
■図書館友の会「みんなのひろば」
■時■内８月２１日掌諮午前１０時～１１時１５
分施おりがみ・ぬりえ 午前１１時
１５分施マジックショー 午後１時
３０分施ミニビブリオバトル
■場中央図書館

■ミニミニリサイクル本フェア
■時９月１０日松・１１日掌午後２時～４
時（雨天時は９月１７日松・１８日掌

に振替）
■場中央図書館
■内児童書・文芸書を中心に１０００冊程
度を配布
※配布は１人１０冊まで。（先着順）

中央図書館（緯〈７６〉６１１１）

催し

※対象年齢は目安です。

９月の休館日
５日捷・１２日捷・２３日晶・２６日捷

９月のおはなし会
１日昭午前１０時
３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

２日晶午前１０時
３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

３日松午後３時おはなしレストラン
（小学生以上）

６日昇・２０日昇
午前１０時３０分

えほんとわらべうた
の会（０～２歳）

７日昌午前１０時
３０分

えほんのとびら
（１～５歳）

１０日松午後２時おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

１４日昌午前１０時
３０分

おはなしたまてばこ
（１～５歳）

１５日昭午前１０時
３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

１７日松午前１０時
３０分

南吉朗読ででむし会
（小学生以上）

１８日掌午後２時かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

２４日松午前１１時大人のための絵本朗
読会（一般）

２８日昌午前１０時
３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

２９日昭午前１０時
３０分

おはなしの森
（１～５歳）

２９日昭午前１０時
３０分

絵本好き集まれ！お
すすめ絵本紹介（一般）

女性のためのお手軽エクサ
サイズ
初級編
■時９月２日晶午前１０時３０分～１１時３０分
■内体力に自信がない人でも気軽に参加
できるお手軽エクササイズを、健康
運動指導士が指導
中級編
■時９月１６日晶午後１時３０分～２時３０分
■内ボールを使ったストレッチや全身運
動を取り入れたお手軽エクササイズ
を、健康運動指導士が指導
共通事項
■場マーメイドパレス
■対運動を始めようと思っている中高年
の女性
■定各８人（先着順）
■￥各５００円
■持運動のできる服装、タオル、飲み物
（ペットボトル）
■申８月２２日捷午前１０時から、電話でマ
ーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）へ

赤ちゃんよみきかせ「にこ
にこ会」
赤ちゃんといっしょに、絵本の読み
聞かせやわらべうた遊びを楽しみまし
ょう。
■時９月１３日昇・２７日昇、１０月１１日昇・
２５日昇午前１０時３０分～１１時（全４回）
■場中央図書館
■講えほんのとびら
■対１０カ月までの子とその保護者で、今
まで参加したことのない人
■定１５組（先着順）
■持赤ちゃんを寝かせるバスタオル
■申８月２３日昇午前９時から、電話で中
央図書館（緯〈７６〉６１１１）へ

■問歴史博物館（緯〈７７〉６６５５）
ミニ鉄道乗車会～名鉄３４００系に乗ろ
う！～
名鉄３４００系のミニ鉄道に乗車できま
す。昭和の時代に走っていた車両から
その時代に親しみましょう。
■時８月２１日掌午前１０時～午後３時
■講協力施ミニＳＬ同好会
■￥１００円

鉄道模型のジオラマ展示
鉄道のジオラマ展示を実施します。
現在では廃車となっている、なつかし
い車両の走る姿を楽しめます。
■時９月３日松午前１１時～午後３時
■講協力施鉄道模型専門店tailfactory
昼のお月見茶会～美味しい日本茶の淹
れ方～
美味しい日本茶
の淹れ方から料理
への活用法まで、
日本茶の魅力を伝
えます。十五夜に
日本茶を楽しみま
しょう。
■時９月１５日昭午前
１０時３０分～正午
■講中根めぐみ氏（日本茶インストラク
ター）

■定１５人（先着順）
■￥５００円
■申８月２０日松午前９時から、電話で歴
史博物館へ

敬老の日に贈ろう！感謝の手作りメッ
セージカード
紙を巻いて作るペーパークイリング
の花束等で、メッセージカードを飾り
ます。
■時９月１７日松午前１０時～正午
■講山本尚子氏（ペーパークイリング講

なお こ

師）
■対小学生以上の子とその保護者
■定１２組（先着順）
■￥５００円
■申８月２０日松午前９時から、電話で歴
史博物館へ

歴史博物館の催し
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■問デンパーククラブハウス（緯〈９２〉７１
１２）
■他入園料別途。都合により変更の場合
あり。詳細は問い合わせてください

