
◆報酬（月額）　189,500円（平成31年4
月実績）、交通費支給（上限55,000円）、
期末手当支給
※年次有給休暇、社会保険などの適用
あり。
◆試験　10月26日㈫に面接

電話連絡のうえ、10月22日㈮午後
5時までに履歴書（写真貼付）・資格証の
写し・レポート「子どもと関わる仕事で
大切なこと」または「療育で大切なこと」
（いずれもA4用紙1枚程度）を同センター
（元気創造プラザ1階）☎45-1122へ
総合保健センター　心理相談員
◆職務内容　乳幼児の保護者の心理相
談など
◆資格　臨床心理士の資格を有し、母
子保健事業の心理相談経験が2年以上あ
る方
◆勤務時間　午前9時30分～午後4時
30分のうちおおむね6時間（原則月1回）
◆勤務場所　同センター
◆報酬（日額）　24,400円
11月30日㈫（必着）までに履歴書（写

真貼付）を「〒181-0004新川6-37-1総
合保健センター」へ（書類選考後、面接）
健康推進課☎内線4228

（社福）三鷹市社会福祉事業団　職員
◆職種　①ホームヘルパー（登録職員）、
②相談員、③調理員、④看護職（②～④
パートタイマー各1人）
◆資格　①介護福祉士、介護職員初任
者研修または介護職員実務者研修修了
者（ホームヘルパー１級または2級）、②
社会福祉士または介護支援専門員、③
栄養士または調理師、④看護師または
保健師
◆勤務時間　①時間・曜日は応相談（研
修期間あり）、②火～金曜日午前10時～
午後4時30分、③週2・3日午前7時30
分～午後7時15分の間で応相談、④月
～金曜日午前8時30分～午後5時15分
◆勤務場所　①ヘルパーステーション
はなかいどう、②井の頭地域福祉支援
センター、③三鷹駅前保育園、④三鷹

二椎の実子供の家☎44-4103　
鶏鳴幼稚園　職員
◆職種　幼稚園教諭・保育職（パートタ
イマー）
◆資格	 教育職員免許（幼稚園）または
保育士（経験3年以上）
◆勤務時間　週2・3日午後1時～5時（ま
たは6時。応相談）
◆報酬（時給）　1,140円～1,280円、交
通費支給（日額上限900円）
◆採用予定日　12月1日（応相談）

電話連絡のうえ、履歴書（写真貼
付）・資格証の写しを同園（深大寺1-15-
14）・☎31-7457へ

総合オンブズマン相談（11月）
4・18日＝片桐朝美さん（杏林大学准

教授）、11・25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

みたか国際化円卓会議 
第12期第1回会議の傍聴
10月20日㈬午後6時30分～8時
5人
教育センター
必要事項（11面参照）を企画経営課

☎内線2115・ 29-9279・ kikaku	
@city.mitaka.lg.jpへ（先着制）
令和3年度第2回三鷹市男女平等
参画審議会の傍聴
　人権基本条例（仮称）についてほか。

ちどりこども園
◆報酬（時給）　①身体介護＝1,950円～、
生活援助・介護予防＝1,300円～、訪問
型サービス＝1,260円（資格の有無によ
る。勤務実績に応じて昇給、報奨金あり。
土・日曜日、祝日、早朝夜間の勤務は時
給400円割増）、②1,220円、③1,190円
～1,488円、④1,700円～1,890円（③時
間帯、④資格の有無による）
◆採用予定日　①～③随時、④12月中旬
（雇用期間は令和5年3月末までの見込み）

電話連絡のうえ、履歴書・あれば
資格証の写しを直接または郵送で、①②
「〒181-0002牟礼6-12-30三鷹市社会福
祉事業団」・☎44-5211、③「〒181-0013
下連雀3-30-12三鷹駅前保育園」・☎79-
5441、④「〒181-0012上連雀4-12-26三
鷹ちどりこども園」・☎72-9220へ
※詳しくは同事業団ホームページ
https://www.mitaka.or.jp/へ。

（社福）楽山会　職員
◆職種　①保育士（正職員6人）、②保育
士（パートタイマー1人）
◆勤務時間　①午前8時30分～午後5時
15分（実働8時間の交代制。土曜日の勤
務あり）、	②月・火曜日午前8時30分～
午後5時15分（実働8時間）
◆勤務場所　①椎の実子供の家（大沢
4-8-8）、②第二椎の実子供の家（上連雀
6-25-31）
◆報酬　①短大卒＝月額226,600円、3
年制卒＝月額230,800円、大卒＝月額
235,000円、②時給1,320円、交通費支給
◆採用予定日　①令和4年4月1日、②
令和３年11月1日
◆試験　①10月31日㈰、②随時（面接
のみ）
履歴書（写真貼付）・資格証の写しまた

は保育士資格取得見込み証明書を、①
10月28日㈭までに直接または郵送で
「〒181-0015大沢4-8-8椎の実子供の
家」へ、②第二椎の実子供の家（上連雀
6-25-31）へ
①椎の実子供の家☎32-4103、②第

11月8日㈪午後6時30分～8時
5人
教育センター
必要事項（11面参照）を企画経営課

☎内線2115・ 29-9279・ kikaku	
@city.mitaka.lg.jpへ（先着制）
令和3年度第2回 
三鷹市都市計画審議会の傍聴
　生産緑地地区の変更についての諮問
ほか。
11月12日㈮午後2時から
15人
総合防災センター（元気創造プラザ5

階）
10月27日㈬（必着）までに必要事項

（11面参照）をはがきまたは電子メー
ルで「〒181-8555都市計画課」・
toshikeikaku@city.mitaka.lg.jp へ（ 申
込多数の場合は抽選）
同課☎内線2811

