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対象　市内在住の人 ※ 1家族 1区画
募集区画数・年間利用料　※開設場所の違いにより、料金が異なります。

対象　55歳未満で健康に自信の
ある人　※資格は必要ありませ
ん。

定員　若干名
業務内容　介助員／身辺自立など
に介助が必要な特別支援学級に
在籍する児童生徒の支援

　学習サポーター／支援の必要な

学級で児童生徒の学習支援
申込　3月18日金までに市役所3
階学校教育室で配布する登録票
（ホームページからも出力可）
に必要事項を記入し、同室へ提
出してください。

○登録後、面接を実施します。勤務
地などは相談に応じます。

市民総体ゲートボール競技参加者募集

平成23年度短期雇用の臨時職員登録者

　市では、短期雇用の臨時職員を事前に登録し、必要に応じて雇用し
ています（学生は除く）。年齢は問いません。  
登録方法　市販の履歴書に写真を貼り、備考欄に希望職種を書いてお
申し込みください。※随時受付、郵送可。有資格者は免許の写しを
添付してください。  

申込先　人事研修室（〒518‐0492 鴻之台1‐1)  
　　　　市立病院事務局（〒518‐0481 百合が丘西1‐178)
登録募集職種　　　　　　  ※その他の職種も随時受け付けています。

人事研修室   63‐7315　市立病院事務局   61‐1100

職種など
臨時看護師・臨時准看護師
臨時事務補助員
臨時看護師
臨時看護助手
臨時介護助手
臨時薬剤師
臨時臨床検査技師
臨時診療放射線技師
臨時理学療法士
臨時作業療法士
臨時臨床工学技士
臨時管理栄養士
臨時言語聴覚士

必要な資格など
看護師免許または准看護師免許
ワード・エクセルを使える人
看護師免許
資格は問いません
ヘルパー2級または介護福祉士資格
薬剤師免許
臨床検査技師免許
診療放射線技師免許
理学療法士免許
作業療法士免許
臨床工学技士免許
管理栄養士免許
言語聴覚士免許

勤務場所
応急診療所・保育所
市役所本庁・出先機関

市立病院
（介護老人保健施設
を含む）

募集
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日時  2月27日日
　　午前10時～午後1時

国津の国津の杜杜
も りも り

の行事の行事
はぐくみ工房あららぎ

　 62‐6920

陶芸教室
うつわの贈り物づくり

オリジナルの器を作ったり、器に
メッセージを書いたりしましょう。

市民農園入園者募集

▼南古山「そよかぜの丘」
1号農園　9区画（3,600円／33㎡）
2号農園　5区画（5,400円／50㎡）
3号農園　3区画（4,800円／33㎡）

入園期間　4月1日から平成24年3月31日まで（継続利用可能）
申込　3月1日火までに、はがきに「南古山市民農園○号農園」もしく
は、「上比奈知市民農園○号農園希望」、住所・氏名・電話番号を記
入して農林振興室（〒518‐0492　鴻之台1‐1）へ。申込多数の場
合、3月18日金午前9時30分から市役所3階301・302会議室で抽選会
を行います。

至桔梗が丘

ガソリンスタンド
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▼上比奈知「せせらぎの里」
1号農園　4区画（5,940円～8,100
円／55㎡～75㎡）

2号農園　1区画（3,600円／33㎡）

 農林振興室　  63‐7625

開催日　3月13日日
場所　市民陸上競技場（夏見）
対象　市内在住・在学・在勤また
は市内クラブ登録者

　※1チーム5～7人で編成

◎参加無料
申込　2月20日日ま
でに総合体育館に
備え付けの申込用
紙を記入し、同窓口へ

 市ゲートボール協会（石川）　  090‐6514‐4838

業務内容　介護予防支援業務、保
健福祉の総合的な相談業務など

職種　保健師、看護師、社会福祉
士、介護支援専門員、介護福祉
士、社会福祉主事

勤務時間　午前8時30分～午後5
時15分

給料　月額200,000円
採用予定人数　若干名
応募方法　履歴書に資格証など
の写しを添えて、2月23日水ま
でに市役所1階健康福祉政策室
（〒518‐0492 鴻之台1‐1）へ
郵送または持参してください。
※詳しくは、問い合わせ先へ

日時　2月27日日　午前10時～
正午

講師　角
かくたに

谷 真
ま さ と

人さん
定員　10人
参加費　2,200円
持ち物　作業しやすい服装、エ
プロン、手拭きタオル

申込　2月14日月から21日月ま
でに電話で問い合わせ先へ

※先着順。参加者が少ない場合
は中止

地域包括支援センター・
まちの保健室の嘱託職員
健康福祉政策室  63-7579

「介助員・学習サポーター」を募集
 学校教育室　  63‐7882

小中学校で子どもたち
を支援してください

急
募

 広報なばり
掲載募集号　4月から平成 24年 3月までに発行する毎号（計 48回）　
※ 1ヵ月に掲載は 2回まで。2回掲載の場合は「1号と 3号」「2号
と 4号」の組み合わせに限ります。

募集枠　各号 4枠　　広告料　25,000 円／回※結合枠 50,000 円／回
割引　12枠分一括払いで 1枠分無料

いずれも2月14日月から28日月までにお申し込みください。※枠に空きがある場合は延長
◎申込方法など詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

 市ホームページ（バナー）
掲載期間　4月から平成 24年 3月まで ※ 1ヵ月単位での掲載も可
募集内容　①市ホームページトップページ　②生活シーンやライフイベ
ント別の入口である「テーマから探す」の分野（「妊娠・出産・子育て」
「結婚・離婚」「入園・入学」「障害者」「介護」「健康医療」「おくやみ」
「ごみ」「引越」「相談」）の各ページ
募集枠　① 8枠　②各 5枠　
広告料　①月額 15,000 円／枠　②月額 2,000 円／枠
割引　1年分一括払いで 1ヵ月分無料

「市ホームページ」「広報なばり」へ広告を掲載しませんか広告募集  広報対話室　  63‐7402
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