■申各申込期限までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、直接か電
話で同クラブハウスへ
フォトマスターＥＸ
■時９月２日晶・１６日晶午前１０時～正午
（全２回）
■講鶴田郁夫氏

いく お

■定２５人（先着順）
■￥２３００円
■申申込期限獅８月２６日晶

地元の野菜を使って作るヘルシー料理
教室
■時９月１６日晶午前１０時～午後０時３０分
■内献立施蓮の吹き寄せ蒸し、サツマイ

はす

モのかき揚げ
■定２０人（先着順）
■￥１５００円
■持エプロン、手ふきタオル、箸
■申申込期限獅９月９日晶

整理収納おかたづけ講座
「いつか片付けよう」「今度にしよう」
の思いを断ち切り、「今やるぞ！」のス
イッチを入れます。
■時９月３０日晶、１０月
２８日晶、１１月２５日
晶午前１０時３０分～
正午（全３回）
■講岡京子氏（整理収

きょう こ

納アドバイザー）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円
■申申込期限獅９月２３日晶

デンパーククラブハウスの
体験教室

■時１０月２３日掌午後１時３０分～４時（開場は午後１時から）
■場文化センター
■内男女共同参画に関するトークの後、映画を上映
■定５００人（定員を超えた場合は抽選）
■他６カ月～６歳の託児あり（１人３００円）
■申９月１５日昭までに、郵送か電子申請で申し込んでください
電子申請施市公式ウェブサイト内「男女共同参画月間イベント」ページから
必要事項を申請
郵送（消印有効）施住所・氏名・電話番号・参加人数を往復はがきで市民協
働課（〒４４６－８５０１住所記載不要）へ

■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

「遊」をテーマに、さまざまな催しを
開催します。今年は新幹線三河安城駅
南口周辺までエリアを拡大し、同駅前
にステージを増設します。
■時８月２７日松午前９時３０分～午後９時
■場三河安城ツインパーク（三河安城南
町）
■内水合戦（子ども向け）、キャンドルナ
イト、有料ゲーム、１万個の積み木、
にっぽんど真ん中祭りイベント、地
元小学校・保育園の催し、三河安城
周辺の店による出店

■問三河安城商店街振興組合・内藤さん
（緯０９０〈３５５２〉５２６４）、市商工課（緯〈７１〉
２２３５）

三河安城フェスタ２０１６

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員・募集人数 ■￥費用・受講料など ■持持ち物 ■他その他
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９月の移動児童館
■対■時■場乳幼児親子

▲

２日晶・３０日晶獅

高棚町公民館 ７日昌・２１日昌獅東
部公民館 いずれも午前１０時～１１時
■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

成人の体力年齢を把握するため、２
年に１度、実施しています。体力・運
動能力を測定し、自分の体力年齢を知
ってみませんか。
■時９月１０日松・２５日掌午後１時・３時
■場市体育館
■対２０歳以上
■申各開催日前日までの午前８時３０分～
午後５時１５分に、電話又は申込書を
持参か郵送（必着）・ファクス・Ｅメ
ールで市体育館（緯〈７５〉３５３５／胃〈７７〉
９２９３／my-sports-anjo@city.anjo.
lg.jp／〒４４６－００６１新田町新定山４１
ー８）へ

体力・運動能力テスト



スタンプ DEGET
■時８月２７日松・２８日掌午前９時～午
後４時（雨天中止）

■内各有料遊具（サイクルモノレール、
メリーゴーランド、観覧車、汽車）
を利用してスタンプを集めた人に
抽選で景品を進呈
■対３歳～小学生（未就学児は保護者
同伴）
■定各２００人
■￥有料遊具利用料
回数券の販売
■時９月１日昭～３０日晶午前９時～午
後４時３０分（昇を除く）
■内１０００円分の回数券を購入した人に、
有料遊具利用券を２枚進呈

ノルディックウォーキング＆棒ビク
ス体験会
■時９月３日松諮①ノルディックウォ
ーキング獅午前９時３０分～１０時３０
分 ②棒ビクス獅午前１１時～正午
■内①獅ポールの使い方、歩き方
②獅肩こり腰痛予防体操

