
子ども発達支援センター支援員 
（2人）
◆職務内容　利用児の指導・介助、相
談・支援業務
◆資格　保育士、教育職員免許取得者、
障がい児通所支援事業の従事経験が3年
以上ある方
◆任用期間　4月1日～令和6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）　191,500円

電話連絡のうえ、2月8日㈬午後5時
までに履歴書（写真貼付）・資格証・作文
「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」（A4レポート用紙
1枚程度）を同センター（元気創造プラザ
1階）☎45-1122へ
市立保育園　会計年度任用職員
◆職種　①保育職、②保育補助員、③給
食調理補助員
◆資格　①保育士（取得見込みも可）
◆任用期間　4月1日～令和6年3月31日
勤務希望園へ電話連絡のうえ、2月17

日㈮午後5時までに履歴書（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（複数希望の場合は履歴書に明
記し、第1希望の園に申し込む）
※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）をご覧ください。
同課☎29-9673

市費負担講師
◆職務内容　教科指導、校務補助
◆資格・募集人数　教育職員免許（修了
確認期限内のもの）小学校全科7人、中
学校保健体育5人、数学2人、社会1人、
中学校（教育支援学級）1人
◆任用期間	 4月1日～令和6年3月31日
◆勤務時間	 月～金曜日（実働週1～11
時間）
2月9日㈭（必着）までに必要書類を

直接または郵送で「〒181-8505下連雀
9-11-7指導課」（教育センター1階）へ
※詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。
同課☎29-9817

三鷹市立図書館 カウンター業務
◆任用期間　4月1日～9月30日
◆勤務時間　週1～3日午前9時～午後8

時（実働6.5時間以内。土・日曜日、祝日
の勤務あり）
◆報酬（時給）　平日1,080円、土・日曜
日、祝日・夜間1,160円
2月10日㈮（必着）までに所定の履歴

書（写真貼付）・返信用定形封筒（84円切
手を貼付）を「〒181-0012上連雀8-3-3
三鷹図書館（本館）」へ
※詳しくは募集要項（市ホームページ、
市立図書館で入手）をご覧ください。
同館☎43-9151

市民協働センター 　 
臨時職員（1人）
◆職務内容　経理・庶務、窓口・電話
応対
◆資格　パソコンの基本操作ができる方
◆任用期間　4月1日～令和6年3月31日
◆勤務時間　金～日曜日、祝日午前9時
～午後4時30分（実働6.5時間）
◆報酬（時給）　1,030円、祝日1,458円
2月17日㈮までに履歴書（写真貼付）

を同センターへ
同センター☎46-0048

NPO法人みたか都市観光協会 
臨時職員（2人）
◆任用期間　3月上旬～9月30日（更新
あり）
◆勤務時間　土曜日を含む週2～4日午
前9時～午後4時30分、午前10時30分
～午後6時、午前9時～午後6時
◆勤務場所　みたか観光案内所
◆報酬（時給）　1,080円
2月13日㈪までに履歴書（写真貼付、

手書き）を「〒181-0013下連雀3-24-3-
101NPO法人みたか都市観光協会」へ
同協会☎40-5525

（社福）三鷹市社会福祉協議会  
学童保育所職員
◆職種　①正職員、②嘱託職員、③土曜
日嘱託職員、④臨時職員
◆資格　①昭和52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、②昭和33年4月2日以降生ま
れの教育職員免許、保育士または放課
後児童支援員認定資格を有する方、③
教育職員免許、保育士、または放課後	
児童支援員認定資格を有する方
◆勤務時間　①週35時間程度、②週34
時間程度、③午前8時～午後7時、④午
後1時～7時（実働3～5時間。応相談）　

◆勤務場所　市内学童保育所
◆報酬　①月額177,790円～、②月額
217,033円、③時給1,500円、④時給1,130
円または1,200円（資格の有無による）
①2月22日㈬、②24日㈮までに履歴

書（写真貼付）・資格証（写し可）を同協議
会（元気創造プラザ3階）へ、③④2月6日
㈪から、電話連絡のうえ履歴書・資格
証（写し可）を同協議会☎46-1192へ
同協議会①②☎46-1108、③④☎46-

1192
(社福)三鷹市社会福祉事業団　 
職員
◆職種　①看護師、②母子支援員（①②
正職員）、③介護支援専門員、④保健師
（③④契約職員）、⑤介護支援専門員（パー
トタイマー）、各1人
◆資格　①看護師または准看護師（経験
3年以上）、②昭和53年4月2日以降生ま
れの社会福祉士または保育士（普通自動
車運転免許があればなお可）、③⑤介護
支援専門員、④保健師
◆報酬　①月額241,808円～284,480
円（資格・経験などによる）、②月額
192,680円～232,440円（経験による）、
③月額248,000円、④月額320,000円、
⑤時給1,300円
※①夜勤手当あり（1回10,000円）。
◆採用予定日　①③④⑤随時（④は令和
6年3月末まで）、②4月1日
※申込方法など、詳しくは同事業団ホー	
ムページ https://www.mitaka.or.	
jp/へ。
同事業団☎44-5211

