
建築指導課　建築技術支援員（1人）
◆業務内容	 特定建築物定期調査報告、
防火設備定期検査報告、建築設備定期
検査報告および昇降機等定期検査報告
の審査、建設リサイクル法の受付、監
察業務の補助
◆資格	 一級または二級建築士で定期
報告業務の実務経験が3年以上ある方、
または確認業務、定期報告業務などの
実務経験が10年以上ある方
◆任用期間	 令和2年4月1日～3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8時30分
～午後5時（実働週30時間）
◆報酬（月額）	 196,500円、交通費（上
限55,000円）、期末手当支給
※社会保険などの適用あり。
◆試験日程	 2年2月上旬

2年1月6日㈪～1月17日㈮（消印有
効）に、履歴書・あれば資格証の写しを

「〒181-8555建築指導課」へ
同課☎内線2826

令和2年度市立保育園　月額職員
◆職種	 ①保育士（短時間保育士）、②
保育補助員、③給食調理員、④用務員
◆資格	 ①は保育士（取得見込みも可）
◆任用期間	 2年4月1日～3年3月31日
◆勤務場所	 三鷹市立保育園（公設公営）
※勤務時間・報酬など、詳しくは募集要
項（市ホームページ、子ども育成課〈市
役所4階45番窓口〉で入手可）をご覧く
ださい。
◆試験	 2月12日㈬～14日㈮のいずれ 
か（日程・場所は別途通知）。結果は3月
上旬に通知
※下連雀保育園の短時間保育士は実技
試験あり。

1月17日㈮午後5時までに勤務希望園
へ電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付）・
①は資格証または資格取得見込証明書
を各園へ
※勤務希望園が複数の場合は履歴書に
記載し、第1希望の園に申し込む。

同課☎内線2734

（社福）三鷹市社会福祉協議会　職員
◆職種	 ①学童保育員、②③事務局職
員（①②正職員、③嘱託職員）
◆資格	 ①昭和54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54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30年4月
2日以降生まれで、パソコンの基本操作
ができる方
◆勤務時間	 ①月～金曜日週35時間、
②月～金曜日午前8時30分～午後5時
15分、③火～土曜日午前9時～午後5時
◆勤務場所	 ①市内の学童保育所、②
元気創造プラザまたはみたかボランティ
アセンター、③みたかボランティアセンター
◆報酬（月額）	 ①155,701円～229,242 
円、 ②193,775円 ～276,690円、 ③
205,300円、交通費支給（上限55,000円）
※社会保険などの適用あり。
◆採用予定日	 令和2年4月1日
◆試験	 ①②１月18日㈯午前9時から筆
記試験、③は申込時に指定する課題を1
月20日㈪までに提出（いずれも合格者は
2月1日㈯に面接）

12月16日㈪～1月14日㈫に履歴書
（写真貼付）・①②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
高齢者住宅生活協力員（3人）
◆業務内容	 入居者の見守り、緊急時
対応、交流促進など（原則土・日曜日は
休み）
◆応募要件　次のすべてに該当する方。
①都内に居住、②おおむね55歳以下で
生活協力員室に家族で住み込める、③
世帯の平成30年中の所得の合計が所得
基準の範囲内、④現に自ら居住するた
めの住宅を必要としている（自家所有者
などは不可）
※所得基準はお問い合わせください。
◆場所	 都営下連雀7丁目シルバーピア、
都営新川1丁目シルバーピア、都営牟礼 ※「市からのお知らせ」は11面からご覧ください。

6丁目シルバーピア（いずれも生活協力
員居室に常駐）
◆謝礼（月額）	 住宅使用料（117,700円
～132,900円）に100,000円を加えた額
◆入居予定日	 令和2年5月以降

12月27日㈮（必着）までに履歴書（写
真貼付）・応募動機（800字程度）を直接
または郵送で「〒181-8555高齢者支援
課」（市役所1階12番窓口）へ

同課☎内線2627
新設 特別養護老人ホーム 
①（社福）ことぶき会、②（社福）桃山福
祉会  職員
◆職種	 ①介護職員、介護支援専門員、
相談員、看護職、②介護職員、介護支
援専門員、相談員、看護職、機能訓練
指導員、管理栄養士、事務員
◆勤務場所	 ①三鷹げんき（大沢4-10）、 
②ピオーネ三鷹（井口1-17-22）

①同会☎03-4531-5693・ https: 
//okayama-kotobuki.sakura.ne.jp/、
②同会☎26-1070・ https://www.
isto.or.jp/pionemitaka.htmlへ
武蔵野税務署　 
非常勤職員（120人）
◆職務内容	 申告書作成用パソコンの
操作補助、書類整理、受付・案内業務など
◆資格	 窓口対応、パソコン（ワード・
エクセル）操作ができる方
◆勤務期間	 令和2年1月下旬～3月末
◆勤務時間	 月～金曜日①午前8時30
分～午後1時または0時30分～5時（実働
4時間）、②午前8時45分～午後1時また
は0時45分～5時（実働4.25時間）、③午
前9時～午後5時のうち実働5.5時間（応
相談）、④午前8時45分～午後5時のう
ち実働7.25時間、いずれも祝日は休み
◆勤務場所	 同署（武蔵野市吉祥寺本
町3-27-1）
◆報酬	 時給1,040円、交通費支給