■対小学生以上
■定①獅４０人 ②獅２０人
■￥器具使用料各５００円。２種類使用
する場合は８００円、持参する人は
無料

■持運動しやすい服装・靴、飲み物
■申８月２０日松～９月２日晶午前９時
～午後４時３０分（昇を除く）に、直
接か電話で堀内公園へ

■場■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）
ハワイアンサンセットフェス
■時８月２０日松・２１日掌午後１時～８時
■内フラダンスやハワイアンミュージッ
クのステージ、ハワイアンフードの
販売等
パラグアイオニバスの葉に乗ろう
葉の大きさが１ｍ以上にもなる、巨
大な水生植物パラグアイオニバスの葉
に乗ることができます。
■時８月１９日晶・２０日松・２１日掌（午前
９時３０分から水のステージ横で整理
券を配布）
※雨天中止。葉の生育状況により日
時の変更、中止の場合あり。
■対体重２０手以下の子
■定各１００人（先着順）

デンパークのイベント

クイズラリー DEGET
■時９月３日松・４日掌午前９時～午
後４時（雨天中止）
■内各有料遊具（サイクルモノレール、
メリーゴーランド、観覧車、汽車）
に設置されたクイズに答え、正解
した人に景品を進呈
■対３歳～小学生（未就学児は保護者
同伴）
■定各２００人
■￥有料遊具利用料
水の舞台の開放を延長
水の舞台を水遊び場として開放す
る期間を延長します。
■時９月３日松・４日掌・１０日松・１１
日掌午前１０時～午後４時（天候や
気温により中止の場合あり）
■対おむつが外れた子～小学生（未就
学児は保護者同伴）
※水遊び用おむつの上に水着着用
の子は利用可。

■問堀内公園（緯〈９９〉５９４７）

９月の土器づくり教室
■時１日昭・２日晶・６日昇～１０日松・
１３日昇～１７日松・１９日抄～２３日晶・
２７日昇～３０日晶午後１時から（受付
は午後２時まで）

■内弥生時代と同じ方法で土器作り
■対小学生以上（小学１～３年生は保護
者同伴）

■場■問埋蔵文化財センター（緯〈７７〉４４９０）

プラネタリウム９月の生解
説

■時①３日松・４日掌・１０日松 ②１１日
掌・１７日松・１８日掌 ③１９日抄・２２
日抄・２４日松 いずれも午後１時３０
分・３時
■内①獅生解説「夏のおわりの星座たち」、
通常投映番組 ②獅生解説「白鳥座
のアルビレオと二重星」、通常投映番
組 ③獅生解説「やぎ座のミステリ
ー」、通常投映番組
■￥５０円（団体４０円、中学生以下無料）
■場■問文化センター（緯〈７６〉１５１５）
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ワークショップ「ミツロウ
絵の具で絵を描いてみる」
あいちトリエンナーレ２０１６の出品作
家によるワークショップです。
■時９月２４日松午前９時３０分～午後０時
３０分、午後２時～５時
■場市民ギャラリー
■内ミツバチの巣に使われているロウに
色をつけて作るミツロウ絵の具を熱
で溶かしながら、板の上に絵を描く
■講今村文氏

ふみ

■対高校生以上
■定各７人（先着順）
■申９月１６日晶までに、
参加したいワークシ
ョップの開催市町名
（安城市と記入）・参加希望時間・氏
名・住所・電話番号・年齢を、ファ
クス・Ｅメールであいちトリエンナ
ーレ実行委員会事務局モバイル・ト
リエンナーレ係（胃０５２〈９７１〉６１１５／
geijutsusai@pref.aichi.lg.jp）へ
■問市民ギャラリー（緯〈７７〉６８５３）

■時９月３日松午後２時～３時３０分
■場昭林公民館
■内出演施白谷隆子

しら や たか こ

（箏）、長谷部項山（尺
こう ざん

八）、平岩雅子（フルート）、森藤さち
まさ こ

よ（ピアノ） 演奏曲施カプースティ
ン／ドゥヴァイオリンの主題による
パラフレーズ、宮城道雄／春の海、
ヒナステラ／アルゼンチン舞曲ほか
■定１５９人
※８月２０日松午前９時から、無料整
理券を昭林公民館で配布。
■他未就学児の入場はご遠慮ください
■問昭林公民館（緯〈７７〉６６８８）

