われ も こう

わたくしたちは、緑豊かな井の頭地区の環境を守り、美しいものを大切にする心を育み、みんなで学びながら、
手をとり合って、生きがいのある心のふるさとをつくることをめざします
―会則前文より―

三鷹市井の頭２―３２―３０

井の頭住民協議会広報部

企画・編集

吾木香（われもこう）
玉川上水べりに見ら
れます。

井の頭コミュニティセンター
・本館（事務局）
☎０４２２―４４―７３２１

ホームページアドレス

住協委員研修会 今年はどこへ？
再び千葉県旭市飯岡地区に…

ばら科の多年草で、

http://inokashiracc.jp/

ずねて」と銘打って、
世界遺産の「富岡製糸
場」や「韮山反射炉」、
歴史に関係深い日光や
ＮＨＫ大河ドラマに因
んだ地域など。図書部
で は、「 電 車 や バ ス で
行ける身近な場所に・
・・・」をテーマに、

８月６
月曜日・祝日・祝日

が月曜日の場合は翌

日火曜日

・１１・１３・２０・２７日

９月３・１０・１７・１８・

２３・２４日

毎年、１４０名ほど
の地域の方が井の頭住
協委員として７つの部
（総務・厚生・体育・
文化・広報・図書・防
災）と３つの特別委員
会（「あじさいの会」・
健康委員会・多世代交
流委員会）に所属し、
ボランティアで住協活
動を行っています。
住協委員研修会は、
住協委員のみが参加で
きるものです。東日本
大震災以降、東北３県
のすさまずしい被害の

住協委員研修とは…

日 本 銀 行、 皇 居 東 御
苑、文楽鑑賞会などに
出かけています。防災
部 は、「 立 川 防 災 館 」
「千葉県西部防災セン
ター」などを防災の観
点から視察していま
す。

７ 月 ２３・３０ 日

日
館
休

行
発

陽光発電所やごみ処分
場の見学、近年は、施
設見学会として結城市
の「つむぎ館」などを
見学。厚生部は、食品
工場の見学や地方の記
念館、都内の迎賓館な
どを見学しています。
文 化 部 は、「 歴 史 を た

井の頭コミュニテ
ィ・センター事務局
職員募集の記事を７
～８面に掲載してい
ます。ご覧ください

陰に隠れてメディアに
もあまり取り上げても
らっていない、千葉県
や茨城県の被災地を訪
問 し て き ま し た。 ま
た、２０１４年にはそ
の年、大雪の被害を受
けた山梨県笛吹市を訪
問しました。
今年度は、 月２日
（火）に再び千葉県旭
市飯岡地区を訪ねて、
復興の状況をうかがい
たいと思います。学習
会のあとは、地場産の
食材を使った美味しい
昼食、現地でのお楽し
みの買物で支援、ヤマ
サ醤油工場見学と盛り
だくさんの研修会で
す。
２０１１年以降の委
員研修会の経緯は、５
～ ６面 を ご 覧 く だ さ
い。

古紙配合率 ５０％ 再生紙を使用しています。

（1）

井の頭地区住民協議会

井の頭地区住民協議会では、地域で参加者を募集して出かける各部の
研修会や見学会の他に、住協委員（今年度１４３名）の相互の交流・親
睦を図り、住協活動のあり方を考えることを目的とした住協委員研修会
が行なわれています。
東日本大震災のあった２０１１年以降、毎年被災地を訪問し震災時の
様子や復興の状況を視察してきました。その後、訪問をきっかけに「コ
ミュニティまつり」などで被災地の物品販売を行っています。今年度の
委員研修会は、引き続き被災地訪問を継続することとなり、再び千葉県
旭市飯岡地区を訪問することになりました。
今号では、東日本大震災以降に訪問した被災地での交流を振り返って
みたいと思います。

各部の見学会・研修会
各部で計画した研修
会 や 見 学 会 は、「 吾 木
香」やポスターで参加
者を募集後、バスや電
車で出かけています。
総務部では、環境問
題などをテーマに、太
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みんなできずこう井の頭のコミュニティ

