＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

水泳教室
【共通事項】
ば南有馬運動公園プール
り１,０００円（保険料ほか）
〆７月25日㈮
も電話で申し込んでください。
問スポーツ振興課
☎０５０（３３８１）５０８４

定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

コレジヨ市民文化講座
年間受講生募集
と７月12日㈯〜（全９回）
ばありえコレジヨホール
な次のとおりです。
７月12日…「からゆきさん」と天如塔
・講師…島原市文化連盟委員長
宮﨑 金助 氏

ベビースイミング
お母さんと子どもの楽しい世界が
広がります。ベビースイミングを通
して、水に慣れ親しむと共に、親子の
コミュニケーションを図ります。
と８月４日㈪〜６日㈬（計３回）
午前10時30分〜
対生後６カ月から３歳未満の子ども
と保護者（先着10組）
な子どもを抱っこしながらの水慣れ動
作や、道具を使っての水遊びなど
持参品…水着（水着の上に短パン・
Ｔシャツ着用可）、バスタオル、キ
ャップ、水筒
※トイレトレーニング中の子どもは「水
遊び用の紙おむつ」の上に水着を着用。

アクアビクス教室
水中での運動は、浮力で足腰や膝
への負担を減らしながら腰痛予防に
も役立ち、ダイエット効果、体の柔軟
性も期待できます。アクアビクス教
室に参加して、運動不足を解消し健
康な体を作りましょう。
と７月29日㈫〜31日㈭（計３回）
午後７時〜
対一般市民（20人程度）
な水中で浮力を利用しながらのエク
ササイズ
持参品…水着、バスタオル、キャッ
プ、水筒

８月18日…有馬氏時代の食文化と茶室
９月13日…有家・有馬地方のキリシタ
ン墓碑
10月４日…司祭館・学院・神学校は有
家の砦にあった
11月９日…深江町権現脇遺跡の発掘
12月13日…世界遺産を目指す日野江
城と原城
１月17日…島原宗門御改影踏帳
２月14日…須川素麺のルーツとみそ
五郎伝説
３月７日…史料に見る島原人の暮らし
定40人
り無料
〆７月８日㈫
もありえコレジヨホールに申込みくだ
さい。
問ありえコレジヨホール
☎０５０（３３８１）５０４７
有家史談会 会長 生駒 輝彦
☎０９５７（８２）２０５６
コレジヨ市民講座 座長 山下 貞文
☎０９５７（７２）４２３０
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も：申込方法

問：申し込み・お問い合わせ

島原病院正規職員（地方公務員）
募集人員…看護師：約10人、薬剤師：
約４人、理学療法士：約１人
採用予定日…平成27年４月１日以降
受験資格…それぞれの免許を有する
人または、平成27年春までに免許取
得見込みの人、理学療法士は免許を
有する人のみ
・看護師…昭和54年４月２日以降に生
まれた人
・薬剤師…昭和44年４月２日以降に生
まれた人
・理学療法士…昭和58年４月２日以降
に生まれた人
・専門看護師・認定看護師…年齢不問
試験
と７月19日㈯
な作文・適性検査・面接
〆７月15日㈫ 午後５時30分必着
問長崎県島原病院 総務係
☎０９５７（６３）１１４５
〒855-0861 島原市下川尻町7895番地

※試験案内、受験申込書は島原病院などで配
布しています。また、島原病院のホームペー
ジからダウンロードできます。
※すでに免許を有する人については、随時受
け付けていますのでお問い合わせください。

お 知 ら せ
盲学校巡回支援教育相談会
と８月４日㈪午前９時20分〜午後３
時10分
ば島原地区（島原市保健センター）
な学習の支援・工夫、目の使い方、視
機能検査、病院や福祉サービス、進
学・進路
り無料
対視覚に障害のあるお子様や保護者の人
〆７月11日㈮
問長崎県立盲学校
☎０９５（８８２）００２０
Eメール： 76100soudan@news.ed.jp


