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第7回身の丈起業塾ティータイムサ
ロン
「手間のかかる仕事を商売にす
る」
講師は
「博士味噌」
本舗わがまま屋ひろ
主人の内藤紘さん。
㈱まちづくり三鷹
10人
12月8日㈫午後3時〜4時30分
コミュニティビジネスサロン
（三鷹産業プ
ラザ内）
500円
同サロン☎・ 40-0320・ cbs@mitaka.
ne.jpへ
（先着制）
同社☎40-9669

大不況を生き抜く
女性のマネープラン・セミナー

12月12日㈯午後2時
（1時30分開場）
〜4時
三鷹駅前コミュニティセンター
当日会場へ。保育は11月27日㈮までに、
お子さんの名前と必要事項
（11面参照）
を
企画経営室☎内線2115・ 45-1271・
kikaku@city.mitaka.tokyo.jpへ
（先着制）

三鷹市郷土史講座
「むかしむかしの井の頭公園」

講師は千葉大学講師の関口久志さん。
三鷹市女性問題懇談会、市
保育
（1歳〜未就学児）
6人

止）
みたかボランティアセンター
1スペース500円
11月30日㈪から同センター☎76-1271へ

初心者向けパソコン教室
（Word）

講師は
「井の頭公園＊まるごとガイドブッ
ク」
著者の安田知代さん。
50人
12月12日㈯午前10時30分〜正午
三鷹図書館
（本館）
11月19日㈭午前10時から同館☎439151へ
（先着制）

講師はファイナンシャルプランナーでキャ
リアコンサルタントの土井恭子さん。
20人
12月9日㈬午後2時〜4時
市民協働センター
セミナー名と必要事項
（11面参照）
を
わくわくサポート三鷹☎45-8645・ 458646・ wakuwaku@mitaka.ne.jpへ

公開講座
「男はツライ？女・男とも
につくる明日」

3,000円
（材料代を含む）
エプロン、マスク、ゴム手袋、軍手、汚
れても良い服装
11月16日㈪午前9時から参加費を添えて
直接同プロジェクト事務局
（戸塚、渡辺）
へ
みたか都市観光協会☎40-5525
在勤・在学を含む市民10人
12月14日㈪〜18日㈮午後2時〜4時
（全5
回）
西社会教育会館
11月16日㈪〜20日㈮ 午前9時30分〜
午後5時に直接または電話、インターネット
で同 館 ☎32-8765・
http://www.pf489.
com/mitaka/webkm/
（生涯学習システム）
へ
（申込多数の場合は全日程出席できる方を
優先のうえ抽選）

スクールカウンセラー
（若干名）

「みたか紫草復活プロジェクト」
紫根染め教室

北野ハピネスセンター専門研修講
座
「発達障がい児の理解と対応〜
幼児期の支援ニーズとタイプ別指
導・就学支援」

12月12日㈯午後1時30分〜5時
消費者活動センター

講師は東京学芸大学教育実践研究支
援センターの橋本創一さん。
幼稚園、保育園などにお勤めの方
12月15日㈫午後6時30分〜8時
教育センター
12月4日㈮までに所属、職種、参加人数
を北野ハピネスセンター 43-0304へ
北野ハピネスセンター☎48-6331

セカンドライフのつどい2009

「三鷹のまちで探す・見つける・マイライフ」
あなたの新しい人生を地元三鷹で活か 坂井美恵さん。
しませんか。地域での活躍の場を探す
三鷹市シルバー人材センター、わくわく
サポート三鷹、三鷹市社会福祉協議会
（み
ヒントを見つけましょう。
、三鷹いきいき
◆第一部 「マイライフのヒントを見つける」 たかボランティアセンター）
講師はキャリアカウンセラーの向井恒 プラス
夫さん。講座の後に主催4団体と参加者
おおむね55歳以上の方100人
のパネルディスカッションを開催します。
12月5日㈯午後2時〜4時30分
◆第二部 「元気シニアが学ぶ本場の太
三鷹産業プラザ
極拳」
当日会場へ
（先着制）
講師は中華民国太極拳総会理事長の
三鷹市シルバー人材センター☎48詹徳勝さん、極美会インストラクターの 6721

