川口市スポーツ振興審議会委員
名称…川口市スポーツ振興審議会
趣旨…スポーツの普及振興に関する施策に広く市民
のみなさんの意見を反映させるため委員を公募しま
す。 審議事項…スポーツの普及振興に関する事項
職務…年2回程度の会議に参加し、スポーツの普及
振興に関する事項を調査・審議
募集人数…2人（委員総数は15人）
委員の任期…7月23日〜平成25年7月22日（2年間）
応募資格…次のすべてに該当するかた
・市内に在住、在勤、在学するかたで、応募日現在満
18歳以上のかた ・スポーツに関して関心があり、
平日の昼間に開催する会議に継続して出席できる
かた（年2回程度） ・スポーツの普及振興について
意見を述べることができるかた
応募方法…「川口市のスポーツの普及振興について」
をテーマに、任意の書式に600字以上800字以内
で小論文を作成し、応募申込書（必要事項を記入）
を添付の上、体育課まで郵送、電子メール、
または持
参ください。応募申込書は、体育課のほか、市役所1
階市政情報コーナーにあります。また、市ホームペ
ージからもダウンロードできます。なお、提出いただ
いた応募申込書および小論文は返却や公開はしま
せんのでご了承ください。
応募期間…6月1日（水）〜30日（木）締切日必着。
また、持参の場合は市役所の開庁時間内の受け付け
となります。
選考方法…応募申込書および小論文をもとに書類
選考で決定し、選考結果は応募者全員に7月15日ま
でに書面で通知します。
報酬…条例に基づき支給。
（交通費は支給しません）
送付・提出・問い合わせ…体育課管理係（市役所分
庁舎1階） 〒332-8601 青木2-1-1
蘂048-259-7657
Eメール 200.04000@city.kawaguchi.lg.jp

川口市はたちの集い実行委員
〜成人式の実行委員になってみませんか?〜
おおむね18歳から25歳までのかた、
ご応募お待ち
しています。
応募…〒・住所・氏名・年齢・電話番号・応募理由を記
入の上、
はがきまたはメールで申し込み
締め切り…8月5日（金）
送付先…〒332-8601 青木2-1-1 川口市教育
委員会社会教育課「はたちの集い実行委員事務局」
Eメール 20.no2101@city.kawaguchi.lg.jp
問い合わせ…社会教育課 蘂048-259-7655

景観サポーター
景観について学び、身近な景観資源を発見する簡単
な作業を行うことができ、年に数回程度の会合に参
加できるかた。
任期…2年間
対象…市内在住、在勤で、満20歳以上のかた（大学
教授などの学識経験者、公務員および議会議員、市
の行政委員会などに携わっているかたは除きます）
募集人数…18人 応募方法…応募希望のかたへ
募集要項を送付します。申し込みは、電話・FAX・Eメ
ール・持参で提出ください（6月30日必着）。
申し込み・問い合わせ…〒332-8601 青木2-1-1
都市計画課
蘂048-258-1222 薨048-258-4753
Eメール 120.02000@city.kawaguchi.lg.jp

川口市社会福祉事業団
正規看護職員
職種…看護職員 募集人数…2人
学歴・資格など…正・准看護師の免許取得のかた
年齢…昭和46年8月2日以降に生まれたかた
試験日…6月23日（木）
（面接試験）
募集案内…本部事務局で配布。
申込方法…所定の申込書に必要事項を記入の上、
本部事務局に必ず本人持参
申込期間…6月22日（水）まで（土、日曜日を除く）
9:00〜16:00
採用予定日…8月1日（月）
問い合わせ…社会福祉事業団
蘂048-297-0677
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第２２回川口市青少年
ピアノコンクール出場者
開催日…①オーディション:7月26日（火）、
27日（水）、
28日（木）のうち、
指定する日 ②本選:8月9日（火）
場所…①・②とも、
リリア音楽ホール
応募資格…申し込み時に市内在住または在学の小・
中・高等学校の児童・生徒
募集部門…A部門（小学1・2年生の部）、B部門（小
学3・4年生の部）、C部門（小学5・6年生の部）、D部
門（中学生の部）、E部門（高校生の部）
演奏曲目…自由曲とし、オーディション・本選とも同
一曲とします。ただし、
クラシックの曲に限ります。
参加費…オーディション参加費4,000円（なお、本
選出場者は別途2,000円の参加費が必要となります。）
申込期間…6月3日（金）〜17日（金）
申し込み…所定の申込書に記入の上、参加費を添え
て文化推進室に持参、または、郵便局で参加費を払
い込みの上、その受領証を添付し、参加申込書を文
化推進室まで郵送してください。※詳細は6月1日（水）
から配布する（予定）参加要項をご覧ください。
問い合わせ…文化推進室 蘂048-258-1116