NPO法人花と緑のまち三鷹創造
協会　臨時職員（2人）
◆職務内容・勤務場所　花と緑の広場
の芝生管理、広場内作業
◆任用期間　3月中旬または4月1日～
令和6年3月31日（試用期間あり、再度
の任用の場合あり）
◆勤務時間　土・日曜日を含む週4日午
前9時～午後5時の交代制
◆報酬（時給）　1,080円
2月17日㈮（必着）までに履歴書（写真

貼付）を直接または郵送で「〒181-0012
上連雀8-3-10NPO法人花と緑のまち三
鷹創造協会」へ（封筒に「臨時職員希望」と
朱書き。書類選考後に面接）
同協会☎46-2081

北野ハピネスセンター 
（社福）睦月会　生活支援員
◆職種　①嘱託職員、②非常勤職員
◆職務内容　知的・身体障がい者の生
活支援
◆任用期間　任用日～令和6年3月31日
（再度の任用の場合あり）
◆勤務時間　①月～金曜日午前8時30
分～午後5時30分、②応相談
◆勤務場所　同センター（北野1-9-29）
◆報酬　①月額208,340円、②時給1,150
円、交通費支給

同センター☎48-6331へ
(社福)こひつじ会 保育職
◆資格　保育士（取得見込みも可。②は
無資格者も可）
◆勤務時間　①午前8時30分～午後5時
（月1回程度、土曜日の勤務あり。早番・
遅番あり）、②午前7時～10時30分また
は午後3時30分～7時（応相談）
◆報酬		①月額249,862円、②時給1,150
円または1,200円（資格の有無による）
◆採用予定日　随時または4月1日

電話連絡のうえ、履歴書・資格
証の写しを直接または郵送で「〒181-
0003北野3-10-14第二子羊チャイルド
センター」・☎43-9754へ
連雀地区住民協議会事務局 
非常勤職員（1人）
◆職務内容　一般・経理事務、窓口対
応など
◆資格　パソコンの基本操作ができ、
普通自動車運転免許を有する方
◆任用期間　4月1日～令和6年3月31
日（再度の任用の場合あり）
◆勤務時間　午前9時45分～午後4時
45分、午後2時～9時（実働週30時間程
度、交代制。日曜日〈午前10時～午後5
時〉の勤務あり）
◆勤務場所　連雀コミュニティセンター
◆報酬（月額）　175,900円
※必要書類など、詳しくは募集要項（同
センターホームページで入手）をご覧く
ださい。
2月28日㈫（必着）までに必要書類を直

接または特定記録郵便で「〒181-0013
下連雀7-15-4連雀地区住民協議会事務
局」へ
同協議会☎45-5100

財団主催の公演チケットまたはチケット半券で、三鷹駅周辺などの「チケットパートナーショップ」協力店でさまざまなサービスが受けられます（サービス有効期間は公演日から7日間）。
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 独演会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
3月26日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝2月4日㈯
一般＝2月8日㈬
会員＝2,700円　一般＝3,000円
高校生以下＝1,000円
　一度聴いたら癖になる、鯉昇師
匠の落語で大笑いして、笑顔満開
とまいりましょう。
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 独演会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
4月9日㈰　午後2時開演
チケット発売日
会員＝2月4日㈯
一般＝2月8日㈬
会員＝2,700円　一般＝3,000円
高校生以下＝1,000円
　通をうならせつつも、落語は初
めてという方にもお薦めしたい、
柔らかな語り口。
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遊亭兼好 二人会　
芸術文化センター　星のホール　全席指定
5月13日㈯　午後2時／午後6時開演　
チケット発売日
会員＝2月11日（土・祝）　
一般＝2月15日㈬
各回　会員＝2,700円　
一般＝3,000円　
高校生以下＝1,000円
　ますますさえ渡る実力派二人の
高座を、たっぷりとご堪能ください！

柳亭市馬
（撮影：武藤奈緒美） 桃月庵白酒

（撮影：橘蓮二）
三遊亭兼好瀧川鯉昇

チケットインフォメーション 同財団☎0422-47-5122
https://mitaka-sportsandculture.or.jp/

チケット
お求め方法

●窓口販売	 10:00～19:00
月曜日休館（月曜日が休日の場合は開館し、休日を除く翌日・翌々日が休館）
芸術文化センター／三鷹市公会堂さんさん館／三鷹市美術ギャラリー
※学生券をお求めの方は、公演当日に身分証明書をお持ちください。
※発売中のチケットについて、販売状況により完売となった場合はご了承ください。

料金500円、対象は1歳～未就学
児、定員10人（公演の2週間前までに申
し込む）
※特に記載のない場合、公演事業は未
就学児の入場をお断りしています。

●電話予約	10:00～19:00
芸術文化センター☎0422-47-5122
●インターネット予約（要事前登録）
https://mitaka-art.jp/ticket/

友の会『マークル』会員募集中！　年会費／2,000円　会員特典／チケットの優先予約・割引（1公演2枚まで）・ポイントサービス、情報誌の送付、チケットの無料送付（口座会員のみ）など。

発売初日は電話とインターネット受付のみで、窓口販売はありません。

6広報みたか　No.1732　2023.2.5※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。


