
（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種　①保健師・看護師、②〜⑤調理
員、⑥保育職（①②契約職員、③〜⑥パー
トタイマー）
◆資格　①保健師または看護師免許、②
栄養士または調理師免許、③〜⑤不問
（栄養士または調理師免許あればなお可）、
⑥保育士（無資格者は応相談）
◆勤務時間　①祝日を除く月〜金曜日午
前8時30分〜午後5時15分、②火〜土曜
日午前8時30分〜午後5時、③土曜日午
前9時〜午後4時、④火・水・木曜日午前
8時30分〜午後0時30分、⑤月・水・木・
金曜日午前9時〜午後4時30分、土曜日
午後1時45分〜4時45分、⑥月〜金曜日
午前8時30分〜午後5時
◆勤務場所　①井の頭地域包括支援セン
ター、②③三鷹西野保育園、④三鷹ちど
りこども園、⑤三鷹赤とんぼ保育園、⑥
三鷹南浦西保育園
◆報酬	 ①月額275,000円、 ②月額
195,000円、③〜⑤時給1,050円〜1,140
円、⑥時給1,080円〜1,170円（③〜⑥資
格の有無による）
※①②賞与あり（昨年度実績①180,000円
程度、②130,000円程度。採用１年目は異
なる）。
◆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①
「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市社会
福祉事業団」・☎44-5211、②「〒181-
0002牟礼6-12-30三鷹市社会福祉事業
団児童支援室」・☎24-8881、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「〒181-0013下連雀
7-2-1三鷹南浦西保育園」・☎40-7551へ
※詳しくは同事業団ホームページ
http://www.mitaka.or.jp/へ。

（社福）三鷹市社会福祉協議会　職員
◆職種　①学童保育員(正職員2人)、②
事務局職員(正職員1人)、③介護支援専
門員（嘱託員1人）
◆資格　①昭和53年4月2日以降生まれ
の保育士または教育職員免許を有する方、
②昭和53年4月2日以降生まれの社会福
祉士または社会福祉主事（三科目主事を
除く）、介護支援専門員で、普通自動車
運転免許を有する方、③昭和29年4月2
日以降生まれの介護支援専門員で、パソ
コンの基本操作ができる方
◆勤務時間　月〜金曜日①週35時間、②
午前8時30分〜午後5時15分、③午前8
時30分〜午後5時
◆勤務場所　①市内の学童保育所、②③
福祉センター
◆報酬（月額）　①155,701円〜229,242円、
②193,775円〜276,690円、③240,000
円、交通費支給（上限①②55,000円、③
20,000円）
※年次有給休暇、社会保険などの適用あり。
◆採用予定日　11月1日
◆試験日　①②筆記＝9月7日、面接＝
21日、いずれも土曜日午前9時から
※③指定の作文を9月4日㈬までに提出。
8月5日㈪〜31日㈯に履歴書（写真貼

付）・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

㈱ジブリ美術館　正社員
◆職種　美術館運営業務全般（若干名）

◆資格　28歳まで
◆勤務場所　三鷹の森ジブリ美術館
◆報酬　同社規定による、交通費支給、
社会保険などの適用あり
◆採用予定日　令和2年4月1日
8月31日㈯（必着）までに履歴書・自

己紹介文（用紙は同館ホームページ
http://www.ghibli-museum.jp/から入
手、自筆で記入）を「〒181-0013下連雀
1-1-83三鷹の森ジブリ美術館」へ（書類選
考後、面接）
※市職員（地方公務員）ではありません。
市芸術文化課☎内線2912

椎の実子どもの家　職員
◆職種　①保育士（正職員2人）、②保育
士（非常勤職員2人）
◆資格　保育士（取得見込みも可）
◆勤務時間　月〜金曜日午前8時30分〜
午後5時15分（実働8時間。①交代制、土
曜日の勤務あり。②午後4時30分〜7時
30分の勤務あり）
◆勤務場所　椎の実子供の家（大沢4-8-
8）または第二椎の実子供の家（上連雀
6-25-31）
◆報酬　①大卒＝月額227,200円〜、短
大卒＝月額218,800円〜、②時給1,300
円（午後5時30分〜7時30分は1,450円）、
交通費支給
※①諸手当・賞与あり。住宅借り上げ制
度あり（月額82,000円まで）。
◆試験　①随時
◆採用予定日　随時

電話連絡のうえ履歴書（写真貼付）・
資格証の写しまたは資格取得見込証明書

を直接または郵送で「〒181-0015大沢
4-8-8椎の実子供の家」・☎32-4103へ

令和元年度第１回 
三鷹市交通安全推進協議会の傍聴
8月5日㈪午後2時〜4時
教育センター
当日会場へ
道路交通課☎内線2883

令和元年度第2回 
三鷹市健康福祉審議会の傍聴
8月19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

ふじみ衛生組合令和元年第3回 
組合議会定例会の傍聴
8月21日㈬午前10時から
10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 
三鷹市環境保全審議会の傍聴
8月22日㈭午前10時〜正午
10人
教育センター
当日会場へ（先着制）
環境政策課☎内線2523