われ も こう

多世代交流委員会

２年

ひらい

しの

ど、やってみるとたの
しくてとてもおもしろ
かったです。
おじいちゃんたち、
やさしく教えてくれ
て、ありがとうござい
ました。

 小学生向け将棋講習会
五小
しくなんどもしょうぶ
しました。
しょうぎは、むずか
しいと思っていたけれ

五小

２年

ひらい

その

たのしくておもしろかったです


コミュニティ・セン
ターのしょうぎきょう
しつに行きました。

一部の外来種は完全に
排除するのは困難で
す。
魚・カメ・ザリガニ
などは目立ちます。一
方で、プランクトンな
ど小さな生きものは目
で見えにくく変化を理
解しにくいものです。
かいぼり前後で最も劇
的に数を減らしたのは
藍藻類の「アオコ」で
あることをご存知です
か？
藍藻類のアオコは、
井の頭池のように窒素
・リンなどの栄養が豊
富な池で異常増殖す
る、嫌われものです。
アオコは、地球に酸素
を創り出してくれた恩
人なのですが、異常増
殖しやすい特性のため
今では厄介者扱いされ
がちです。

講演では、アオコ
がもつ秘められた不
思議な特性を紹介し
ます。また、池の掃
除屋として知られる
ミジンコの面白い特
性、そのミジンコた
ちの生息空間創出に
欠かせない沈水植物
の役割、かいぼりに
よる復活の仕組みな
ども紹介します。
今後、井の頭池を
どう守っていくべき
か、一緒に考えまし
ょう。

環境講演会 多世代交流委員会
井の頭池をアオコ・ミジンコ
水草から考える
◆日時
７月 日（日）
午後１時半～３時半
◆場所
新館 視聴覚室
◆講師
林 紀男さん
千葉県立中央博物館
主任上席研究員
申込み受付中です。
「かいぼり」によ
り水環境が改善され
た井の頭池。貴重な
水草が復活。透明度
も回復しています。
しかし、かいぼり効
果は永続的ではあり
ません。
かいぼりで外来種
が排除され井の頭池
に棲む生きものたち
の調和が戻りつつあ
ります。それでもア
メリカザリガニなど

２９

なんどもしょうぶしました

２３

６月 日、コミュニ
ティ・センターのしょ
うぎきょうしつに行き
ました。
しょうぎをするの
は、はじめてだったけ
どおじいちゃんたちに
わかりやすく教えても
らいました。ルールが
わかると、とてもたの
おともだちにすこし
だけ教えてもらったこ
とはあったけれど、も
っと知りたかったので
さんかしました。
おじいちゃん先生
が、こまのおきかたや
名前、そしてルールを
わかりやすく教えてく
れました。ルールがわ
かるとむずかしいと思
っていたしょうぎが、
たのしくておもしろく
なりました。
教えてくれたおじい
ちゃん先生、ありがと
うございました。

（2）
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図書部

五小

２年

立川

智太朗

もやしてみるじっけん
と、線香花火をつくる
ことをしました。
やったことの中でも

落合

多和

いちばんむずかしかっ
たことは、線香花火の
紙をまくところでし
た。むずかしかったけ
ど、できたので楽しか
ったです。また、やり
たいです。
こんどの「かがくあ
そび」も楽しみです。

「かがくあそび」金属ってもえる？

われ も こう

紙をまくのがむずかしい


ぼ く は、「 か が く あ
そび」でなにをしたか
というと、スチールウ
ールや、てつのこなを

４年

火に鉄くぎを入れる実けん
五小

５月 日、夏目漱石
が数々の名作を世に送
り出した「漱石山房」
に整備された「漱石山
房記念館」を見学に行
きました。
慶応３年、現在の新
宿区に町方名主の五男
として生まれ、幼少の
頃に養子に出され９歳
の時に生家に戻ったと
の 事 で し た。「 俺 は６
人の末っ子で両親から

 椅子に座ってする体操

り無理することなく、
気持ちよく身体をのば
すことが出来ました。
こうした「筋トレ・脳
トレ」は一人でなく、
皆で笑いながらやるの
が効果的だそうです。
介護生活は少しでも遅
らせたいものです。
３丁目 青木 春枝

健康委員会

６５



私 は、「 か が く あ そ
び」をやって、たくさ
んの発見をしました。
今まで知らなかった事
を学び、知っている事
はあらためてかくにん
し ま し た。 そ の 中 で

も、とくにおもしろか
ったのが、ろうそくの
火に鉄くぎを入れる実
けんです。一番最初の
実けんだったし、どう
なるのかなという気持
ちが強かったからで
す。結果は鉄く
ぎの先が、灰色
ににた色に変わ
りました。
「かがくあそ
び」に参加し
て、知らなかっ
た事が色々と知
れてよかったで
す。