三鷹ネットワーク大学

ふろしき市出店者
三鷹市ボランティア連絡協議会
12月19日㈯午前10時〜午後1時
（雨天中

◆職務内容 児童・生徒、保護者へのカ
ウンセリング、教職員への助言・援助
◆資格 平成22年4月1日現在61歳以下の
方で、①㈶日本臨床心理士資格認定協会
が認定した臨床心理士の資格を有し、教
育相談などの実務経験が原則3年以上ある、
②教員免許を有し、教育相談担当者として
5年以上の経験を有する、③大学または大
学院で心理学、その他関係学科を履修し、
児童・生徒の臨床心理に関して高度に専門
的な知識を有し、教育相談などの実務経験
が原則3年以上ある、のいずれかに該当する
方
◆勤務期間 平成22年4月1日〜平成23年
3月31日
（更新制度有）
◆勤務時間 週4日30時間
（1日7.5時間）
◆勤務場所 市立小学校
（2校兼務）
◆報酬 月額201,500円
（平成21年度実績）
、
交通費月額20,000円以内、社会保険などの
適用あり
11月30日㈪
（必着）
までに履歴書
（写真貼
付）
と小論文
（A4版、800字程度）
を持参また
は郵送で
「〒181-8505学務課総合教育相談
窓口
『スクールカウンセラー募集担当』
」
へ
※応募書類は返却しません。書類選考合格
者には12月初旬に面接日程を通知します。
※小論文のテーマは市ホームページでお知ら
せします。

三鷹ネットワーク大学 秋・冬学期受講者募集中！
★基礎講座 ★★応用講座 ★★★専門講座

NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構〒181-0013 下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階
☎40-0313・
40-0314 HP http://www.mitaka-univ.org/ 開館時間：火〜日曜日、午前9時30分〜午後9時30分
（日曜日は5時まで） 休館日：月曜日・祝日

国立天文台企画サロン アストロノミー・パブ

国際基督教大学寄付講座

サイエンス・リテラシー・カフェ
「これからの科学コミュニケーション」 ★★
支援：(独)科学技術振興機構／共催：日本学術会議
講師は公立はこだて未来大学教授でメタ学習センター・センター長の美馬のゆり
さん、国際基督教大学教養学部教授の布柴達男さん。1時間程度の対談の後、立
食形式での
「カフェタイム」
で科学に関する会話をお楽しみください。
20人
12月5日㈯午後6時〜8時
2,500円
（飲食代を含む） 同大学へ
（先着制）

「心で宇宙を観る〜着々と建設が進むアンデスの巨
大な 電波の眼 〜」 ★★
天文学関係者と多彩なゲストによる
「トークタイム」
の後は、立食形式の
「パブタイ
ム」
。12月は国立天文台名誉教授の石黒正人さんと、
「天文台マダム」
の梅本真由美
さんが登場します。
20人
12月19日㈯午後6時30分〜8時30分
3,000円
（飲食代を含む）
11月29日㈰午後5時までに同大学へ
（申込多数の場合は抽選）

三鷹ネットワーク大学企画講座 協力：国立天文台

国際基督教大学寄付講座

サイエンス・リテラシー講座第7回
「情報の世界観を 「星空案内のための天文講座
〜星空準案内人®になろう！〜」 ★
語る〜科学技術の智としての情報学とは〜」
★
※星空案内人®・星空準案内人®は、山形大学の登録商標です。

支援：(独)科学技術振興機構／共催：日本学術会議
講師は東京工業大学教授の渡辺治さん。
25人
12月12日㈯午後3時30分〜6時
500円
同大学へ
（先着制）

三鷹ネットワーク大学企画講座

太宰を読む百夜百冊

第三十八夜
「ヴィヨンの妻と山崎富栄
〜尽くす女の幸せとは〜」 ★
講師は作家・翻訳家の松本侑子さん。
50人
12月20日㈰午後2時〜3時30分
一般1,000円 市民800円
同大学へ
（先着制）

主催者

対象・定員

日時・期間

場所・会場

星空観望を楽しむための基本的な天文学講座です。所定の用件を満たした方に
®
は、星空準案内人（準ソム
リエ）
の認定証を差し上げます。
50人
平成22年１月15日〜3月12日の毎週金曜日午後7時〜8時40分
（3月5日を除
く全8回、通し受講のみ）
一般8,000円 市民6,400円
（テキスト
「星空案内人になろう！」
をお持ちでない方は、
別途テキスト代1,327円がかかります）
12月10日㈭午後5時までに同大学へ
（申込多数の場合は抽選）
いずれも11月17日㈫午前9時30分から三鷹ネットワーク大学へ
いずれも同大学
※受講の申し込みには受講者登録が必要です。講座の詳細や受講者登録については、ホームページまた
は同大学へお問い合わせください。

費用
（記載のないものは無料）

持ち物

申込方法

問い合わせ

託児あり

