医療センター職員

保育所保育補助員

採用予定日…平成24年4月1日（日）
受付方法…郵送または持参
受付締切…郵送の場合／9月21日（水）必着
持参の場合／9月12日（月）〜21日（水）
の平日9:00〜17:00

川口市・鳩ヶ谷市の合併に伴い、川口市公立保育
所および現鳩ヶ谷市公立保育所で仕事ができるか
たを募集します。
保育所で、朝・夕の時間帯に児童の保育を補助す
る保育補助員の登録を行います。登録しているかた
の中から、面接で採用・不採用を決定します。
（登録
期間はおおむね1年間です）
仕事内容…児童の保育補助業務
採用時期…10月からを予定
就業時間…平日7:30〜9:30および16:00〜
20:00
土曜日7:30〜9:30および12:00〜18:00（土曜
日勤務は月1回程度で、保育所により異なります）
※就業時間は上記時間内で保育所により異なります。
時給…1,060円
応募方法…履歴書に写真を貼付し、市役所1階保育
課へ持参。
採用方法…①登録制になります②希望などを確認
します③保育所の状況次第で随時連絡します④書
類審査・簡単な面接で決定します⑤採用時期は異
なります。
問い合わせ…保育課 蘂048-258-4096

募集職種 募集人数

募集要件

試験日

昭和51年4月2日以 1次試験
降に生まれたかたで、 10／4（火）
診療放射線技師資格 2次試験
診療放射線
1人
を有するかた、もしく （一次試験合格
技 師
は資格取得見込のか 者対象）
た
11／19（土）

申込方法
「川口市職員採
用試験申込書」
に記入の上、免
許の写しなど必
要書類を添付し、
送 付 先 まで 郵
送または持参

問い合わせ・送付先…医療センター庶務課庶務係
〒333-0833 西新井宿180
蘂048-287-2525

医療センターパートタイマー
期間…採用日から6カ月間（最長1年間）
応募方法…市販の履歴書（写真貼付）に免許証の写
しを添付の上、下記送付先まで郵送または持参。申
込受付後、面接により後日決定。
採用予定日…随時

募集職種 募集人数

勤務時間

応募資格など

時 給

週4日・5日
管 理
1人 9:00〜16:00
栄養士
（応相談）

管理栄養士資格を有す
1,200円
るかた

月〜金曜日
診 療
放 射 線 1人 （勤務日、時間は
応相談）
技 師

診療放射線技師資格を
1,300円
有するかた

可能な勤務日、勤務
看護師、助産師資格を有
看護師
10人 時間を履歴書に記
1,500円
するかた
助産師
入（書類審査あり）

問い合わせ・送付先…医療センター庶務課庶務係
〒333-0833 西新井宿180
蘂048-287-2525

出品種目…日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真
出品資格…16歳以上の市内在住・在勤・在学 の
かた
出品点数…各部2点以内で未発表のものに限る
出品料…1部門につき応募作品2点まで3,000円
作品搬入日…11月27日（日）10:00〜15:00
作品搬入場所…リリア展示ホール
会期…12月4日（日）〜11日（日）
応募要項（出品申込書）…市役所・川口駅前行政セ
ンター・各公民館・各支所・駅連絡室・リリア・文化推
進室などで9月上旬から配布
問い合わせ…文化推進室 蘂048-258-1116

市役所1階
ショーケース出品者

プレイリーダーハウス職員
勤務場所…南平児童交通公園（弥平2-3）※公園内
にプレイリーダーハウスがあります。
勤務日・時間…火・水・木・土曜日 10:00〜17:00
雇用期間…10月1日（土）〜平成24年3月31日（土）
（更新あり）
募集人数…1人
応募資格…自然が好き、子どもが好きなかた。心身
ともに健康で体力に自信のあるかた。
業務内容…公園に来た子どもたちと遊ぶこと、遊び
場の整備・管理、遊び道具の整理や工作の準備、
ボラ
ンティアとの連絡調整など（子どもと走り回ったり、
重い荷物を運んだり日常的にできるかた）
待遇…時給950円〜990円（経験・能力を考慮）有
給休暇あり。交通費は別途支給。
応募方法…履歴書に写真を貼付し、9月15日（木）
までに本人が子育て支援課へ持参。面接、書類審査
により後日決定。
（履歴書を持参する前に電話でご
連絡ください。）
問い合わせ…子育て支援課支援係
蘂048-258-1114

統計登録調査員
業務内容…各種統計調査の調査票の配付・記入説明・
回収、調査書類の整理・点検など
応募資格…20歳以上の健康なかたで、滞りなく調
査を遂行できる責任感のあるかた・秘密を守れるかた。
（税務・警察関係の仕事に従事しているかたは除く）
報酬…調査内容、受け持ち件数に応じて支払い
※詳細、
応募方法は市ホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ…総合政策課統計係
蘂048-257-1127
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募集件数…約40事業所（各期間ごとに約20事業所
を展示）※応募多数の場合抽選・新規出品者優先
展示期間…（3期）10月3日〜12月28日 （4期）
24年1月4日〜4月1日
展示料…無料
展示物の範囲…市内の事業所で製造または加工さ
れた製品および企画された製品（川口市の農産物な
どを主原料とするものに限る）で、おおむね縦・横・
高さ30cm、重量5kg以内
申込期限…9月9日（金）までに電話申し込み
問い合わせ…商工課商工業振興係
蘂048-258-1110 内線2435・2432