３０

初回に先生は、自作
の大きな紙を貼ってフ
レイルから要介護への
段階を説明くださいま
した。２回目は転倒防
止、最終回は介護予防
のための柔軟運動とテ
ーマを決めて指導して
くださり、わかりやす
く達成感がありまし
た。
時折り入る脳トレは
うまく出来なくてつい
笑ってしまいます。
シニア向けの体操な
ので椅子に座ってあま

余計者、要らぬ子とし
て扱われていた」と言
っていて驚きました。
松山の中学校に赴
任、留学、東京帝国大
学の教員と変遷を経て
朝日新聞社に専属作家
として入社したとの
事。明治 年、早稲田
南町に「漱石山房」と
呼ぶ家を構え、家族と
暮し友人や門下生が集
っていました。今も名
に残る人々が漱石を慕
い集っていた頃の写真
を見ると人柄や家の居
心地の良さが伝わって
きました。書斎には、
花柄の絨毯が敷かれ文
机・火鉢・膨大な書籍、
レプリカとはいっても
その時代と場所におじ
ゃましている気分でし
た。漱石は、自身で植
物を植えたり動物たち
を可愛がって共に暮ら
したりと、博愛主義の
人だと感じました。
人間漱石を知った
今、改めて著作を読ん
でみようと思いまし
た。 ３丁目 Ｔ・Ｓ

（3）

「漱石山房記念館」を見学

「シニアのための筋
トレ＆脳トレ」という
３回の体操教室に参加
しました。講師はニュ
ージーランドでラグビ
ーと社会福祉を勉強、
現在は 歳以上対象の
体操指導をしている並
木富士子先生です。目
指しているのはフレイ
ル（虚弱）といわれる
疲労感や筋力低下、活
動量の低下などから介
護生活とならないよう
に健康を維持していこ
うとする体操です。

