＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

定30人（先着順）
り無料
し９月1日㈫〜10月７日㈬
も電話で申し込んでください
問長崎地方裁判所 総務課
☎０９５（８０４）４１１４

下水道排水設備工事
責任技術者試験

定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

９月の創業相談会
（創業相談 サ ポ ー ト デ ス ク ）
創業相談のみでなく、金融面など創
業後の各種問題を含め、さまざまな相
談に応じます。
と９月10日㈭ 午前11時〜午後３時
ば南島原市商工会 本所
な日本政策金融公庫の専門スタッフに
よる相談対応（要予約）
り無料
問南島原市商工会
☎０９５７（７６）１５００

平成12年４月から指定工事店制度
が改正され、県内において公共下水道
の水洗化を行うなどの排水設備工事は、
長崎県下水道協会が認定した「下水道
秋のフィットネススクール 第１弾
排水設備工事責任技術者」が専属する
〜誰でも気軽に簡単に運動できます〜
工事店で、かつ、市（町）長が排水設備
ボクササイズ
指定工事店として指定した工事店でし
か工事ができないこととなっています。 と10月５日㈪、19日㈪、
11月２日㈪ 午後８時〜９時
この県内統一の「下水道排水設備工
ば口之津公民館
事責任技術者試験」を下記の要領で実
エアロビクス
施します。
と10月3日㈯、10日㈯、17日㈯、
試験日時…11月29日㈰
31日㈯ 午後８時〜９時
午後１時〜４時
ば布津世紀の泉
試験会場…公益財団法人 長崎県建
【共通事項】
設技術研究センター
り１,０００円
試験内容…下水道の一般的分野、技
し９月18日㈮
術的分野
も各支所または教育振興班に備え付け
受験料…８,０００円
の応募用紙に必要事項を記入し、提
受験資格…学歴に応じて、下水道工
出してください。
事などの実務経験が必要
問スポーツ振興課
受付期間…９月７日㈪〜 25 日㈮
☎０５０（３３８１）５０８４
午前９時〜午後５時（土・日・祝祭
日を除く）
裁判所体験ツアー
も申込書は公益財団法人長崎県建設技
術研究センターのホームページから
と10月14日㈬ 午後２時〜３時
ダウンロードし、下記へ直接申し込
受付…午後１時30分
むか、郵送（簡易書留）してください。 ・１回目…午前９時30分〜正午
問公益財団法人 長崎県建設技術研究
（午前９時受付開始）
センター（略称：ナーク）
・２回目…午後１時30分〜４時
☎０９５７（５４）１６０４
（午後１時受付開始）
〒856−0026
ば長崎地方裁判所
大村市池田２丁目1311番３
な裁判員選任手続の説明、模擬裁判、
法廷見学、質疑応答など
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も：申込方法

問：申し込み・お問い合わせ

無料調停相談会
家庭内や親族間のもめごと、民事上
のもめごとお聞きします。
と９月27日㈰ 午前10時〜午後３時
ば森岳公民館（島原市）
問長崎地方裁判所 島原支部
☎０９５７（６２）３１５１

家庭教育支援「わくわく広場」

子育てに役立つ講座を開催します。
お母さん１人でも、子ども連れでも大
丈夫です。
【共通事項】
対中学生までの子どもがいる保護者
も②・③は３日前までに電話などで申
し込んでください。
①お母さんへの読み語り
と９月４日㈮ 午後２時〜３時
ば有家図書館
・講師…図書館職員、家庭教育支援員
②パステルを使って“ココロ”のお片付け
と９月18日㈮ 午後２時〜３時
ばありえコレジヨホール
・講師…平野恵子さん
③子育てのヒントを学ぼう「こどもの
“遊び” を考えよう」
と９月25日㈮ 午後２時〜３時
ば口之津公民館
・講師…MFPファシリテーター
問生涯学習課
☎０５０（３３８１）５０８２
℻０９５７（８５）２７６７
Ｅメール gakushuu@city.minamishimabara.lg.jp
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お問い合わせは…南島原市役所

☎０５０（３３８１）５０００

います。
爆音機の使用にあたっては、次の点
に注意し、迷惑のかからないようにし
ましょう。
①住宅の近隣では使用を控える。
②早朝および夜間は使用しない。
③爆音機に代わる防止対策（防鳥ネッ
トなど）の活用に努める。
問農林課
☎０５０（３３８１）５０６０

