
2023年（令和5年）3月20日号 たま広報6 求人・募集、愛称は「K
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さんぽ館」に決定

教育振興課・学校支援課・教育指導課はベルブ永山に移転しました 詳細は、公式ホームページをご覧ください。
i教育振興課☎(338)6872教育

令和５年度会計年度任用職員

職種など下表の通り雇用期間令和
６年３月31日まで（勤務成績が良好
な場合は更新可）備考詳細は、３月
20日㈪から公式ホームページに掲載
または市役所３階人事課、聖蹟桜ケ
丘駅・多摩センター駅各出張所、永
山公民館で配布の募集要項参照。必
要書類提出前に、公式ホームページ
のインターネット手続きで要事前申
請mi４月10日㈪までに、郵送また
は直接持参で、必要書類
を、〒206－8666人事課☎
（338）6804へ

募集職種 募集人数
庁舎管理員 2人程度
犯罪被害者等相談支援員

各１人程度

虐待対策コーディネーター
介護認定調査員
旧多摩聖蹟記念館専門員
教育相談員（週24時間）
保育補助員
栄養士Ａ（給食センター）

「多摩市援農ボランティア講習
会」第９期受講生
　担い手不足や高齢化が進む都市農
業を持続させていくために、基本的
な農作業を学び、農作物の生産を手
伝います。
bn市内農家の畑＝毎月２～４回程
度の実習、農林水産振興財団講堂

（立川市富士見町3－8－1）＝開講・
修了式、座学t農業に興味があり、
講習会終了後に市内の農家で農作業
の手伝いが可能な市内在住・在勤・
在学者c８人（応募者多数の場合は
抽選）備考詳細は、要問い合わせ
mi３月22日㈬～４月５日㈬に、直
接、市役所２階経済観光課☎（338）�
6848へ

第33回映画祭 TAMA映画フォ
ーラム新規実行委員募集説明会
d４月16日、５月14日、各日曜日午
後３時30分～４時45分b消費生活セ
ンター講座室（ベルブ）c各25人（申
し込み先着順）備考活動報酬・交通
費などの支給なしmi各説明会前日
までに、メールまたはインターネッ
ト手続きで、住所・氏名・電話番
号・参加希望日を、TAMA映画フォ
ーラム実行委員会atcf-recruit@
tamaeiga.org、URLhttps://www.
tamaeiga.org/staff/、☎（337）
6661へ

永山フェスティバル企画運営委員

　今年で24回目を迎える永山フェス
ティバル。楽しい企画の提案や開催
当日の運営などで一緒に盛り上げま
しょう！　まずは、企画運営委員会
にご参加ください。
備考委員は随時募集。会議は、12
月・１月を除く毎月第１水曜日午後
７時30分～９時に開催。第１回は、

　岩
いわ

倉
くら

貴
たか

子
こ

さん（市内在住）の作品
に決定しました。
　岩倉さんの「散歩しながら立ち
寄れば、人と文化の交流や新しい
発見があり、明日へとつながる施
設になりますように」という想

おも

い
を大切にし、市民の皆さんが気軽
に立ち寄れ、末永く愛される魅力

ある施設を目指していきます。
　愛称に応募・投票いただいた皆
さん、ありがとうございました。
i文 化・
生涯学習
推進課☎
（338）6882

愛称は「K
キ

IT
タ

AK
カ

AI
イ

さんぽ館」に決定!!
（市民活動・交流センター、多摩ふるさと資料館）

４月５日㈬に消費生活センター講座
室（ベルブ）で開催予定mi電話また
は直接、永山フェスティバル実行委
員会事務局（永山公民館内）☎（337）�
6661へ

あなたのまちづくり活動を応援
します！「令和５年度の活動助
成金」
tまちづくりに取り組む団体や個人
による生き生きとしたまちづくり
（都市環境の整備改善活動や美化活
動、歴史文化を活

い

かしたまちづくり
など）に関する活動・調査研究助成
額１件40万円以内（単年度の活動な
どに対して助成）決定方法５月下旬
に運営委員会で選考の上、決定備考
多摩市の支出金（補助金・委託料な
ど）との併給は原則不可（助成対象外
事業で市の支出金の受給は可）。詳
細は、公式ホームページに掲載また
は市役所東庁舎２階都市計画課、市

内各コミュニティセンターで配布の
募集要項参照mi３月22日㈬～４月
20日㈭必着の、郵送で、必要書類を、
〒105－8574港区芝３－33－１三井住
友信託銀行個人資産受託業務部公益
信託グループ多摩まちづくりファン
ド申請口☎03（5232）8910へ

令和５年度生産緑地地区追加指定

　①②の順で手続きをしてください。
① 生産緑地地区指定願書の受け付け
(事前申請)
備考日程調整の上、農業委員会と都
市計画課の現地確認に要立ち会い
mi４月３日㈪～17日㈪に、直接持
参で、市役所２階経済観光課内多摩
市農業委員会事務局☎（338）6848へ
② 生産緑地地区指定申請書の受け付

け(本申請)
mi５月22日㈪～６月２日㈮に、直
接持参で、市役所東庁舎２階都市計
画課☎（338）6856へ

　5月5日号の原稿受け付けは３月27
日㈪～4月3日㈪です（先着30団体）。
掲載には条件あり（掲載規定参照）。掲
載規定・掲載用紙は公式ホームページ
に掲載の他、市役所３階秘書広報課、
聖蹟桜ケ丘駅・多摩センター駅各出張
所、永山公民館で配布。
※�詳細は各連絡先へ。市は関与しません

