区）　
　　☎03-3212-2323（23区）
　◆�東京都医療機関・薬局案内サービス（ひまわり）　
　　☎03-5272-0303　
　　 https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
⑥市内救急指定病院
　◆杏林大学医学部付属病院（新川6-20-2）　☎47-5511
　◆野村病院（下連雀8-3-6）　☎47-4848
　◆三鷹中央病院（上連雀5-23-10）　☎44-6161

①③④の受付は、
日曜日・祝日・年末年始です。

①②はいずれも
三鷹市医師会館（野崎1-7-23）

☎24 - 8199
ハイキュウキュウ

JA
東京むさし

市役所

人見街道

山中通り
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三鷹駅
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総合保健センター
　（元気創造プラザ2階）
　（休日歯科応急診療所）

医薬品管理センター
　（休日調剤薬局）

医師会館
　（休日診療所・
　こども救急みたか）
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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。
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