４０

図書部
研修会
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コミコミ
コーナー

法政高校に行こう！

多世代交流委員会
法政高校のお兄さん・お姉さ
んと一緒に学校の中に入ってみ
よう。本の読み聞かせや実験な

夏休みコミュニティ・センタ

文学講座

「新天地・童話、童謡の世界」
『赤い鳥』創刊百年に因んで
◆日時
８ 月２５日（土）

よ。

◆場所

新館

視聴覚室

◆講師

星野

晃一先生

８ 月２２日（水）

午後 １ 時半～ ４ 時頃

（元武蔵野大学客員教授）

集合

◆費用

無料

◆対象

三鷹市民
先着５０名

午後 １ 時１５分

◆集合場所

本館

ロビー

◆対象

小学生

◆定員

ます。

◆定員

先着２０名

◆持ち物

◆期間

◆申込み

８ 月 １ 日～２１日

本館事務局に申込む。

夏休み『五小プール開放』
◆開催日時
８ 月 ２ 日（木）～ ９ 日（木）

筆記用具

◆申込み

８ 月 １ 日～

本館事務局に申込む。

毎週月曜日と ８ 月１１日は、お休
みです。

９ 月 １ 日（土）

午後 １ 時半～ ４ 時半

ー図書室は午前１０時から開室し

７ 月２４日（火）～ ８ 月３１日（金）

総務部

ど楽しい企画が用意されている
◆日時

夏休み図書室の開室

第292号

※電話受付は ８ 月 ２ 日から

親子陶芸


絵付け教室
文化部

素焼きのお皿に絵付けをして

矢吹町復興支援バスツアー
今年の福島県矢吹町への復興

焼き上げます。

支援買物ツアーは、
「やぶきフ

◆日時

ロンティア祭り」の開催に合わ

８ 月２５日（土）

（ ８ 月 ６ 日（月）は休み）

午前１０時半～１２時

せてバスツアーを実施します。

午前の部

◆場所

本館

ご家族揃っての参加をお待ちし

◆講師

陶芸グループの皆さん

１０時～１２時

午後の部
◆場所

１ 時半～ ３ 時半
第五小学校プール

集会室

◆材料費

ております。もちろん、お一人
さまの参加も大歓迎です。
◆日時

９ 月 ９ 日（日）

当日、プール前受付にお越しく

作品を作る人

ださい。

◆対象

小学生以上の親子

午前 ７ 時３０分出発

◆費用

◆定員

先着２０名

帰着予定

無料

１人

５００円

午後 ５ 時半

◆持ち物

◆持ち物

水着・水泳帽・タオル

鉛筆

◆注意事項

◆申込み

・小学 ３ 年生以下の方は保護者

本館事務局に費用を添えて申込

午前 ７ 時20分（時間厳守）

同伴。
（保護者の方も必ず水着

む。

吉祥寺ヨドバシカメラ前

エプロン

タオル

消しゴム

後する場合があります。

７ 月３１日～ ８ 月１９日

の着用をお願いします）
・家から水着を着てこないでく
ださい。

※道路事情により到着時間が前
◆集合場所

時間

◆行程（予定）

普通救命講習

防災部

ヨドバシカメラ前―「やぶきフ
ロンティア祭り」会場―観音湯

ＡＥＤ操作法ほか。一定の技

温泉（希望者のみ。入浴されな

ります。

能を習得された方には、東京消

い方はフロンティア祭りをお楽

・貴重品は、自己責任において

防庁から認定証を交付します。

しみください）―大木代吉酒造

各自で保管してください。

◆日時

見学―吉祥寺

・天候により中止することがあ

８ 月２５日（土）

午後 １ 時～ ４ 時

◆参加費

鉄道模型運転会

多世代交流委員会

◆場所

本館

◆昼食

◆講師

東京救急協会

ア祭り会場の「ご当地グルメゾ

◆費用

無料

ーン」でお好きなものをお召し

法政高校卒業生が本格的な鉄

◆定員

先着２５名

上がりください。

道模型を見せてくれます。

◆持ち物

◆日時

◆申込み

８ 月２１日（火）

和室

筆記用具
７ 月３１日～ ８ 月１９日

無料

◆定員

自己負担でフロンティ

先着４０名

◆申込み

８ 月 ７ 日～ ９ 月 １ 日

午後 １ 時～ ４ 時

本館事務局に申込む。

本館事務局に申込む。

◆場所

本館

※電話受付は ８ 月 １ 日から

◆問合せ

◆費用

入場無料

※遅刻・早退した場合は講習終

井の頭コミュニティ・センター

会議室

※当日、会場にお越しください。

了とは認められません。

時間内で自由に出入りできます。

※動きやすい服装でお越しくだ

※協力

さい。

法政大学中学高等学校

（4）

☎４４―７３２１

復旧から復興へ頑張る被災地

2014年は大雪で
被害を受けた山梨に行
きました︒三鷹市でも
多くの農業用ハウスが
崩壊した被害があり︑
他人事ではないと笛吹
市 へ︒﹁ 笛 吹 す け っ こ
の会﹂の代表でかつて
被災状況や現在の心境
などを聞き︑改めて地
震津波の恐ろしさ︑そ
れに負けない飯岡の人
たちの逞しさを学んで
きました︒

に生きる彼女たちのい
ま⁝﹂のビデオ鑑賞が
いわき研修の仕上げで
した︒

出漁できない日々が続いた
漁師のおかみさんのはなし
2015年は福島と
の県境にある津波と原
発の二重の被害を受け
た北茨城市大津を訪問
しました︒
津波の被害と復興を
記録した映像シアタ
ー︑市民の声を集めた
アーカイブのある北茨
城市漁業歴史資料館を
見学︑ご主人と二人で
漁をする﹁夫婦船﹂の

国の地方創生交付金活用し

井上淑恵さんに話をし
ていただきました︒井
上さんは﹁女性を船に
は乗せない時代︑夫婦
で船に乗るという先駆
者でしたが︑今はこの
港に9艘の夫婦船がい
ます﹂と話され︑特産
のシラスの放射能セシ
ュウム濃度が基準をこ
えるからと出漁ができ
ない日々が続いたこ
と︒風評被害が追い討
ちをかけたことや漁師
のおかみさんの頑張り
などを話してください
ました︒また︑銀行が
募集した﹁ 歳のラブ
レター﹂で夫への感謝
の心を綴り大賞を受賞
した漁師さんです︒
昼食は大津港漁協直
営の市場食堂で海鮮料
理を堪能︒海産物を港
近くの松野屋でショッ
ピング︒このツアーは
原発の風評被害を受け
た地域に交付されるグ
リーンふるさと振興機
構の支援事業助成金を
受けて行われました︒
の 農 産 物 や 地 酒︑ 銘
菓︑伝統工芸品の相馬
焼などが並べられてい
ました︒