会員募集
※場所は、主な活動場所です
朗読研究会＜彩

サイ

風
フウ

＞d毎月第２・４月
曜日13:00～16:00b永山公民館学習室
ほかt年齢、経験、男女不問s入会金
（1,000円）、月会費（3,000円）備考見学
可（要予約）。講師＝草野裕

ひろし

氏（俳優）。
楽しく朗読力を高めますi☎090（14�
26）5853クサノ
社交ダンス・ウィングd①毎週月曜日
13:30②毎週金曜日10:00b①多摩②東
愛宕各中学校クラブハウスt初級～中
級s入会金（1,000円）、月会費（3,000
円）備考的確な運動理論の基、美しい
社交ダンスを共に！i☎080（6650）02�
00斎藤
貝取テニスクラブd原則毎週火・水・

土・日曜日、祝日の8:00～16:00、金
曜日の午前中b貝取北公園テニスコー
トt高校生以上の市内在住・在勤者s

入会金（3,000円）、年会費（12,000円）
備考原則日曜日に球出し練習無料体
験。ホームページありiakaidori@
hotmail.com�杉山ヤスコ
聖ヶ丘英会話クラブd毎月第２・４火
曜日13:00～15:00bひじり館tどなた
でもs入会金（無料）、月会費（1,000
円）備考コミュニケーションを重視し
つつ簡単英語を。現在全員シニアです
i☎（375）3247宮

みや

耕
こうせい

生
ストレッチ体操同好会d毎月第2・４火
曜日13:30～15:00b二幸産業・NSP健

けん

幸
こう

福祉プラザ3階t60歳以上の市内在住
者s入会金（無料）、月会費（1,000円）備
考健康維持のためのいすやマットを使
ったストレッチ体操i☎（374）5446林
健康体操ひまわりd月３回水曜日9:30
～11:30b和田中学校クラブハウスt

楽しく健康になりたい方s入会金（無
料）、月会費（2,500円）備考無料体験に
参加してみませんかi☎080（1198）38�
86松尾
フォークダンス同好会d毎月第１・
３・４水曜日10:00～12:00b二幸産業�
・NSP健

けん

幸
こう

福祉プラザ多目的フロア
他t60歳以上の市内在住者の女性s入

会金（1,000円）、月会費（1,000円）i☎
（337）0468手島
伝統芸能たまいち座(玉すだれ他)d毎
月第２水曜日・第3日曜日13:30～15:�
00b多摩ボランティア・市民活動支援
センター活動室（ヴィータ）t小学生以
上s入会金（無料）、月会費（1,000円）
i☎090（8512）3130石橋智恵子
アロマヨガのびのびの会d毎月第1・
3木曜日10:00～12:00b関・一つむぎ
館（予定）t女性s入会金（1,000円）、
年会費（500円）備考個人に合わせてプ
ログラムを組み立てるメディカルヨガ。
別途参加費1,000円、会場費200円ia 

akimiyo@hotmail.co.jp�御
み よ

代聡
あき

子
こ

ELC(英会話)d毎月第１～４木曜日
13:00～15:00b二幸産業・NSP健

けん

幸
こう

福
祉プラザ視聴覚室t60歳以上の市内在
住者s入会金（1,000円）、月会費（2,00�
0円）備考初心者歓迎i☎（373）1185山

やま

崎
ざき

徹
多摩短歌会d毎月第2日曜日13:00～
16:00b関・一つむぎ館tどなたでも
s入会金（無料）、月会費（1,000円）i
☎（373）7007池田
トム将棋クラブd毎週日曜日13:30～
17:30bT

ト ム

OM�H
ハ ウ ス

OUSEt将棋の好き
な方どなたでもs入会金（100円）、年
会費（2,000円）i☎（337）1962安部

卓友会d毎週日曜日13:00～16:00b落合
中学校クラブハウスt卓球を楽しみた
い方s入会金（1,000円）、年会費（3,�000
円）（2期に分割）備考体験・見学大歓迎。
気軽に参加してください。一緒に楽し
みましょうi☎（372）0809田中三夫

催し案内
地域の資源等を活用した結婚支援d 

3/21㈷10:00～12:00b関戸公民館和室
２s無料備考結婚を希望する男女の
会です。友人と参加し恋活しようi多
摩市レクリエーション協会aha5ru2�
gon7@yahoo.co.jp�松本
みんなの音楽祭「音とひと」13ステージ
d3/27㈪～29㈬12:30～20:00bパルテ
ノン多摩小ホール他s無料または各
1,000円備考気軽なクラシックコンサ
ート。教育委員会後援i多摩ユースオ
ーケストラ☎080（3204）5711山本
社交ダンス無料講習会d3/27、4/3、
各月曜日13:30～16:00b永山公民館集
会室s無料備考プロ指導iニューレッ
ツダンス☎090（5494）5020田所
精神疾患からの回復を助ける家族の対
話法d4/1㈯13:30～16:00b二幸産業・
NSP健

けん

幸
こう

福祉プラザs300円（資料代）
備考講師＝高森信子氏iサンクラブ
多摩☎（371）3380藤岡


