
○募集の職種
　一般事務・薬局助手・保育士・
　児童厚生員・放課後児童指導員
○応募資格
　町内に居住している方、又は通
　勤可能な方
　保育士は、保育士資格、又は幼稚
　園教諭資格取得者
　薬局助手は資格不要
○登録から採用まで
　応募した方を名簿に登録し、必
　要に応じて登録者の中から面接
　を行い、臨時職員に採用します。
○雇用条件など
①賃金　職種により賃金形態が違
　います。
　一般事務　日額 6,090 円～
　【急募】薬局助手　
　　　　　　月額 130,200 円～
　【急募】薬局助手（パート）　　　
　　　　　　　　　時給　840 円
　保育士　時給 930 円～ 950 円
　児童厚生員　時給 840 円
　放課後児童指導員
　　有資格者　時給 930 円～
　　無資格者　時給 840 円
②勤務時間　
　原則、８時 30 分～ 17 時までと
　し、土日祝日・年末年始は休日
　とします。（職種により、この限
　りではありません。）
※薬局助手は、勤務時間、日数の相
　談に応じます。
③有給休暇・社会保険　雇用期間
　に応じ、有給休暇の付与・社会
　保険等に加入します。
④採用登録有効期間　登録された
　日から令和 2年 3 月 31 日まで
　とします。
　※詳しい条件などは、面接を実
　　施する段階で説明します。
○応募手続　「臨時職員採用登録
　申込書」または市販の履歴書に
　所定事項を記入して提出。
○登録募集期間　受付は随時行い
　ますが、10 月１日からの勤務

　を希望する方は、８月30日（金）
　まで申し込みください。
○問い合わせ
　総務課総務係（窓口⑯）
　☎ 65 － 2111
※奈井江町では、心身に障がいの
　ある方の雇用に努めています。
　積極的に登録してください。

○日時　9月 9日（月）
　　　　10 月 1日（火）
　17 時 30 分～ 19 時 15 分
○場所　保健センター 2階
○対象者　町内在住で、小学 3年
　生～高校 3年生に相当する方
○健診内容　身体測定、血圧測定、
　血液検査（貧血・コレステロー 
　ル・血糖・肝機能、希望者に血
　液型検査も行います）、診察
○申込み期限　8月 30 日（金）
○申込み、問い合わせ
　保健センター　☎ 65 － 2131
○その他　上記日程以外にも、小
　中学校を会場に健診を実施しま
　す。詳しくはお問い合わせくだ
　さい。

　介護予防教室「ひまわりクラブ」
の交流会を開催します。参加者と
交流しながら楽しいひとときを過
ごしたいと思います。お誘いあわ
せの上、ぜひご参加ください。
○日時　9月 25 日（水）
　10 時～ 11 時 30 分
○場所　公民館（大ホール）
○内容　北翔大学の学生による　
　ゲームやレクリエーション
　保健師による血圧測定　他
○対象　65 歳以上の町民
○申込期限　9月 13 日（金）
○問い合わせ　保健センター
　☎ 65 － 2131

　小学生が夏休みの自由研究で製
作した作品を各学年 4点ずつ展示

します。ぜひご覧ください。
○展示場所　公民館 1階ロビー
○展示期間　
　8 月 28 日（水）～ 9月 9日（月）
○問い合わせ　教育委員会
　文化振興係　☎ 65 － 5311

　法務局では、子どもの人権につ
いての専門相談電話「子どもの
人権 110 番」を設置しています。
いじめや虐待など子どもの人権に
関する悩みをご相談ください。
　また、8 月 29 日（木）から同
年 9月 4 日（水）までは、「全国
一斉『子どもの人権 110 番』強
化週間」です。期間中は、平日の
受付時間を延長して、土日も対応
します。
『子どもの人権 110 番』
電話番号　0120 － 007 － 110
　　　　（全国共通・通話料無料）
　平日：8時 30 分～ 17 時 15 分
　（年末年始を除く）
○強化週間中の受付時間
　平日：8時 30 分～ 19 時
　土日：10 時～ 17 時

　高次脳機能障がい者を抱える家
族等を対象として、高次脳機能障
がいに関する知識や情報の提供、
家族同士の交流を行ってます。
　他の家族の話を聞いてみたい、
関連情報を得たい、という方は、ぜ
ひ一度ご参加ください。プライバ
シーの保護は厳守します。
○日時　9月 2日（月）、12 月 2　
　日（月）、令和 2年 3月 2日（月）
　13 時 30 分～ 15 時
○場所　滝川保健所母子相談室
○内容　交流会・情報交換など
○問い合わせ　滝川保健所健康推
　進課健康支援係　☎ 24 － 6201
　※出席を希望される方は、事前
　　にご連絡ください。

運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　9月 19 日（木）18 時～
○場所　文化ホール
※事前に警察署での手続きが必要
です。
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

内科
方波見医院
☎ 65 － 2016

歯科（妹背牛町）
杉澤歯科クリ
ニック
☎（0164）
　32 － 2832

家族介護を語
ろう会（保セ）
対象：町民
13 時～ 15 時

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
9 時～ 12 時

敬老会（図）
10 時～

8 9 10 11 12 13 14
内科
町立国保病院

歯科（滝川市）
武内歯科医院
☎ 23 － 3525

ひまわりクラブ
（南町コミュニ
ティ会館）
10 時 ～ 11 時
30 分
対象：65 歳以
上の町民

小中高生すこや
か健診（保セ）
17 時 30 分～

なかよし広場
（子セ）
受 付：10 時 30
分～

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

1.6 歳、3 歳児
健診・フッ素
塗布（保セ）
受付：12 時 30 分
～ 13 時

移動図書
（住電精密）
12 時～

15 16 17 18 19 20 21
内科
町立国保病院

歯科（砂川市）
松原歯科医院
☎ 52 － 6480

内科
町立国保病院

歯科（沼田町）
中神歯科医院
☎（0164）
　35 － 2456

無料弁護士　
相談　（文ホ）
13 時 30 分～
15 時 30 分

ベビースクール
（子セ）
対象：2 ヶ月～ 1
歳未満の児
13 時 00 分 ～ 14
時 30 分

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

22 23 24 25 26 27 28
内科
町立国保病院

歯科（秩父別町）
秩父別歯科診
療所
☎（0164）
　33 － 2420

内科
町立国保病院

歯科（雨竜町）
さいとう歯科
☎ 77 － 2088

移動図書
（東町・南町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（みなクル・
北町児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

移動図書
（住電精密）
12 時～

29 30
内科
町立国保病院

歯科（深川市）
杉村歯科医院
☎（0164）
　22 － 2323

☆東町児童館 縄跳び練習  9 月 1日（日）～ 9月 30 日（月）
☆南町児童館 バドミントン大会 9月14日（土）～9月16日（月）
☆北町児童館 卓球リフティング記録月間 9 月 1日（日）～ 9月 30 日（月）

9 月 行 事 予 定 

特別図書整理休館（図）　9月 2日～ 9月 9日

【毎週水・金曜日】
健康運動フロア（保健センター）
対象：20 歳以上の町民

受付：9時 30 分～ 17 時（水曜日）
  9時30分～12時（金曜日）

（役）役場代表 ☎ 65 － 2111
（図）図書館・公民館 ☎ 65 － 5311
（文ホ）文化ホール ☎ 65 － 6066
（保セ）保健センター ☎ 65 － 2131
（病）国保病院 ☎ 65 － 2221
（子セ）子育て支援センター ☎ 74 － 6117
みなクル ☎ 74 － 5574