昨年2017年はテ 市﹂に変身︒
鋸南は江戸時代から
ーマを変え︑千葉県の
鋸南町を訪れました︒ 水仙を江戸に出荷して
東京湾フェリーで房 いた花の里︒水仙の次
総上陸︒鋸南保田イン は 桜 を 名 物 に と︑
ターからすぐの﹁道の 2001年から︑早咲
駅保田小学校﹂へ︒バ きの頼朝桜︵河津桜︶
スの中で大塚道の駅駅 の植林を続け︑今では
長から﹁廃校になった 1万4000本の頼朝
小学校をリノベーショ 桜が花開く桜の里にな
ンした都市との交流拠 っています︒
昼食は漁協直営の
点︑地域のコミュニテ
ィ の 核 に な る 施 設 で ﹁ ば ん や ﹂ で︑ 地 元 市
す ﹂ と 説 明 を 受 け た 場直送の海鮮定食︑食
後︑元校舎の教室を使 べきれずにお持ち帰り
った宿泊施設や観光案 という方がたくさんい
内所などのほか︑旧職 ました︒
帰りは東京湾アクア
員棟の食堂︑温浴施設
ライン経由︑海ほたる
など見学しました︒
大きな体育館は鋸南 Ｐ Ａ で コ ー ヒ ー タ イ
や房総の特産品が並ぶ ム︑予定より早めに吉
﹁里山市場きょなん楽 祥寺に帰着しました︒

廃校になった小学校を道の駅に

鋸南町は水仙・頼朝桜の花の里

健康センターでの地
元区長会の大野康統会
長の話は︑いざという
時のコミニテイのあり
方を知るうえに大変参
考になりました︒
昼食は地元産品を使
った宝夢定食︑食後は
源泉かけながしのあゆ
り温泉へ︒買物ツアー
のメイン会場になった
ホールには︑採れたて

矢吹町に復興支援買物ツアー
2016年は福島県
矢吹町を訪ねました︒
東日本大震災で住宅
2600棟が全半壊︑
農地も被害を受けてい
ます︒
三 鷹 市 で は︑ 国 の
﹁地方創生交付金﹂を
活用し﹁姉妹都市元気
創造交流事業﹂として
住民協議会が主体の
﹁矢吹町復興継続支援
買物バスツアー﹂の4
年間継続実施を決めま
した︒これを受けての
研修ツアーでした

井の頭住協事務局長だ
った大竹さんにお願い
した研修は︑雪害に際
して発揮された笛吹の
皆さん方のボランテア
活動のすばらしさに圧
倒され︑住民の絆を強
めることの大切さを学
びました︒
﹁笛吹すけっこの
会﹂は︑東北への様々
な支援活動に対して厚
生労働大臣から感謝状
が送られていますが︑
大竹さんは﹁雪害被害
に際し福島県内の二つ
の仮設住宅から 万円
の寄付金が贈られてき
たことのほうが本当に
ありがたく嬉しかっ
た﹂と話していまし
た︒
この研修会には倉嶋
笛吹市長も参加されま
した︒

絆強める﹁笛吹すけっこの会﹂

福島の仮設住宅から見舞金が

雨がふる広場で待機し
た宿泊客1300人の
避難誘導︒大きな被害
を受けたホテル再開へ
の話や︑フラガールの
全国きずなキャラバン
の成功などを話してい
ただきました︒
小名浜港の﹁いわき
ら・ら・ミュー﹂で昼
食と海産物の買い物で
被災地を支援︒帰路の
バ ス︑﹁ が ん ば っ ぺ フ
ラガール！⁝フクシマ

おきました︒さらに風評被害は︑農業や水産
業関連の人たちだけでなく観光地の被害はさ
らに深刻でした︒風評被害に負けずに努力し
ている観光地を訪れることが支援になるので
は⁝と検討した結果でした︒

委員研修でコミュニティの大切さ学ぶ

334台︑転覆や陸地
への乗り上げなど 隻
の船が被害にあってい
ます︒
被災地だから出来る
﹃防災教室﹄を企画
し︑実施している﹁光
と風キャンペーン実行
委員会﹂と連絡を取っ
て飯岡を訪れました︒
語り部の高橋真一さ
んと小野芳子さんから

