
○募集の職種
　一般事務・放課後児童指導員・
　介護福祉士ほか
○応募資格
・町内に居住している方、または
　通勤可能な方
・放課後児童指導員は、教員・幼
　稚園教諭・保育士のいずれかの
　免許取得者もしくは無資格者で
　も可
・介護福祉士は資格取得者
○登録から採用まで
　応募のあっ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 5,580 円～
・放課後児童指導員
　　   （有資格者）  時給 950 円
　  　 （無資格者）  時給 770 円
・介護福祉士　月額 151,500 円～
・介護助手　　月額 139,900 円～
２）勤務時間は原則、午前８時 30
　分～午後５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。）
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。
　※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　10 月１日から
　の勤務を希望する方は、８月 31
　日（水）まで（これ以外にも、随時
　受け付けしています）
○問い合わせ
　まちづくり課総務係
　☎ 65 － 2111
※奈井江町では、身心に障がいの
　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。

　7 月から国内で配信されたス
マートフォン向けゲームアプリに
伴い、ゲームに没頭するあまり、事
故につながる恐れもあります。
　安全に楽しむために、次のこと
を守りましょう。
○歩きながらスマートフォンやイ
　ヤホンを使用すると、周囲の状
　況に注意が及びにくく、ひった
　くりや痴漢等の被害に遭う恐れ
　があります。
○自動車や自転車の運転中にスマ
　ートフォンを注視して操作する
　ことは、法律により禁止されて
　います。
○私有地や立入りを禁止されてい
　る場所に入ると、刑法や軽犯罪
　法等の法律に抵触する恐れがあ
　ります。
○駅のホームや池のそばなど危険

　な場所でスマートフォンを使用
　すると、転落して大けがをする
　恐れがあります。

　9月 5日（月）から 11 日（日）
までは、全国一斉「高齢者・障害
者の人権あんしん相談」月間です。
　高齢者や障害者に対する虐待や
嫌がらせなど、高齢者や障害者の
人権に関する悩みごとや心配ごと
について、法務局職員や人権擁護
委員が相談時間を延長して対応し、
解決に導きます。
　相談は無料で、秘密は厳守され
ます。お気軽にご相談ください。
『みんなの人権 110 番』
電話番号　0570 － 003 － 110
○相談時間は次のとおりです。
・9月 5日（月）～ 9日（金）
　午前 8時 30 分～午後 7時
・9月 10 日（土）・11 日（日）
　午前 10 時～午後 5時

運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　9月 15 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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○健診日　9月 13日（火）・27日（火）
　　　　　受付：17時 30分～ 19時 15分
○場　所　保健センター 2階
○対象者　町内在住で平成 10年 4月 2日～平成
　20年 4月 1日生まれの方（小学 3年生～高校 3
　年生に相当する方）

臨時職員を募集

○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、肝機能など、希望者は血
　液型検査も行います）
○申込期限　9月 1日（木）
○問い合わせ・申込み
　保健センター　☎ 65ー 2131

小中高生すこやか健診
平成 28 年度

のお知らせ

　お子さんの生活習慣病予防の
ために、年に 1回は健診を受けま
しょう。

の
ま

危険です『歩きスマホ』

「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」

ないえ産業まつり
８/20（⼟）
開会　　　17時
花火大会　20時

21（⽇）
開会　　　10時
抽選会　　13時 30 分



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

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

移動図書
（住電精密）
12 時～

4 5 6 7 8 9 10
内科
方波見医院
☎ 65 － 2016

歯科
幡歯科医院
（砂川市）
☎ 52 － 3348

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

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

敬老会（図）
10 時～

11 12 13 14 15 16 17
内科
町立国保病院

歯科
アダチ歯科
☎ 65 － 2659

なかよし広場
（子セ）
受付：10：15 ～

無料弁護士　
相談（月）
13 時～
14 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

18 19 20 21 22 23 24
内科
町立国保病院

歯科
新十津川
パンダ歯科
☎ 76 － 3202

内科
町立国保病院

歯科
杉村歯科医院
（滝川市）
☎ 24 － 1354

無料弁護士　
相談　（文ホ）
13 時 30 分～
15 時 30 分

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

内科
町立国保病院

歯科
松原歯科医院
（砂川市）
☎ 52 － 6480

移動図書
（住電精密）
12 時～

トルヴェール・
クヮルテットコ
ンサート
（文ホ）18 時～

25 26 27 28 29 30
内科
町立国保病院

歯科
なかむらファミ
リー歯科
（滝川市）
☎ 26 － 2282

移動図書
（東町・南町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（北町児童館）
13 時 30 分～

無料弁護士相談
（浦）
13 時～ 15 時

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

【毎週水曜日】
健康運動フロア
（保健センター）

対象：20 歳以上の町民
受付：10 時～ 12 時
　　　13 時～ 16 時

☆東町児童館　バスケ月間　　　　　　　　9月 2日（金）～ 9月 30 日（金）
☆南町児童館　敬老の日カード作り　　　　9月 1日（木）～ 9月 19 日（月）
☆北町児童館　オセロ大会　　　　　　　　9月 4日（日）14 時～

9 月 行 事 予 定 

（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
（月）月形町交流センター 
　　　　　　　☎ 0126-53-2321
（浦）浦臼町保健センター 
　　　　　　　　☎ 68－ 2112

特別図書整理休館（図）　９月 12日～９月 19 日