昭林コンサート

スポーツセンターのトレー
ニングショートプログラム

トレーニングルーム利用者を対象に、
各種講座を開催しています。
■内■時■定講座名、開催日時、定員は下表
のとおり
※各講座開始３０分前から整理券を配
布。

■対トレーニングルームの初回講習受講
済みの人

■￥トレーニングルーム使用料
■問市スポーツセンター（緯〈７５〉３５４５）

定員開催日時講座名

各１５人

毎週昇午前１１時～１１
時４５分

ウォーク４５
（基本）

毎週晶午前１１時～１１
時３０分

ウォーク３０
（応用）

１０月・来年１月の第
１～４昌午後３時３０
分～４時２０分

季節限定錘

ザ☆フォー

２５人毎月第１掌午後３時
３０分～４時３０分

イベント
エアロ

各１５人

毎月第２掌午後３時
３０分～４時２０分

ステップ
エアロ

毎月第３掌午後１時
３０分～２時３０分

ZUMBA
GOLD

毎月第４掌午後３時
３０分～４時２０分

エアロ
PLUS

※いずれも祝日や第５週目及びイベント
開催時等は開催しません。

スポーツセンターのプール
ワンポイントレッスン
■時９月６日昇・１３日昇・２０日昇・２７日
昇午後３時～３時５０分

■場市スポーツセンター
■内基礎水泳指導、水中ウォーキング
（１人１０分）
■対小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴、保護者１人につき２人まで）
■定各５人（先着順）
■￥施設使用料
■持水着、水泳帽子、ゴーグル（必要な
人）
■申各開催日当日の午前９時～午後２時
３０分に、直接か電話で市スポーツセ
ンター（緯〈７５〉３５４５）へ

身近な耳・鼻・のどの病気
■時開催日施９月２９日昭

■講大橋卓氏（新安城耳鼻科クリニック）
たく

酒は百薬あるいは百毒の長？
■時開催日施１０月１３日昭

■講山田雅彦氏（ひこぼし内科クリニッ
まさ ひこ

ク）
あなたの腸内環境大丈夫？～大腸がん
の予防について～
■時開催日施１０月２７日昭

■講弥政晋輔氏（社会医療法人財団新和
いよ まさ しん すけ

会八千代病院院長）
歯周病が全身に与える影響
■時開催日施１１月１０日昭

■講大場洋氏（よこやま大場歯科医院）
ひろし

効果的な薬の飲み方、豆知識
■時開催日施１１月２４日昭

■講山口佳久氏（ハマイカリ山口旭薬局）
よし ひさ

共通事項
■時開催時間施各講座開催日の午後１時
３０分～３時（受付は午後１時から）
■場文化センター
■対市内在住・在勤・在学の人
■定各８０人（先着順）
■他未就学児の無料託児（先着１０人）及び
手話通訳・要約筆記あり。希望者は
各講座開催日の２週間前までに市保
健センターへ連絡してください

■申８月２２日捷午前８時３０分から、直接
か電話で市保健センター（緯〈７６〉１１
３３）へ

市民健康講座

ジャガイモ、キャベツ、ブロッコリ
ーの植付と収穫を体験します。
■時植付施９月２５日掌午前９時～正午
収穫施来年１月２２日掌午前９時～正
午（全２回）

■場和泉町北梶地内の畑
■講安城農業士会
■対植付・収穫の両日に参加でき、市内
在住の中学生以下の子どもを含む家
族

■定２５組（定員を超えた場合は抽選）
※９月８日昭頃に、全ての申込者に
参加の可否を通知します。
■￥１組５００円
■持農作業のできる汚れてもよい服装、
長靴、軍手、タオル、水筒

■申８月１５日捷～９月５日捷に、「親子ふ
れあい農業体験」と明記し、参加者
全員の住所・氏名・生年月日・電話
番号を郵送（必着）かファクス・Ｅメ
ールで農務課（〒４４６－８５０１住所記
載不要／胃〈７６〉１１１２／nomu@city.
anjo.aichi.jp／緯〈７１〉２２３３）へ

親子ふれあい農業体験

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員・募集人数 ■￥費用・受講料など ■持持ち物 ■他その他
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■内雇用期間獅１０月１日～来年３月３１日
勤務日時獅捷～晶午前１０時３０分～午
後４時 勤務場所獅市内公立保育園
勤務内容獅保育環境の整備、給食に
関すること等 賃金獅時給９１０円、
通勤割増１日２００円 選考獅面接（申
込時又は別途指定する日）

■定３人程度
■他協会けんぽ健康保険・厚生年金・雇
用保険対象
■申８月２２日捷～２９日捷午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、写真付履
歴書を持って子ども課（緯〈７１〉２２２８）
へ

