
台湾頭份市　パネル展
企画課　 (93)1118

本市の友好都市「台湾頭份市」を紹介

するパネル展を開催します。

場　日

●本庁舎ロビー

　３月４日（月）～３月８日（金）

●中央公民館ロビー

　３月12日（火）～３月17日（日）

募　集

市の臨時職員・非常勤職員
の登録者を募集
総務課　 (93）1113

対　職種（例）

　事務補助、保健師、看護師、歯科

　衛生士、保育教諭、助産師、幼稚

　園補助教諭、道路作業員、個別指

　導補助員、図書館司書など

日月～金曜日

　（祝日を除く）

　8：30 ～ 17：15

　配置所属により、勤務日や勤務時

　間が異なります

額時給 900 円～

　職種により異なります

期名簿登録期間

　履歴書受付日～

　平成 32 年３月 31 日まで

申次の書類を提出

　●履歴書（市販のものに必要事項を

　　記入し、写真を貼付）

　●資格や免許などを有する人は、そ

　　れを証明する書類の写しを添付

他●名簿登録後、その中から書類審

　　査や個別面接などを行い、一定

　　期間臨時的に任用されます。

　●行政事務の増加などによる一定

　　期間の臨時的な任用となります

　　ので、名簿に登録されても任用

　　されるとは限りません。

　
学童クラブ指導員募集

子育て支援課　 （93）4497

経験がない人や資格がない人も歓迎し

ます。詳しくは、各学童クラブに問い

合わせてください。

●日吉台学童クラブ

　 (91）2501

●根木名学童クラブ

　 (91）1288

●富里第一学童クラブ

　 (91）1597

●浩養すいかキッズクラブ

　 (94）0520

●若草児童館学童クラブ

　（富里保育園併設）

　 (93）8226

市立こども園
臨時・非常勤職員募集

葉山こども園　 （93）1215

向台こども園　 （93）2951　

内

●園児の保育・教育

　（通常・時間外・土曜）

　対　保育士・幼稚園教諭の有資格者

　額時給1,200 円　

●園の保健業務全般

　対　正看護師または准看護師の有資格者

　額正看護師　時給1,270 円

　　准看護師　時給1,230 円

※交通費は市の規則に基づき別途支給

日●月～金曜日　8：30 ～ 19：15

　●土曜日　7：00 ～ 15：15

   の指定する日時

　※勤務日時などは相談してください。

　※看護師は月～金曜日の平日勤務

場葉山こども園または向台こども園

定若干名

他●保険適用

　　雇用保険・労災保険は、規定に基

　　づき適用

　●休暇など

　　年次有給休暇・特別休暇を市の規

　　則に基づき付与

申次の書類を提出

　●履歴書（市販のものに必要事項を

　　記入し、写真を貼付）

　●資格証の写し

　　（資格取得見込みも可）

　●資格証の写し（資格取得見込み可）
自衛官募集

（幹部候補生・一般曹候補生）
自衛隊成田地域事務所

(22）6275

自衛隊では、将来活躍する人材を募集

しています。試験日など、詳しくは問

い合わせてください。

コース 応募資格

幹

部

候

補

生

一般

20歳～26歳未満

●22歳未満は大卒者

　（見込みを含む）

●大学院修士学位取得者

　は28歳未満

歯科
専門の大卒（見込みを含む）

で20歳～30歳未満

薬剤科
専門の大卒（見込みを含む）

で20歳～28歳未満

一般曹
候補生

18歳～33歳未満

申●幹部候補生

　　５月１日（水・祝）まで

　●一般曹候補生　

　　５月15日（水）まで

　※一般曹候補生は、２次募集あり。

　　受付期間：７月１日（月）～

　　　　　　　９月６日（金）

　
新規就農者

農政課　 （93）4943

市内で新規に農業を始めた人や親元な

どで就農を予定している人は連絡して

ください。

新規就農者を対象として、5月中旬頃

に「新規就農者激励会」を開催します。

第5回ひよし青空市　
出店者募集

ひよし商店会　伊部

090（8054）6697

プロ・アマ問わず手作り雑貨、こだわ

りの品、農作物、食品、フリーマーケッ

ト（富里市民限定）など、様々な物を

出品できる住民参加型の青空市です。

テナントも何軒か使用できますので、

ワークショップや体験教室も大歓迎です。

第5回ひよし青空市　開催日時など

日 5月 18日（土）雨天決行

　10：00 ～15：00