同署☎53-1311へ

総合オンブズマン相談（令和2年1月）
 9・16・30日＝中村一郎さん（弁護

士）、23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

休日無料法律相談
相続・遺言、借地・借家、金銭トラブル、
離婚・親子の問題などについて。

東京三弁護士会多摩支部
令和2年1月18日㈯午後1時～4時（1

人30分以内）
18人
三鷹市公会堂さんさん館

12月16日㈪～1月17日㈮に相談・
情報課☎内線2215へ（先着制）

令和元年度第3回三鷹市国民健康
保険運営協議会の傍聴

12月16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）
当日会場へ（先着制）
保険課☎内線2386

令和元年度第2回三鷹市地域公共
交通活性化協議会の傍聴
　「三鷹市交通総合協働計画2022第2
次改定（案）」についてほか。

12月17日㈫午後2時～4時
10人
教育センター
当日会場へ（先着制）
道路交通課☎内線2883

1月19日発行号
原稿締切日	12月１８日（水）
2月2日発行号
原稿締切日	1月8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

催し
みんなの暮らしの保健室「おしゃ
べりとクリスマス会」

暮らしの保健室in三鷹 12月16
日㈪午後0時30分～2時30分 廣
寿堂薬局（下連雀3-33-17） 100円

当日会場へ 多田☎44-6359

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、②タブレット
をもっと活用しよう！＝1月10日㈮、24
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・
40-2664（②は前日までに電話申込）

みたか・みんなの広場の催し
①リレートーク：東大和傾聴・聞

き書き隊代表の田村美和子さん「聞
き書きの楽しみ」＝12月16日㈪午後
3時～5時、②タロット占い初級指導
＝21日㈯午後1時30分～3時30分、
③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、④ノルディックウオー

ク友の会＝毎週土曜日午前10時から、
⑤パソコン個人指導＝時間応相談

①～③⑤同会（下連雀4-5-19みた
かの家内）、④市民協働センター
①③200円、②3,000円、⑤応相談

なりきよ☎080-1362-5359

ギターサークル・ハーモニックス
第31回定期演奏会

12月18日㈬午後1時30分～4時
15分 芸術文化センター風のホー
ル 当日会場へ 澤田☎090-24 
25-0113

サロンきっかけ「①おしゃべり会
と②クリスマスランチ会」

活躍きっかけ隊 12月19日㈭
午前10時～午後2時30分 三鷹市
公会堂さんさん館 ①100円、②
500円 当日会場へ 加藤☎080-
5496-9758

元気ひろば おれんじの催し
①大人のアトリエ＝12月20日㈮午

後1時～2時30分、②ラフターヨガ＝
25日㈬午後2時～3時30分、③粘土
アート＝26日㈭午後1時30分～3時、
④心と体の癒やしヨガ＝27日㈮午後 
1時～2時、⑤フラワーセラピー＝令和

2年1月7日㈫午後3時～4時、⑥家族
のための腸の健康教室＝8日㈬午前
10時～11時30分 同会（中原3-1-65）

①④1,000円、②600円、③1,800円、
⑤⑥1,500円 同会☎76-5940

世界の動きと日本★
YS学習会 12月20日㈮午後1時

～3時 生涯学習センター 法政大
学名誉教授で世界ユネスコ協会連盟
会長の鈴木佑司さん 200円（資料
代） 当日会場へ 清水☎43-3705

幸せな終い方を求めて
三鷹自分の死を考える集い 12

月22日㈰午後2時～4時 市民協働
センター 1,000円 当日会場へ

醤野☎47-9384（午後8時以降）

不登校 親の会
フリースペースコスモ親の会 12

月22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

初めての手話体験「クリスマスの
お遊び」

Enjoy養生Life 12月23日㈪午
後1時～2時30分 廣寿堂薬局（下

連雀3-33-17） 500円（茶菓代を含
む） 当日会場へ 佐藤☎46-8003

歌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 12月25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

懐かしい曲を皆で歌う会
楽若会 12月27日㈮、令和2年

1月9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）

新春クラシック心揺さぶるピアノ
コンサート Hiroko83歳YouTube 
52万回再生

ピアノとお話の会 令和2年1月
5日㈰午前10時30分から（演奏後、
希望者にワンポイントレッスンあり）

芸術文化センター 当日会場へ
水上☎43-3666

文学博士小野アサミ先生講座「百
人一首を学ぶ」

三葉会 令和2年1月9日㈭午前
10時～11時30分 市民協働セン

ター 500円 石井☎31-3029
（当日参加も可）

体に負担をかけない健康法―漢
方式足湯療法

高齢者健康支援クラブ 令和2年 
1月20日㈪午後1時30分～3時 連雀 
コミュニティセンター 日留川☎
090-6487-5278・ hiru@ihanyu.jp

エコクラフト手芸講座“バレンタ
イン用のカゴを作ろう”★

かごの会 令和2年1月21日㈫午
後1時～3時 20人 生涯学習セン
ター 夢民工房主宰の浜中睦美さん

300円（材料代） はさみ、洗濯ば
さみ（5個）、筆記用具 1月15日㈬
までに坂本☎71-6602（先着制）

大人のための①英会話、②韓国語 
入門講座

国際文化交流協会 令和2年1月 
29日～3月18日の毎週水曜日①午後
6時15分～7時15分、②午後7時30 
分～8時30分（いずれも全8回） 389 
MITAKA（下連雀3-37-31） 6,000
円（8回分。別途テキスト代2,000円
がかかります） 同協会☎090-
6489-2803・ 0725-23-1268
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