＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

家庭教育支援
「わくわく広場」

定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

奨学金の返還について

あなたの返還金は、後輩の新たな

奨学金となる重要なものです。
奨学金を借りていた人は、約束ど
おりの返還をお願いします。
住所などの変更や、返還が困難と
なりそうな場合などは、速やかに本
会へご連絡ください。

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。

問：申し込み・お問い合わせ

奨学金は計画どおり
返還しましょう

南島原市奨学金を借りていた皆さ

雇用期間…平成29年４月１日〜

て郵送してください
（持参可）
。

平成30年３月31日

〒859‒2304 北有馬町丁278番地2

未納が増えると、今後の返還が困

勤務日および勤務時間…週５日

問北有馬保育所

返還をお願いしていますが、返還が
滞っている人がいます。

☎０５０（３３８１）５０００

員申込」と朱書きした封筒に入れ

☎０５０
（３３８１）
５０６４

有明海自動車航送船組合
職員募集

（日、祝日、年末年始を除く）、午前
７時30分〜午後６時30分（うち
７時間30分勤務）
応募資格…保育士の資格を持つ人
試験…面接

募集人員…若干名

※日時、
場所は後日連絡します。

かり自覚を持って滞りなく返還しま

受験資格…大卒・高専卒程度（機

し12月28日㈬

しょう。

械）…昭和55年４月２日から平成

も市販の履歴書に必要事項を記入

９年４月１日までに生まれた人。

（写真貼付）し、
「北有馬保育所保育

長崎県育英会

への貸与もできなくなります。しっ

☎０９５（８２４）７５０１

問公益財団法人

お問い合わせは…南島原市役所

んには、返還計画に沿って奨学金の

難になるばかりでなく、未来の学生

大人の恋活 開催

【共通事項】

も：申込方法

また、住所や氏名などが変更にな

必着

くらしの情報
市営住宅入居者募集

募集団地
・深

江

あぜつ第１団地…（１戸）

・深

江

あぜつ第２団地…（１戸）

・有

家

蒲河団地…………（１戸）

・有

家

長田第２団地……（１戸）

・西有家

巣輪平団地………（１戸）

・北有馬

本町第１団地……（２戸）

・南有馬

北岡団地…………（１戸）

・南有馬

新三崎団地………（１戸）

・南有馬

新砂原団地………（１戸）

＊特定公共賃貸住宅

＊単身入居可

対中学生までの子どもがいる保護者

った場合は関係書類の提出が必要で

高卒程度（一般事務）…平成元年４

士申込」と朱書きした封筒に入れ

・口之津

白浜団地…………（２戸）

ばありえコレジヨホール

す。返還に関する相談も受け付けて

月２日から平成11年４月１日ま

て郵送してください
（持参可）
。

・口之津

早崎団地…………（２戸）

も３日前までに電話などで申し込ん

います。

でに生まれた人。

・加津佐

愛宕団地…………（２戸）

問教育総務課

申込期間…12月５日㈪〜平成29

☎０５０
（３３８１）
５０６４

・加津佐

泉が丘団地………（１戸）

年１月４日㈬

〒859‒2304 北有馬町丁278番地2

でください。

☎０５０（３３８１）５０８０

①お母さんへの読み語り
と12月２日㈮

午後２時〜３時

講師…図書館職員、家庭教育支援員
②おしゃべり交流会
「みんなで遊びましょう」
と12月９日㈮

午後２時〜３時

講師…南島原ファミリープログラ
ムファシリテーター

と平成29年１月21日㈯

受付…午

と12月16日㈮午後２時〜３時

※少数の場合は、中止とします。
応募資格
男性…50歳以上65歳以下の独身

「スマホや TV が乳幼児に及ぼす

の人で市内在住。女性…48歳以上

影響ってなあに？」
と12月５日㈪
ば口之津公民館…午前10時〜
ありえコレジヨホール…午後２時〜
講師…メディア安全指導員
問生涯学習課

63歳以下の独身の人。

するなど、市の指定する条件を全
て満たす人

南島原市奨学資金
償還補助金

※詳細はお問い合わせください。

勤務地…北有馬保育所

入居者の決定…資格要件を満たし

報酬など…月額１２７ ,０００円、

た申込者の数が募集戸数を超える

社会保険、雇用保険あり

場合は、公開抽選を行います。

雇用期間…平成29年４月１日〜

抽選日…12月21日㈬

平成30年３月31日

南有馬庁舎

南島原市奨学金を借りて学校を卒

勤務日および勤務時間…週５日

皆さんからのご寄附は、奨学資金

業した後、市内に居住し、就労して

（日、祝日、年末年始を除く）、午前

として活用させていただき、奨学金

いる人には返還した奨学金の２分の

８時〜午後４時45分（うち７時間

付けています。

入居資格条件…収入が基準に該当

午後２時

問都市計画課
☎０５０（３３８１）５０６７

北有馬保育所保育士
（嘱託職員）

事業の充実を図っています。

１以内の金額が補助金として交付さ

30分勤務）

別、⑤職業、⑥電話番号を電話また

あたたかいご支援をよろしくお願い

れます。対象は、今年度以降に償還

応募資格…18歳以上で、調理業務

はメールで申し込んでください。

します。

が始まる人です。現在、南島原市奨

の経験を有する人

募集人員…３人

学金を借りている人やこれから借り

試験…面接

勤務内容…保育士業務（クラス担

も①氏 名、
②住 所、
③生 年 月 日、
④性

し12月26日㈪

午後５時まで

問南島原結婚サポートセンター

☎０５０（３３８１）５０８２

担当：豊増

℻０９５７（８５）２７６７

☎０９５７（６５）２８８８

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

☎０９５７
（７８）
３３５８

長崎県育英会では、寄附金を受け

④＜特 別 企 画＞子 育 て 親 学 び 講 座

勤務内容…給食調理業務

問有明海自動車航送船組合

女性…3,000 円
（会員 2,000 円）

募集期間…12月１日㈭~14日㈬

募集人員…１人

さい。

り男性…3,000 円
（会員 2,500 円）

＊単身入居可

北有馬保育所調理員
（嘱託職員）

と一次試験…平成29年１月22日㈰
※詳しくは電話でお問い合わせくだ

ばザ・マーキーズ（ウエディング石川）

定男性…10人、女性…10人

試験
ば雲仙市国見農村環境改善センター

後６時、開会…午後６時30分

③いちごのエコたわし作り
講師…本多 氏

寄附金をお寄せください！

問北有馬保育所

なお、寄附をした場合、税法上の
優遇措置が受けられます。
問公益財団法人

Ｅメール: msws201508@gmail.com

広

長崎県育英会

☎０９５（８２４）７５０１

る人は、卒業後の進路として本市へ

※日時、
場所は後日連絡します。

の定住をお考えください。

し12月28日㈬

問教育総務課

も市販の履歴書に必要事項を記入

☎０５０（３３８１）５０８０

勤務地…北有馬保育所
報酬など…月額１６３ ,０００円、

（写真貼付）し、
「北有馬保育所調理


社会保険、雇用保険あり
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