※日時、場所は後日連絡します。
〆９月24日㈭ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入（写
真 貼 付 ）し 、
「 農 村 整 備 課（ 臨 時 職
員）」と朱書きした封筒に入れて、郵
送してください（持参可）。
問農村整備課
☎０５０（３３８１）５０６２
〒859 2202 有家町山川58番地

９ 月 20日 か ら 26日 は
『動物愛護週間』
島原獣医師会では動物について楽し
く学ぶイベントを開催します。
と９月20日㈰ 午後２時〜４時
（雨天決行）
ば県南保健所駐車場（島原市）
イベント内容
・ミニ動物園
・ご長寿犬表彰
・動物クイズ
・犬のキモチまるわかり講座
・ペットの無料健康相談所
・動物の健康管理
・犬猫譲渡会＆里親募集掲示板
※ボランティア主催の譲渡会のため、ほと
んどが成犬・成猫です。また、当日はお
見合いのみで、実際の譲渡は後日となり
ます。一般の人からの犬猫の持ち込みは
できませんが、情報を掲示しますので、
新しい飼い主を探している人は、事前に
ご連絡ください。

問環境課
☎０５０（３３８１）５０４１
県南保健所 衛生環境課
☎０９５７（６２）３２８８

図 書 館 職 員（ 嘱 託 職 員 ）
募集人員…司書補助１人
勤務内容…図書館業務全般
勤務地…口之津図書館
報酬など…月額１２７,０００円、社
会保険・雇用保険あり
雇用期間…10月１日〜平成28年
３月31日
勤務日および時間…週５日（休みは
休館日他1日）毎週月曜休館、金曜夜
間開館（通常日）午前９時40分〜午
後６時10分（夜間開館日）午前11
時40分〜午後８時10分
応募資格…普通自動車運転免許を有
する人
試験…面接
※日時、場所は後日連絡します。
〆９月18日㈮ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入（写
真 貼 付 ）し 、
「 図 書 館 職 員（ 嘱 託 職
員）」と朱書きした封筒に入れて、郵
送してください（持参可）。
※履歴書は返却しません。
問教育総務課
☎０５０（３３８１）５０８０
〒859 2412 南有馬町乙1023番地

鳥獣害防止用
爆音機による迷惑防止
カラス・スズメなどから農作物を守
るために使用する爆音機の爆発音に対
し、付近の住民から苦情が寄せられて
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くらしの情報
市営住宅入居者募集
募集団地
・深 江 馬場団地……………（１戸）
・有 家 長田第２団地………（１戸）
・西有家 上の原団地…………（１戸）
・南有馬 新砂原団地…………（１戸）
＊単身入居可

・口之津 早崎団地……………（１戸）
・加津佐 愛宕団地……………（２戸）
募集期間
９月１日㈫〜14日㈪
入居資格条件…収入が基準に該当す
るなど、こちらの指定する条件を全
て満たす人
※詳細はお問い合わせください。

入居者の決定…資格要件を満たした
申込者の数が募集戸数を超える場合
は、公開抽選を行います。
抽選日…９月18日㈮ 午後２時
南有馬庁舎
問都市計画課
☎０５０（３３８１）５０６７

農 村 整 備 課（ 臨 時 職 員 ）
募集人員…２人
勤務内容…農道の除草、雑木伐採、
側溝および路面の土砂除去など
賃金など…時給810円または
1,010円（草刈機使用時の場合）、社
会保険、雇用保険あり
雇用期間…10月１日〜平成28年
３月31日
勤務日および時間…週５日（土、日、
祝日、年末年始を除く）午前８時30
分〜午後５時15分（うち７時間45
分勤務）
応募資格…18歳以上の市内在住者
（住民登録あり）。普通自動車運転免
許を有する人で就労していない人。
草刈機使用経験者（草刈機は持ち込
み）。
試験…面接


告
あなたの会社、お店の広告を載せてみませんか。

お任せください！ シロアリ駆除
創業昭和四年

松尾白蟻
南島原市加津佐町

☎（0957）87 5112
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広 告 主 募 集
広報【南島原】で広告を募集しております。

会社・商品ＰＲ、イベント告知に。

◎経費削減と新たな財源の確保のために、有料広告を募集しています。
◎広報紙のほか、市ホームページのバナー広告も併せて募集しています。
検討してはいかがですか。

詳しくは…

企画振興課 ☎０５０
（３３８１）
５０３０
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