保育園臨時用務員

６時間パート教諭
■内勤務内容獅保育 賃金獅時給１１４０円
■定５人程度
保育アシスタント
■内勤務内容獅保育補助 賃金獅時給
１０００円
■定５人程度
共通事項
■内雇用期間獅１０月１日～来年３月３１日
（冬・春休み期間を除く） 勤務日時
獅捷～晶午前８時３０分～午後２時３０
分（松勤務もあり） 勤務場所獅市内
公立幼稚園 選考獅面接（申込時又
は別途指定する日）

■他通勤割増１日２００円、協会けんぽ健
康保険・厚生年金・雇用保険対象

■申８月２２日捷～２９日捷午前８時３０分～
午後５時（松掌を除く）に、写真付履
歴書（６時間パート教諭は幼稚園教
諭免許状も必要）を持って子ども課
（緯〈７１〉２２２８）へ

幼稚園臨時職員

環境サロン
■時９月３日松午後２時～３時３０分
■内自然栽培と健康について、サロン形
式でゆっくり話し合います
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥２００円（飲み物、菓子付き）
■講神谷輝幸氏（環境カウンセラー）

てる ゆき

地産地消のおかしづくり
■時９月１０日松午前１０時～１１時３０分
■内安城産の野菜や小麦粉を使ったクッ
キー作り
■対４歳以上の子とその保護者
■定２０人（先着順）
■￥２００円
■講古居敬子氏（環境アドバイザー）

けい こ

■持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
皿、箸、タオル
エコ工作体験
■時９月１１日掌午前１０時～１１時３０分
■内空き缶を使ったインテリアグッズ作
り
■対４歳以上の子とその保護者
■定１０人（先着順）
■￥３００円
■講本間嘉彰氏

よし あき

■持軍手、汚れても良い服装

申込
８月２０日松～各講座開催日３日前

（昌の場合はその前日）までの午前９時
～午後９時（昌を除く）に、講座名・住
所・氏名・年齢・電話番号・参加人数
を、直接か電話・ファクスで環境学習
センターエコきち（☎・胃〈７６〉７１４８）へ

環境学習センターエコきち
の講座

画広報あんじょう 2016.8.15

■申申し込み方法など ■問問い合わせ先 ※なお、■対どなたでも、■定特になし、■￥無料の場合は記載を省略しています。

ファミリー・サポート・セ
ンターの会員
子育てを手助けしてほしい人（依頼
会員）と、子育ての協力をする人（提供
会員）が、互いに助け合う会員組織で
す。
■対依頼会員獅市内在住・在勤・在学の
人 提供会員獅自宅で子どもを預か
ることのできる市内在住の人

■他報酬の基準諮捷～晶午前７時～午後
７時獅６００円 その他の曜日、時間
帯獅７００円 いずれも子ども１人に
つき１時間あたりの金額

■申捷～晶午前９時～午後５時（抄を除
く）に、ファミリー・サポート・セ
ンター（あんぱ～く内／緯〈７２〉２３１５）
へ

依頼会員希望者の入会説明会
■時■申毎月２回、説明会を開催していま
す。事前に同センターへ

提供会員希望者の講習会
■時９月５日捷午前９時１０分～午後３時
４０分
■他保育サポーター養成講座・子育てネ
ットワーカー養成講座を修了した人
は講習会を免除
■申事前に同センターへ

安祥文化のさとまつりは、歴史や文
化にふれあえ、子どもから大人まで楽
しめるイベントです。まつり当日、ボ
ランティアとして活動できる人を募集
します。
イベントボランティア
■内活動日時施１１月１９日松・２０日掌午前
９時～午後４時 活動内容施模擬店
や体験コーナーの販売スタッフ等

安城戦国武将隊ボランティア
■内活動日時施１１月１９日松・２０日掌午前
９時～午後０時３０分又は午後０時３０
分～４時 活動内容施甲冑を着て、
来場者と写真撮影等をして会場を盛
り上げる

共通事項
■内活動場所施安祥文化のさと（歴史博
物館・市民ギャラリー・埋蔵文化財
センター・安祥城址公園）
■対ボランティアに興味のある１５歳以上
（中学生を除く）
■申１０月２０日昭までの午前９時～午後５
時（休館日を除く）に、直接か電話で
文化振興課（歴史博物館内／緯〈７７〉
４４７７）へ