	

催し
からだもあたまも気持ちもスッキリ
日曜日！駅前ラジオ体操＆軽いウ 
オーキングとごみ拾い＆朝カフェ！
つながりのはじめまして 毎週

日曜日午前6時25分から（雨天中
止） 三鷹駅南口緑の小ひろば（ジ
ブリ美術館行きバス停東側） 当
日会場へ（雨天時は同会 https:
//enchante-de-connect.wix.
com/enchanteで確認） 同会☎
080-3356-5617

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） 8月4・25日の日曜日午
前10時40分〜午後0時30分 連
雀コミュニティセンター 500円
（1回） ハラ☎090-3902-9691・

44-7772（初回のみ申込）

元気ひろば おれんじの催し
①暮らしに役立つアロマとハー

ブ＝8月4日㈰午後2時〜3時30分、
②リフレッシュヨガ＝6日㈫午前
10時30分から、③歌謡曲新曲講座
＝7日㈬午前10時30分〜正午 同
会（中原3-1-65） ①1,200円（ハー
ブ石鹸）または2,400円（グリセリン
ソープ）、②1,000円、③2,200円

同会☎76-5940

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 8月

6・20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

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みたかオレンジカフェ＝
8月7日㈬午後1時30分〜3時30分、
④タロット占い初級指導＝17日㈯
午後1時30分〜3時30分、⑤市民リ
レートーク：井の頭地域包括支援
センター長の麻生喜美江さん「ケア
マネのマネジメント支援とは」＝26
日㈪午後1時30分〜3時30分、⑥
パソコン個人指導＝時間応相談
①③〜⑥同会（下連雀4-5-19みた
かの家内）、②井の頭自然文化園向
かい駐輪場 ①⑤300円、③100
円、④3,000円、⑥応相談 ①
〜③⑤当日会場へ、④⑥なりきよ
☎080-1362-5359

みたかふれあいサロンの催し
①iPad個別相談会＝毎月第2・

4金曜日午後1時15分〜2時45分、
②スマホ・タブレットなんでも相談
会＝9月5日㈭午後3時45分〜5時
三鷹産業プラザ ①2,000円（1

回）、②1,500円 NPO法人シニ
アSOHO普及サロン・三鷹☎40-26	
63・ 40-2664（①は電話のみ）

歌声サロンの催し
①歌声サロン中原＝8月13日㈫

午後1時〜4時、②歌声サロン三鷹
＝21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

平和の祈り献花と黙祷の集い
三鷹市の福祉をすすめる女性の

会 8月15日㈭午前9時〜9時30
分 仙川公園 当日会場へ 嶋
﨑☎46-3665

ママの応援サイトmiccu-fanまつ
り
8月22日㈭午前11時〜午後3時
元気ひろば	おれんじ（中原3-1-

65） 体験コーナーなど一部有料
（総額2,500円以内） 当日会場へ
柿沼☎76-5940

第181回太宰治の足跡案内
みたか観光ガイド協会 8

月25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

不登校 親の会
フリースペースコスモ親の会

8月25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

「みたか街かど自立センター」ガ 
レージセール
8月27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

第7回Cafe丸池（認知症カフェ）「か
かりつけ薬局を活用しましょう！」
8月27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☎40-1171

地元デビューの新しいカタチを
「みたかコミュニティコーヒーマス
ター」に聞いてみよう！
みたかのたからばこ 8月28日

㈬午前10時〜正午 みたかスペー
スあい（下連雀3-28-20） 200円

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

ときめき！ワークショップ祭
（社福）おおぞら会 8月31日㈯午
前10時〜午後3時 同法人（野崎
2-6-41） 50円から（材料代） 当日
会場へ 同法人（中野）☎30-5571

講演会「私たちの選択が未来を変
える―エシカル消費のすすめ」★
NPO法人みたか市民協同発電
9月1日㈰午後2時〜4時30分

（1時40分から受付） 三鷹駅前コ
ミュニティセンター （一社）エシカ
ル協会代表理事で日本ユネスコ広
報大使の末吉里花さん 500円
（資料代。学生は無料） 当日会場
へ 大谷内☎090-6049-0203

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 9月7日㈯午前9時〜午後5
時 SUBARU総合スポーツセン

ター 300円 8月20日㈫ま
でに志藤☎042-338-3750

「謡い」（宝生流能楽）をみんなで楽
しむ（初めての方も歓迎）
三鷹宝生会 9月8日㈰午前10

時〜午後3時 寺田舞台（井の頭	
3丁目） 池内☎090-4839-41	
06

伝言板
がんと共にすこやかに生きる講演
会「がん薬物療法と副作用対策―
皮膚症状」
杏林大学医学部付属病院がん

センター 9月7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

わがまちジャーナル8月号
地上11chで放送中
音楽の調べ　
オーボエ奏者　杉本真木さん
―お琴と初コラボ 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。

9月1日発行号
原稿締切日 8月7日（水）
9月15日発行号
原稿締切日 8月22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
※タイトル後に★のあるものは生涯学習課の講師派遣事業。
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。

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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