85

（5）

住民協議会の﹁住協委員研修﹂は7年前か
ら東日本大震災後︑復興努力をしている被災
地に支援も兼ねた委員研修を行なうことにし
ました︒東日本大震災による被害は死亡・行
方不明など人的被害だけでなく︑家屋の倒壊
や液状化現象︑地盤沈下などの被害も各地で

15

60

佐原の伊能忠敬旧宅など崩壊

い内容でした︒
昼食は地場の新鮮な
海産物を盛った﹁復興
丼 ﹂︒ 売 り 上 げ の ％
を義捐金にという丼を
売り出していた銚子へ
回 り︑﹁ 水 の 郷 さ は
ら﹂では農産物︑銚子
の﹁ウオッセ ﹂では
海産物をショッピン
グ︒災害の酷さとそれ
に負けない人たちの熱
い思いに圧倒された研
修でした︒

銚子では﹁復興丼﹂で義捐金
2011年初めての
震災復興支援研修は︑
伊能忠敬旧宅や伝統的
建造物の多くが崩壊︑
小野川の川床が隆起す
るなどの被害を受けた
千葉県佐原市でした︒
増子佐原観光協会事
務局長の﹁被害の状況
と佐原のまちづくりの
進めかた︑コミニテイ
の大切さ﹂の話と配布
されたまちづくりの資
料は研修会にふさわし

津波 に 加 え 放 射 能 の 風 評 被 害 も

けました︒
宿泊は地震で大きな
被害を受けた﹁スパリ
ゾートハワイアン﹂︒
閉鎖された炭鉱の娘
さんたちの苦労をバス
の中のビデオで知った
だけに︑舞台でみる生
身のフラガールたちの
踊りは迫力満点︑素敵
でした︒
翌日はホテル総支配
人下山田さんから﹁安
全が確認できるまで氷

フラ ガ ー ル 華 麗 に 舞 う い わ き 市 へ

2012年は福島県
いわき市への宿泊研修
でした︒
映画﹁フラガール﹂
のビデオをバスのなか
で鑑賞︒まちづくりビ
ューロー事務局の渡辺
さんの案内で︑瓦礫が
山と積まれた平薄磯地
区︑美空ひばりの歌碑
が立つ塩屋崎など津波
被災地を回り︑原発放
射能の風評被害や復興
取り組みへの説明を受

九十九里海岸の隠れた津波被害

13

（6）

10

旭市飯岡で語り部囲み防災教室

2013年︑千葉県
の旭市飯岡を訪問︒東
北3県の甚大な被害の
影に隠れていました
が︑九十九里海岸の旭
市飯岡地区は津波によ
って多くの被害を受け
ました︒
死者 人︑行方不明
2人︑住宅の損害は市
内全世帯の約 ％の
3696世帯︑車両は

24

21
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書道教室
○子ども達には基礎をしっかりと。
○大人の方には
日本のかな文字の美しさを
やさしく楽しくご指導します。

家電製品の販売・修理
技術とまごころで皆様に
ご奉仕する店

―７５２８

㈱共栄電化
ＴＥＬ

お買い物は地元の商店で！

野菜・果物・食品
お酒・切手・はがき

下連雀バス停前
三鷹市下連雀１―９―１ ９

ＴＥＬ ―０８４５
ＦＡＸ ―０８４６

（7）
（8）

６ ロール ￥４４０
１２ロール ￥４９０

シングル
ダブル

（緑茶の香り） （芯あり・芯なし）

本館事務局窓口で
猛暑が続く毎日です。コミュニティ・セン
ターでは、熱中症予防のためにロビーを開放
しています。
和室の利用がない時には、和室も開放いた
します。ご利用ください。