荒川ふれあいまつり2011
フリーマーケット出店者
開催日…11月6日（日）
場所…浮間ゴルフ場（川口市荒川運動公園）
募集店数…100店予定
応募資格…家庭内の不用品（飲食物は不可）を出品
するアマチュアで市内在住のかた 1世帯につき1
ブース（業者（プロ）の出店不可）
※高校生以下は保護者の承諾を必要とし、中学生以
下は保護者同伴
出店料…1,200円（1ブース2m×2m）
応募方法…往復はがきに、
〒、住所、氏名、年齢、電話
番号、主な出店物を記入の上、
〒332-0024 飯原
町14−1 浮間ゴルフ場内「ふれあいまつりフリー
マーケット」係まで
締め切り…9月26日（月）の消印有効 ※応募者多
数の場合は抽選
問い合わせ…浮間ゴルフ場 蘂048-253-1883

社会福祉事業団
正規介護職員
職種

人数

学歴・資格など

年

齢

学校教育法による大学、
短期大学（専門学校など
含む）
、
高校を卒業したか
た、
または平成24年3月
までに卒業見込みのかた
で、
社会福祉主事任用資
格、
介護福祉士、
社会福 昭 和 6 1 年 4
祉士、
ホームヘ ルパー2 月2日以降に
介護職 10人
級 以 上 の い ず れか の 資 生まれたかた
格を取得のかた、
または
平 成 2 4 年 3 月までに取
得見込みのかた
※ただし、
ホームヘルパー
2級以上については、
第1
次試験日現在資格取得
のかた

第1次試験日…10月8日（土）
募集案内…本部事務局で配布している所定の申込
書に必要事項を記入の上、10月7日（金）までの
9:00〜16:00（土・日曜・祝日除く）に本部事務局
に本人が持参。 採用予定日…平成24年4月1日（日）
問い合わせ…社会福祉事業団 蘂048-297-0677
※詳細はホームページをご覧ください。

「カフェ&ふれあいショップふらっと」
ボランティア
コーヒーや紅茶などを提供するとともに、市内の
障害者施設・団体のかたがたが作ったさまざまなも
のを展示販売しています。一緒にボランティアをし
ていただけるかたを募集していますので、関心のあ
るかたはぜひご連絡ください。
曜日

ボランティア活動時間

営業時間

①10:00〜13:00
火〜金曜日

②13:00〜16:00 10:30〜18:30
③16:00〜19:00
① 9:30〜12:00

土・日曜、
祝日 ②12:00〜15:00 10:00〜17:30
③15:00〜18:00

休業日…月曜日・第3金曜日・年末年始
場所…川口1-1-1 中央図書館内
問い合わせ…カフェ&ふれあいショップふらっと
蘂048-226-0636

新製品・新技術に関する
提案（アイディア）
提案資格…①市内在住・在勤のかた ②市内に事業
所を有している中小企業者
内容…川口市の産業振興に役立ち、創意工夫による
具体的かつ実現可能な提案で、以下に挙げるものが
対象です。 1 新製品の開発を伴うもの 2 品質、
機能、デザインの向上などを通じて、既存製品の高
度化、高付加価値化を図るもの ※審査の結果、優
秀と認められた提案については、1件につき50万円
以内の奨励金を交付します。また、
その提案の具体化・
商品化を図ることが市内産業の振興と発展に大い
に寄与すると認められた場合、試作費補助金が交付
されます（補助限度額500万円、
補助率2／3以内）。
受付期間…9月1日（木）〜30日（金）8:30〜17:15
（土・日曜、祝日は除く） ※事前のご相談、
ご質問は随
時受け付けます。
提案方法…所定の提案票を記入の上、提案の内容
を表す試作品または、模型（必須）とともに提出して
ください。提案票の様式は、公社ホームページから
ダウンロードできます。
問い合わせ・提出先…（財）川口産業振興公社
〒333-0844 上青木3-12-18 埼玉県産業技
術総合センター7階 蘂048-263-1110
URL http://www.kawaguchi-net.or.jp

小学生学習教室生徒
場所…シルバー人材センター内（上青木西1-20-3
婦人会館隣り）
募集学年…小学3年〜6年生 若干名
教科目…国語・算数
授業料…月額4,200円（初回は別途教材費2,000
円あり）
申し込み…随時 ※ただし定員（各学年20人）にな
り次第締め切り。
問い合わせ…シルバー人材センター
蘂048-256-1150

「ひったくり」や「振り込め詐欺」などにご注意ください

