＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

も：申込方法

有機農業総合研修大会

講師…図書館職員、家庭教育支援員
【電子レンジで作るいちご大福】

南島原市体育協会
事務局員

と１月15日㈮ 午後２時〜３時30分
講師…相川

問：申し込み・お問い合わせ

亮氏

【おしゃべり交流会「子どもとのふ

お問い合わせは…南島原市役所

くらしの情報

☎０５０（３３８１）５０００

（写真貼付）し、
「登記事務員」と朱

市営住宅入居者募集

雇用期間…４月１日〜平成29年

書きした封筒に入れて郵送してく

３月31日

ださい
（持参可）
。

勤務日および時間…週５日
（土、
日、

※履歴書は返却しません。

祝日、年末年始を除く）午前８時

問管理課

30分〜午後５時（うち７時間30

れあい遊び」
】

☎０５０（３３８１）５０６６

分勤務）

と１月22日㈮ 午後２時〜３時

〒859 2412 南有馬町乙1023番地

応募資格…市内在住で看護師の資

・深

江

つつじが丘団地…（１戸）

格を有する人または取得見込の人。

・南有馬

新砂原団地………（１戸）

※日時、場所は後日連絡します。

・口之津

白浜団地…………（３戸）

〆２月10日㈬（必着）

・口之津

早崎団地…………（１戸）

講師…ＭＦＰファシリテーター

有機農業について皆さんに学んで
いただくため、そして、有機農業と

問生涯学習課
☎０５０（３３８１）５０８２

は何かをそれぞれの立場で考えてい

募集人員…１人

℻０９５７（８５）２７６７

ただくため、研修大会を開催します。

勤務内容…南島原市体育協会運営

お気軽にご参加ください。

に係る一般事務

Ｅメール: gakushuu@city.minamishimabara.lg.jp

放送大学４月生募集

放送大学では、平成28年度第1
学期（４月入学）の学生を募集して
います。
放送大学はテレビなどの放送やイ

午後１時30分〜５

と１月26日㈫

時（受付：午後１時〜）

西望公園・記念館
管 理 業 務 職 員（ 委 託 ）

募集団地

試験…面接

勤務地…市役所南有馬庁舎内事務

入居資格条件…収入が基準に該当

ばありえコレジヨホール

報酬など…月額１２７,０００円、

ださい
（持参可）
。

するなど、市の指定する条件を全

な有機農業に関する講演 ほか

社会保険、厚生年金、雇用保険、傷

り無料

害保険あり

問農林課

勤務日および時間…原則月〜金

☎０５０（３３８１）５０６０

家庭教育支援
「わくわく広場」

経済・歴史・文学・自然科学など、
幅広い分野を学ぶことができます。
出願期間

（祝日、年末年始を除く）、午前８時

て満たす人

※履歴書は返却しません。

※詳細はお問い合わせください。

問保険年金課
募集人員…１人

☎０５０（３３８１）５０３９

入居者の決定…資格要件を満たし

勤務内容…施設管理および施設の

〒859 2211 西有家町里坊96番地２

た申込者の数が募集戸数を超える

３０分〜午後５時（うち７時間３

案内業務

０分）。ただし、土、日の勤務や夜間

勤務地…西望公園・記念館

の会議がありますが、その場合は

報酬など…月額１４０,０００円、

振替休日などで調整。

傷害保険あり
（労使折半）

勤務内容…登記事務

応募資格…スポーツに興味があっ

勤務日および時間…週６日（木曜

勤務地…管理課内

日（休館日）、年末年始を除く）午前

報酬など…月額１３６,０００円、

９時〜午後５時

社会保険、
雇用保険あり

応募資格…18歳以上の市内在住者

雇用期間…４月１日〜平成29年

試験…面接（2 月初旬予定）

３月31日

ンの操作ができる人。

お気軽にお問い合わせください。

試験…面接

問放送大学長崎学習センター
☎０９５（８１３）１３１７

―敬称略―

・田口美和子（口之津町）

☎０５０（３３８１）５０６７

勤務日および時間…週５日
（土、
日、

お母さん１人でも、子ども連れでも

〆１月21日㈭ （必着）

〆１月29日㈮（必着）

祝日、年末年始を除く）午前８時

大丈夫です。

も市販の履歴書に必要事項を記入

も市販の履歴書に必要事項を記入（写

30分〜午後５時（うち７時間30

（写真貼付）
し、
「南島原市体育協会

真貼付）し、
「西望公園・記念館管理

分勤務）

対中学生までの子どもがいる保護者

事務局員」と朱書きした封筒に入

業務職員（委託）」と朱書きした封筒

応募資格…18歳以上で登記事務の

募集人員…１人

ばありえコレジヨホール

れて、
郵送してください
（持参可）
。

に入れて郵送してください（持参

経験がある人。

勤務内容…重複・多受診訪問指導

試験…面接

など

【共通事項】

も３日前までに電話などで申し込ん
【お母さんへの読み語り】
と１月８日㈮

※履歴書は返却しません。
問スポーツ振興課

午後２時〜３時



広

可）。※履歴書は返却しません。
問商工観光課

※日時、場所は後日連絡します。

勤務地…保険年金課内
報酬など…月額１６３,０００円、

☎０５０（３３８１）５０８４

☎０５０（３３８１）５０３２

〆１月27日㈬（必着）

〒859 2412 南有馬町乙1023番地

〒859 2211 西有家町里坊96番地２

も市販の履歴書に必要事項を記入


告

日曜日に乳がん検診を受けましょう！！
平成27年 10月18日
平成28年 1月31日・2月21日
※事前予約が必要です。
ご不明な点はお問い合わせください。

☎0957（72）2017（担当：検診室）

告
あなたの会社、お店の広告を載せてみませんか。

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…
広報

南島原

2016.１

社会保険、雇用保険あり


広
多忙な平日をお過ごしの女性の皆様

15

看 護 師（ 嘱 託 職 員 ）

※日時、場所は後日連絡します。

でください。

利光（口之津町）

南有馬庁舎

※日時、場所は後日連絡します。

子育てに役立つ講座を開催します。

▼教育寄附
・友永

午後２時

問都市計画課

て普通自動車免許を持ち「ワード」
「エクセル」
「E メール」などパソコ

抽選日…１月21日㈭

募集人員…１人

（第２回） ３月20日㈰
※資料を無料で差し上げています。

場合は、公開抽選を行います。

登 記 事 務 員（ 嘱 託 職 員 ）

（第１回） ２月29日㈪

た。厚くお礼申し上げます。

１月４日㈪~14日㈭

（写真貼付）し、
「看護師申込」と朱
書きした封筒に入れて郵送してく

通信制の大学です。心理学・福祉・

次の方から、寄附をいただきまし

募集期間

も市販の履歴書に必要事項を記入

局

ンターネットを利用して授業を行う

ご寄附ありがとう
ございます

＊単身入居可

企画振興課 ☎０５０
（３３８１）
５０３０
広報

南島原

2016.１
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