第69回ふじみ衛生組合 
地元協議会の傍聴
11月16日㈫午後６時30分から
10人
オンライン会議アプリ「Zoom」
11月9日㈫までに必要事項（11面参

照）を同組合 fujimi-soumuka@fuji	
mieiseikumiai.jpへ（先着制）
同組合☎042-490-5374

令和3年第4回 
ふじみ衛生組合議会定例会の傍聴
11月19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

	
	

催し
大人と子供の楽しいバレエレッスン
ティンカーベル 10月18日㈪午前10時～

11時、19日㈫午後5時～6時、23日㈯正午～
午後1時 新川団地第一集会所 500円（1回）

保坂☎080-5481-9967・ 46-4371

サロンきっかけ「おしゃべり会」
活躍きっかけ隊 10月21日・11月18日の

木曜日午前10時～正午 三鷹市公会堂さん
さん館 100円 当日会場へ 小笠原☎42-
0935

健康体操（ストレッチ、軽い筋トレ）
トリムみたか 10月21・28日の木曜日午

後1時～3時 SUBARU総合スポーツセンター
原田☎43-0226

元気ひろば おれんじの催し
①英会話＝10月21日㈭午後3時～4時30分、

②レジンアクセサリー教室＝10月22日㈮午前
10時～11時30分、③ペットロスを考える会
＝11月6日㈯午後2時～3時30分 同会（中原
3-1-65） ①2,000円、②1,200円 ①②
同会☎76-5940、③当日会場へ

今こそ 日本の文化を学ぼう 与謝蕪村―
画・俳 二つの道を行く（2回連続講座）★
「日本の文化」を学ぶ会 10月22日㈮午後
1時～3時、29日㈮午前10時～正午 60人
生涯学習センター 美術ジャーナリストで

美術史学会会員の斎藤陽一さん 300円（1回）
当日会場へ（先着制） 小林☎76-2280

ぎゃらりー由芽の催し
①ゆめのなかの堀尾貞治展2021	partⅡ＝

10月23日㈯～11月3日（水・祝）、②藤井孝次朗
展―生成（せいせい）＝10月23日～11月7日㈰、
いずれも正午～午後7時（最終日は5時まで）
①ぎゃらりー由芽のつづき、②同画廊 期間
中会場へ 同画廊☎47-5241

ころがるロボットで楽しくプログラミング
入門編2回コース
パソコンエイド ①10月30日・11月6日、

②11月13・27日、いずれも土曜日午後2時～
4時 小学3～6年生各回3人（要送迎） みた
かボランティアセンター 1,000円 10月27
日㈬までに往復はがきまたは電子メールで必
要事項（11面参照）を「〒181-0004新川4-18-1
牟田総男」・ td6f-mt@asahi-net.or.jp（先着
制） 牟田☎49-0542

むさしの散策モニターツアー
むさしの・ガーデン紀行連絡協議会 11月

7日㈰・20日㈯・21日㈰・27日㈯午前10時か
ら 三鷹市、武蔵野市、調布市、小金井市、
府中市 同事務局（鈴木）☎32-0962・
https://www.musashino-gardens.jp/

原発汚染水と日本のエネルギー政策★
さよなら原発！三鷹アクション 11月7日

㈰午後2時～4時 ①会場50人、②オンラ
イン100人 ①生涯学習センター、②オン
ライン会議アプリ「Zoom」 原子力市民委
員会座長代理の満田夏花さん 500円（資
料代） ①当日会場へ、②同会 http://
mitaka2011nonukes.blog.fc2.com/（先着制）
同会☎090-1125-4549

スマホ・タブレットなんでも相談会
NPO法人シニアSOHO普及サロン三鷹
11月11日㈭午後3時45分～5時 三鷹産業

プラザ 1,500円 同法人（安井）☎090-
2162-6588

読み解きレッスン連続講演会 差別と分断
に抗う part1―福島の現在（いま）★
読み解きレッスン 11月12日㈮午後1時～5

時 50人 生涯学習センター 医師の星北
斗さん 300円（資料代） 当日会場へ（先着
制） 大橋☎080-5015-0084・ 79-3504

おむすびハウスまちづくり講座「コロナ禍
のコミュニティはどうかわるか」★
おむすび倶楽部友の会 11月13日㈯午後

2時～3時30分 ①会場30人 ①生涯学習
センター、②オンライン会議アプリ「Zoom」
立教大学教授の中村陽一さん 100円（資

料代） 山野☎42-6558・ omucal@
yahoo.co.jp（先着制）

伝言板
ICUオルガン演奏会
ICU宗教音楽センター 11月13日㈯午後

3時から 同大学礼拝堂 1,000円（オンラ
イン視聴チケット） 同センター https://
office.icu.ac.jp/smc/ 同センター☎33-3330	

肝臓病教室「糖尿病と肝疾患」「肝臓と食事」
武蔵野赤十字病院	肝疾患相談センター
11月16日㈫午後2時30分～4時 ①同病

院、②オンライン 同センター☎・ 32-
3135・ https://kan-kyoten-musashino.jp/	

11月21日発行号
原稿締切日 10月26日（火）
12月５日発行号
原稿締切日 11月9日（火）

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。
※タイトル後に★のあるものは生涯学習課の講師派遣事業。 ※市外局番「0422」は省略。

https://www.city.mitaka.lg.jp/または 76-2490へ　 広報メディア課☎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。

6広報みたか　No.1701　2021.10.17※はがき・ファクス・電子メールによる申込は11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載している催しなどを延期・中止する場合があります。事前に市ホームページまたは各記事の でご確認ください。


