＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

全国一斉「人権擁護委員の日」
特設人権相談所開設

人権イメージキャラクター
人KENまもる君・
人KENあゆみちゃん

６月１日は人権擁護委員法が施行さ
れた日です。
人権擁護委員は、皆さんの身近なと
ころで、人権を守るために活動してい
ます。
家庭内のもめ事や隣近所とのトラブ
ルなど皆さんの悩みや心配ごとを相談
してみませんか。
相談は無料で、秘密は厳守されます
ので、お気軽にご相談ください。
と６月３日㈬ 午前10時〜午後４時
ば口之津公民館、北有馬老人福祉セン
ター、ありえコレジヨホール、深江
公民館
と６月４日㈭ 午前10時〜午後４時
ば加津佐総合福祉センター、原城オア
シスセンター、西有家総合学習セン
ターカムス、布津公民館
問市民サービス課
☎０５０（３３８１）５０３５

カネミ油症患者の
健康実態調査を実施しています
県では、カネミ油症患者の人を対象
とした健康実態調査を４月から実施し
ています。
現在、県から調査に関する通知が届
いていない人で、調査にご協力いただ
ける人は、ご連絡ください。なお、調
査にご協力いただいた人には、健康調
査支援金が支給されます。
対平成27年３月31日までに油症の認
定を受けている人
し６月23日㈫
問県生活衛生課
☎０９５（８９５）２３６４

定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

定10組（事前に予約が必要です）
り無料
し５月27日㈬
も電話、FAX、Ｅメールで申し込んで
ください（氏名と連絡先を明記）。
問市民サービス課
☎０５０（３３８１）５０３５
℻０９５７（８２）３０７０
Ｅメール jinken@city.minamishimabara.lg.jp

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
ば①・③ありえコレジヨホール
②有家保健センター
も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５月８日㈮ 午後２時〜３時
・講師…図書館職員、家庭教育支援員
②フレンチトーストのやさしいデザート
と５月15日㈮ 午後２時〜３時30分
・講師…門池 修さん
持参品…エプロン、三角巾、タオル
り５００円
③子育てのヒントを学ぼう♪
「こどもの食生活を考えよう」
と５月22日㈮ 午後２時〜３時
・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

広

も：申込方法

問：申し込み・お問い合わせ

企業誘致東京駐在員

南島原市への企業誘致を積極的に推
進するため、関東圏内でＰＲ活動をし
ていただく人を募集します。
委託料…月４０万円（人件費、活動
経費含む）
委託期間…７月１日〜平成28年３
月31日（28年度以降の契約更新
の可能性あり）
応募資格…関東圏内でのＰＲ活動ス
タッフとして専任で活動できる個人
（詳しくは市ホームページをご覧く
ださい）
し５月13日㈬ 必着
問商工観光課
☎０５０（３３８１）５０３２

弁護士による
相続と遺言セミナー
弁護士による
「聞いてトクする
相続と遺言セミ
ナー〜備えあれ
ば憂いなし〜」＆
無料相談会を開
催します。
と５月30日㈯ 午後１時〜
ば西有家総合学習センターカムス
セミナー
・時間…午後１時〜２時30分
・講師…岩永隆之先生、力武伸一先生
（岩永法律事務所）
定１００人
無料相談会（相続と遺言）
・時間…午後２時30分〜５時
（１件につき約30分間）


告

※日時、場所は後日連絡します。

平成27年10月1日、国勢調査が実
施されます。あなたも、国勢調査員に
なりませんか？
国勢調査は、国の最も重要な統計調
査です。市の全ての世帯が調査の対象
で、約２５０人の調査員が必要となる
ため、調査員の仕事に携わっていただ
ける人を広く募集しています。
業務内容
①調査員説明会への出席（８月下旬を
予定）
②担当する調査地域の確認
③調査についての説明と調査書類の配布
④調査票の回収
⑤調査票の整理と提出
報酬…１調査区あたり３５,０００
円ほど（１人あたり１〜２調査区を
担当）
時期…８月下旬〜10月下旬
し５月29日㈮
問情報統計課
☎０５０（３３８１）５１００

し５月15日㈮ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入（写
真貼付）し、
「 相談支援員」または「就
労支援員」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。
問保護課
☎０５０（３３８１）５０５２
〒859-2202 有家町山川58番地

福 祉 課（ 嘱 託 職 員 ）
募集人員…１人
勤務内容…一般事務
勤務地…福祉課
報酬など…月額１２７,０００円、社
会保険・雇用保険あり
雇用期間…６月１日〜平成28年３
月31日
勤務日および勤務時間…週５日（土、
日、祝日、年末年始および長期休業日
を除く）、午前８時30分〜午後５時
（うち７時間30分勤務）


☎（0957）87 5112

春の 全国交通安全運動
実施期間

５月11日㈪〜20日㈬

スローガン 「ひとりでも まもるよ やくそく みぎひだり」
重点① 自転車の安全利用の推進「特に、自転車安全利用五則の周知徹底」
重点② 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
重点③ 飲酒運転の根絶

市営住宅入居者募集

募集団地
・深 江 馬場団地……………（１戸）
・布 津 寺田団地……………（１戸）
＊特定公共賃貸住宅

・有 家
・有 家
・北有馬

蒲河団地……………（２戸）
下鬼塚団地…………（１戸）
西正寺第２団地……（１戸）

＊特定公共賃貸住宅

・南有馬

新砂原団地…………（１戸）

＊単身入居可

・口之津 仲町団地……………（１戸）
・口之津 早崎団地……………（２戸）
・口之津 白浜団地……………（１戸）
・加津佐 愛宕団地……………（２戸）
募集期間
５月１日㈮〜14日㈭
入居資格条件…収入の基準に該当す
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…５月21日㈭ 午後２時
南有馬庁舎
問都市計画課
☎０５０（３３８１）５０６７

保 護 課（ 嘱 託 職 員 ）
相談支援員（嘱託職員）
募集人員…１人
職務内容…生活困窮者に対する面接
相談、自立に必要な情報とサービス
の提供、支援計画の作成など
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年度 交通安全図画最優秀作品

南島原市加津佐町

2015.５

国勢調査員

就労支援員（嘱託職員）
募集人員…１人
職務内容…生活困窮者に対する面接
相談、自立に必要な就労支援、支援
計画の作成など
【共通事項】
勤務地…保護課
報酬など…月額１６１,０００円、社
会保険・雇用保険あり、通勤手当なし
雇用期間…６月１日〜平成28年３
月31日
勤務日および勤務時間…週５日（土、
日、祝日、年末年始および長期休業日
を除く）、午前８時30分〜午後５時
（うち７時間30分勤務）
応募資格…パソコン（ワード、エク
セルなど）の基本操作ができる人、普
通自動車運転免許を有する人。
試験…面接

平成

松尾白蟻

南島原

し５月20日㈬ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入（写
真貼付）し、
「 福祉課嘱託職員」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。
問福祉課
☎０５０（３３８１）５０５１
〒859-2202 有家町山川58番地

くらしの情報

☎０５０（３３８１）５０００

平成27年

創業昭和四年

広報

応募資格…普通自動車運転免許を有
する人。パソコンの操作ができる人
試験…面接
※日時、場所は後日連絡します。

お任せください！ シロアリ駆除
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お問い合わせは…南島原市役所

加津佐小学校 3年（当時）

重 松 優 空さん

野田小学校 6年（当時）

田 中 翔 陽さん

広報

南島原

2015.５

18