トイレットペーパーを
販売しています

涼みにきませんか！

栗原ストアー

定休日 火曜日

〇四二二―四九―七六五一

ＰＭ ５：００

高 橋 書 店

新刊書籍・雑誌

０４２２－４３－６６６３

定休日／水曜日

三鷹市井の頭地区住民協議会
事務局職員（準職員）を
募集します！
平成 年８月 日（火）
～９月 日（水）

午前 時～午後８時
（日曜は午後４時）
月曜日と祝日は休館日
（祝日が月曜日の場合
は翌火曜日）
、申込み場所
井の頭コミュニティ・
センター本館 事務局
、申込み方法
指定履歴書と受験申込
書（受験票）を井の頭
コミュニティ・センタ
ーホームページからダ
ウンロード又は、申込
み場所で受取り、必要
事項を自筆記入し、写
真（縦４㎝×横３㎝の
最近３ヶ月以内に撮影
したもの）を貼付して
本 人 が 持 参 す る。（ 郵
送不可）
、試験日
第一次選考（筆記試験）
平成 年９月 日（日）
午前 時 分～
会場 三鷹市市民協働
センター 第一会議室
内容 教養試験
適性・事務能力検査
作 文（ 出 題 １ 問
８００字以内
分）
持ち物 受験票 筆記
用具（鉛筆ＨＢ） 昼食
第２次選考（面接試験）
第１次選考合格者のみ
平成 年 月 日（日）
会場 井の頭コミュニ
ティ・センター本館会
議室
、問合せ先
三鷹市井の頭地区
住民協議会
☎ ―７３２１
※詳細は、井の頭コミ
ュニティ・センターホ
ームページの募集要項
をご覧ください。
公式ホームページ http：//naomi-hara.com/

背広，Ｙシャツ，制服，
コート

パーマ・カラー最終受付



１、募集人数 １名
（地方公務員ではあり
ません）
２、雇用期間
平成 年４月１日～
平成 年３月 日
勤務成績が良好の場合
は雇用期間満了後、選
考を経て正職員へ登用
の機会があります。
定年 歳
３、応募資格
・学歴不問 ・パソコ
ン（ワード・エクセル）
ができ、普通運転免許
証を所持している方
４、勤務場所
井の頭コミュニティ・
センター 三鷹市井の
頭２― ―
５、勤務内容
一般・経理事務 施設
管理 窓口対応など
６、勤務時間
①９時 分～ 時 分
② 時 分～ 時
①②の交代勤務
日曜日は①で交代勤務
７、 休 日 ４ 週 に ８
休、月曜日（休館日）
と指定する日、祝日、
年末年始
８、休暇
年次有給休暇 日
その他特別休暇あり
９、給与
月額 万２６２５円
（地域手当含む）
期末・勤務手当等あり
、社会保険完備
、人事交流制度
三鷹市内の他住民協議
会に出向する制度があ
ります。採用後、直ち
に出向することはあり
ません。
４～ は、勤務条件で
す。
、申込み期間・時間

井の頭Ｇ・Ｇ愛好会
初めてのゴルフ旅行


ＴＥＬ：０４２
（４８０）
２８００ ＦＡＸ：０４２
（４８０）
２８２１

１３

１４

うに、ニワトリが鳴い
て い ま し た。 二 日 目
は、コースに慣れたの
かなんと連続ホールイ
ンワン、これには周り
もビックリ。日頃の練
習の成果が実を結び僅
差の準優勝でした。
グラウンドゴルフは
楽しいスポーツです。
ぜひ一緒にやろうでは
ありませんか。
愛好会 Ｍ・Ｔ

☎４ ６－６ ５ ６ ５

教室
（自宅）
井の頭 ５ －２０－１３

原

特急即日仕上げ承ります！
！
０１２０－４９－５７４５

奈緒美

ベストツアー多摩 担当：浅香智子

〒１８２―００２２ 調布市国領町３―３―２０よろずやビル２階

大東文化大学講師
指導

国内旅行・海外旅行取扱（東京都知事登録旅行業２―４７００号）

はじめての場合
アップライト１万円で。

４３
ＰＭ ６：００

お求めやすい価格で！
ＴＥＬ 午前１１時から

４７ ４７

手すり取付
バリアフリー工事

詳しくは、こちらからツアー検索できます。

トイレ便器
洗面台・蛇口
交換工事

雨漏り
修理工事

１９ ２１

３０

６０

２８

ダイエークリーニング
営業開始時間

３０

（４６）
９３６４ 水曜定休
０４２２
カット最終受付
新鮮ネタを

ＡＭ ９：００
自慢のまぐろと

１０

３１

３０

３０

１０ ３０

１０

３０

３０

２１ １８

１５

３１

３２

１５ ４５

１９

１１

井の頭Ｇ・Ｇ愛好会
のゴルフコンペに、一
泊二日で参加しまし
た。 場 所 は 千 葉 県
九十九里白子海岸。幾
重にも押し寄せる白波
に心弾む私でした。
白子のコースは起伏
にとんだ難コース。
一日目は、打ったボー
ルが思った所に行かず
てこずり、隣の鶏小屋
から笑っているかのよ

検索
ベストツアー多摩

われ も こう

３２

６０

１２

１１ １０

１２

１５

１６

４４
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