お問い合わせは…南島原市役所 ☎０５０
（３３８１）
５０００
保健師

（島原地域広域市町村圏組合）
募集人員…若干名
採用予定日…平成27年４月１日
受験資格…昭和50年４月２日以降に
生まれた人で保健師の免許を有する
人、または平成26年度実施の国家試
験で取得見込みの人
試験日
【体力試験】９月20日㈯
【学力試験】９月21日㈰
受付期間…７月18日〜８月15日
も島原地域広域市町村圏組合事務局に
備えている申込用紙に必要事項を記
入（写真貼付）し、受験票とともに提
出してください。
問島原地域広域市町村圏組合事務局 総務課
☎０９５７（６１）９１００
〒859-1415 島原市有明町大三東戊1327

※詳細はホームページをご覧ください。

地域密着型サービス事業者

島原地域広域市町村圏組合では、地
域密着型サービスの設置・運営事業者
を募集します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護…
島原市、雲仙市、南島原市／各１施設
複合型サービス…島原市、雲仙市、
南島原市／各１施設
申込期間…８月１日㈮〜８月20日㈬、
午前８時30分〜午後５時15分（土
日・祝日は除く）
対所在地が島原半島内である法人
も募集要領を島原地域広域市町村圏組
合介護保険課にて直接配布します。
来庁する際は、必ず事前に連絡をお
願いします。
問島原地域広域市町村圏組合介護保険課
（島原市役所有明庁舎３階）
☎０９５７（６１）９１０１
℻０９５７（６１）９１０４
※詳細はホームページをご覧ください。

くらしの 情報

応募資格…18歳以上で市内在住の人。
パソコン（ワード、エクセルなど）の
操作ができる人。
試験…面接（パソコン操作の確認あり）
※日時、場所は後日連絡します。

〆７月14日㈪必着
も市販の履歴書に必要事項を記入（写
真 貼 付 ）し 、
「南島原市電話交換手
（嘱託職員）申込」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。
問総務課
☎０５０（３３８１）５０２０
〒859-2211 西有家町里坊96番地２

学 校 用 務 員（ 嘱 託 職 員 ）

募集人員…１人
勤務内容…学校用務全般（環境整備、
湯茶、給食業務含む）
勤務地…長野小学校（西有家町）
報酬など…月額１３６,０００円、社
会保険・雇用保険あり
雇用期間…８月１日〜平成27年３月
31日
勤務日および勤務時間…週５日（土、
日、祝日および年末年始を除く）、午
前８時〜午後４時45分、うち７時間
30分勤務（勤務開始、終了時間は、変
更の場合有り）
勤務条件（特記事項）
普通自動車運転免許を有する人
応募資格…18歳以上で市内在住の人
試験…面接

募

集

市営住宅入居者
募集団地
・深 江 あぜつ第１団地……（１戸）
・布 津 大崎団地……………（１戸）
＊特定公共賃貸住宅

・布

津

寺田団地……………（１戸）

＊特定公共賃貸住宅

・有 家 堂山団地……………（１戸）
・有 家 下鬼塚団地…………（１戸）
・南有馬 新三崎団地…………（１戸）
・南有馬 吉川団地……………（１戸）
・口之津 仲町団地……………（１戸）
・口之津 早崎団地……………（２戸）
・加津佐 愛宕団地……………（２戸）
募集期間
７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…７月18日㈮ 午後２時
南有馬庁舎
問都市計画課
☎０５０（３３８１）５０６７

南島原市電話交換手（嘱託職員）
募集人員…１人
勤務内容…電話交換業務・文書事務
の補助など
勤務地…総務課（西有家庁舎）
報酬…月額１２７，０００円、社会保
険・雇用保険あり、通勤手当なし
雇用期間…８月１日〜平成27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45分〜
午後５時15分（うち７時間30分勤務）

※日時、場所は後日連絡します。

〆７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、応募職種を朱書きした封
筒に入れて、郵送してください（持参
可）。
問教育委員会 教育総務課
☎０５０（３３８１）５０８０
〒859-2412 南有馬町乙1023番地
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