安祥文化のさとまつりのボ
ランティア

９月１日から屋外広告物適
正化旬間が始まります
はり紙、立看板等の屋外広告物を無
秩序・無制限に道路や歩道に出すと、
街の美観や自然環境を損ない、通行の
支障にもなります。県条例で、表示方
法・設置場所等にルールがありますの
で、設置する場合は事前に相談し、必
要な手続きをしてください。
なお、違法な広告物の除却に協力す
るボランティアも募集しています。
■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）

６月分／受付順／敬称略
市社会福祉協議会善意銀行／福祉基金
中部福祉センター利用者、ほほえみダ
ンス、ひょうたん会、野村君江、中村
富士子、ぬくもりワークス、葵歌謡祭、
愛知県大衆音楽協会、匿名
市役所関係
市民交流センター来館者ほか（募金箱）、
老人クラブ錦桜連合会、公益財団法人
モラロジー研究所安城モラロジー事務
所、匿名

「フリーマーケットinデン
パーク」出店者
■時９月１８日掌午前９時３０分～午後３時
■場デンパーク
■定５０ブース程度（先着順）
※１ブースの広さは２ｍ×２ｍ、１
グループ１ブースまで。
■￥１５００円（２人分の入園料を含む）
■他出店には別途注意事項があります。
詳細は問い合わせてください
■申８月１９日晶～９月７日昌に、申込用
紙に代表者の住所・氏名・年齢・電
話番号、代表者以外の参加者全員の
氏名・年齢、主な出品品目を記入し、
ファクスかＥメールでデンパークフ
リーマーケット出店者募集係（free
market@denpark.jp／胃〈９２〉７１１７
／緯〈９２〉７１１３）へ
※申込用紙はデンパークウェブサイ
トで配布。

■内利用可能施設・日時は下表のとおり
■対市内在住・在勤で構成された１０人以
上の団体（小学校利用は、学区内在
住・在勤者に限る）
■申９月１日昭～３０日晶（各施設の休み
を除く）に直接各受付場所へ 小・
中学校施設獅利用を希望する各学校
県立学校施設獅市体育館（緯〈７５〉
３５３５）
※申請書は市公式ウェブサイトで配布。

利用可能日時利用可能施設
松掌抄・学校休業
日の昼間市内小学校運動場

松掌抄の昼間市内県立学校運動場
松掌抄の夜間安城東高等学校体育館
捷～晶の夜間及び
松掌抄・学校休業
日

市内小・中学校体育
館、市内中学校運動場
（安城北中学校を除く）

平成２８年度学校施設利用団
体の追加登録を受付

福祉への善意・寄付

調理員
■内勤務内容獅デイサービスセンターの
給食調理 雇用期間獅９月１５日～来
年３月３１日（来年４月以降更新の場
合あり） 勤務日時獅昇～松午前９
時～午後３時でシフトにより指定し
た日（週３日程度） 勤務場所獅北部
デイサービスセンター 賃金獅時給
１０１０円、通勤割増１日２００円 選考
獅面接（９月６日昇）

■定１人
介護支援専門員
■内勤務内容獅高齢者福祉サービス等の
相談援助業務、ケアプランの作成
雇用期間獅１０月１日～来年３月３１日
（来年４月以降更新の場合あり） 勤
務日時獅捷～晶又は昇～松の午前９
時～午後５時で応相談 勤務場所獅

社会福祉会館 賃金獅時給１４４０円、
通勤割増１日２００円 選考獅面接（９
月１０日松）

■対普通自動車運転免許を有し、介護支
援専門員の資格を有する人

■定１人
申込
８月１７日昌～３１日昌午前９時～午後

５時（掌捷を除く）に、申込書（介護支
援専門員は資格証明書も必要）を持っ
て市社会福祉協議会（社会福祉会館内
／緯〈７７〉２９４１）へ。
※申込書は同会館・同協議会ウェブサ
イトで配布。

社会福祉協議会臨時職員

■内勤務開始日獅１０月１日 勤務日時獅

週２～４日程度の午後４時３０分～９
時３０分 賃金獅時給８５０円、通勤割
増１日２００円 選考獅面接（９月１４日
昌）
■対昭和２４年４月２日以降生まれで、簡
単なパソコン操作ができる人
■定３人程度
■申８月１６日昇～３１日昌午前９時～午後
５時（捷を除く）に、写真付履歴書を
持って文化センター（緯〈７６〉１５１５）へ

公民館夜間管理臨時職員

■時期間・日時 ■場場所 ■内内容 ■講講師・指導 ■対対象・資格 ■定定員・募集人数 ■￥費用・受講料など ■持持ち物 ■他その他
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