場日吉台メイン通りのテナント軒先や

　駐車場、北部コミュニティセンター

定募集数　100

申申し込みや詳細は、

　hi-yo-sh i .com で確

　認できます。

教室・講座など

富里国際交流協会
平成 31年度語学教室
申込 富里国際交流協会（企画課内）

　　 （93）1118　

小学生英語教室

費●月謝　2,000 円

　●年会費　1,000 円

　●保険代（年間）　1,000 円

申 3月 1日（金）9：00 ～

中央公民館教室（毎週土曜日）

クラス 開講日時 募集人数

新1年生   9：00 ～  9：40 10人

新2年生   9：45 ～ 10：25 10人

新4年生 11：15～ 11：55 若干名

新5年生 14：05～ 14：55 5人

新6年生 13：10～ 14：00 5人

北部コミュニティセンター教室

クラス 開講日時 募集人数

新1年生
木曜日
17：05 ～ 17：45

10人

新2年生
月曜日
17：20 ～ 18：00

若干名

新3年生
木曜日
17：50 ～ 18：30

若干名

新4年生
月曜日
18：10 ～ 18：50

若干名

新6年生
月曜日
19：00 ～ 19：50

若干名

※応募者が一定数に満たないときは、

開講しない場合があります。

大人の英語教室（月・水曜クラス）

外国人向け日本語教室（火・金曜クラス）

他富里国際交流協会では協会員も募

　集しています。外国語が話せなくて

　も楽しく活動できます。皆さんの参

　加をお待ちしています。

普通救命講習
申込 消防署　 （92）1311

日 3月 17日（日）

　9：00 ～ 12：00

　受付　8：30 ～

場消防本部3階講堂

対 12歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20人　申 3月 10日（日）まで

お知らせ

3月1日～7日は
春の火災予防運動週間
消防予防課　 （92）1313

わすれてない？

サイフにスマホに　火の確認

この時季は空気が乾燥し、強風の日も

多いことから火災が発生しやすくなり

ます。火の取り扱いには十分注意しま

しょう。

住宅防火　いのちを守る7つのポイント

3つの習慣

●寝たばこはやめる

●ストーブは燃えやすいものから離れ

　た位置で使用する

●ガスこんろのそばなどを離れるとき

　は必ず火を消す

4つの対策

●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災

　警報器を設置する

●寝具や衣類、カーテンからの火災を

　防ぐために防炎品を使用する

●火災を小さいうちに消すために、住

　宅用消火器などを設置する

●お年寄りや身体の不自由な人を守る

　ために隣近所の協力体制をつくる

もうつけましたか？
住宅用火災警報器
消防予防課　 （92）1313

住宅火災で亡くなった人のうち約６割

が逃げ遅れによるものです。火災の発

生をいち早く知ることで、逃げ遅れを

減らし、自分と家族の尊い命を守るこ

とができます。

市の火災予防条例では「煙式（煙感知

器）」の設置を定めています。住宅用

火災警報器は、古くなると部品の寿命

や電池切れなどで、火災を感知しなく

なることがあり、とても危険です。10

年を目安に交換しましょう。

悪質な訪問販売にご注意ください！

消防職員が販売などを目的に個人宅を

訪問することや、消防署から特定の業

者に住宅用火災警報器の斡旋・販売・

点検を依頼することはありません。

●悪質な訪問販売の相談は…

　消費生活センター　 (93）5348

救急車の適正利用に
ご協力を
消防署　 (92）1311

平成30年中の救急出動件数

2,296 件（1日平均　約 6.2 件）

市では、現在３台の救急車で救急出動

に備えています。

救急車は、緊急に病院に搬送しなけれ

ばならない傷病者のためのものです。

緊急性がないのに救急車を要請すると、

命の危険がある重症患者への対応が遅

れてしまうことも考えられます。

緊急性がなく自分で病院に行ける場合

は、救急車以外の交通機関などを利用

してください。

尊い命を救うため、今一度救急車の適

正な利用について考えてみましょう。
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