平成２３年度（第１７回）川口市産業技術・
技能者顕彰制度の被顕彰者
対象者…市内の事業所で働いている現役の技術・技
能者で卓越した技術・技能を有し、勤務実績、日常行
為などが他の模範と認められ、新製品の開発、後進
の育成など特筆される能力や業績を有し、技術・技
能が市内産業の発展に結びつくなりわいに従事する
技術・技能者のかた。ただし、個人の趣味・嗜好での
ものづくりでないかた。 業種…鋳物・機械・木型・
造園・建設・食品・その他製造業
顕彰の種類…大賞（最優秀賞）と「かわぐち」にちな
んで、4つの部門賞、川口耀き賞、川口技あり賞、川
口グッドアイディア賞、川口チャレンジ賞
応募方法…市民、事業所、業界団体などからの推薦
のほか自薦も可能です。所定の用紙に記入の上、
ご
応募ください。
募集期間…6月1日（水）〜30日（木）
問い合わせ・応募先…労政課 蘂048-258-7921

夏休み青少年のボランティア体験参加者
（青少年ボランティアスクール）
体験期間…7月23日（土）〜8月21日（日）のうち、
施設などの指定した日
対象…市内在住、在学、在勤で、中学生以上、25歳く
らいまでのかた
内容…市内福祉施設、
ボランティア団体、社会教育施
設などでの福祉・環境・子ども・街づくり・国際などの
ボランティア体験
参加費…ボランティア保険料280円（基本タイプ）
または490円（天災タイプ）
申込期間…6月12日（日）〜19日（日）※ただし、月
曜日は除く ※申込書持参（先着順）
申込場所…かわぐち市民パートナーステーション
（キュポ・ラ本館棟M4階）
問い合わせ…かわぐち市民パートナーステーション
蘂048-227-7633
かわぐちボランティアセンター駅前分室
蘂048-227-7640

水上自然体験わくわく・
チャレンジスクール
期日…7月26日（火）〜29日（金）
〔3泊4日〕
宿泊先…水上少年自然の家
対象…市内の小・中学校に在籍または在住し、集団
とかかわるのが苦手なため、不登校また不登校傾向
にある児童生徒。親子での参加もできます。
（小学1
〜3年生は保護者の同意が原則）
募集人数…45人 内容…オリエンテーリング、ハイ
キング、
飯ごう炊さん、
各種レクリエーション活動など
費用…3,000円（米代、活動費、教材費など）保護者
9,000円（宿泊代、食事代、活動費など）
申込締切…7月6日（水）
問い合わせ…教育研究所芝園分室
蘂048-267-8208

子ども自然体験村参加者
期日…7月26日（火）〜30日（土）4泊5日
※7月3日（日）事前研修会（参加必須）
場所…埼玉県青少年総合野外活動センター（埼玉県
秩父市） 内容…テント宿泊・野外料理・ハイキング・
キャンプファイヤーなど
対象…市内在住または在学の小学5・6年生および
中学生 ※前年度参加者は申し込みできません。
定員…40人（男子20人・女子20人）
参加費…15,000円
申し込み…往復はがきに、
〒・住所・氏名・電話番号・
性別・学校・学年を記入の上、
〒332-8601 青木21-1 青少年対策室まで郵送してください。
締め切り…6月10日（金）消印有効 ※応募者多数
の場合は抽選
問い合わせ…青少年対策室 蘂048-258-1115

留守家庭児童保育室臨時指導員
（夏休みアルバイト）
募集予定人数…30人程度
応募資格…18歳以上で児童保育に熱意があり健康
なかた（高校生不可） 勤務期間…7月21日（木）
〜8月31日（水）
（土、日曜日を除く） 勤務時間…
8:00〜18:30までの間の5時間（シフト有）
時給…890円（保育士・幼稚園・学校教諭などの有
資格者は910円） 勤務先…市内の小学校
問い合わせ…社会福祉協議会
蘂048-240-0170

夏期清掃アルバイト
作業内容…家庭ごみ収集 募集人数…若干名
期間…7月1日（金）〜9月30日（金）
勤務日…毎週月〜金曜日（祝日を除く）
時給…1,220円 応募資格…市内在住で健康なか
た（高校生は除く） 応募方法…履歴書に写真を貼
付し、本人が収集業務課へ持参。簡単な面接・書類
審査により結果は後日決定 受付期間…6月16日
（木）
・
17日（金）
（9:00〜11:30・13:00〜16:00）
問い合わせ…青木3-16-1（旧青木環境センター）
2階 収集業務課 蘂048-251-1174

医療センターパートタイマー
（診療放射線技師・看護師・助産師）
雇用期間…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します。
採用予定日…随時
募集職種

募集
人数

勤務時間（応相談）

診療放射線
技
師

1人

月〜金曜日
8:30〜14:30

看
助

護
産

師
師

応募資格

時

給

診療放射線技師
1,300円
資格を有するかた

可能な勤務日、勤務
看護師、助産師資
10人 時間を履歴書に記入
1,500円
格を有するかた
（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
蘂048-287-2525 〒333-0833 西新井宿180

留守家庭児童保育室（学童保育室）
パート指導員
勤務場所…市内小学校内（神根、
前川、
芝南、
前川東）
募集人数…各校1人
期間…7月19日（火）〜8月31日（水）
勤務時間…8:00〜18:30の間で1日5時間
応募資格…19〜60歳くらいの健康なかた（学生可）
時給…890円（保育士などの資格がある場合910円）
交通費…市の基準により支給
応募方法…事前に問い合わせの上、履歴書に写真を
貼付し、市役所分庁舎3階学務課へ本人が持参
問い合わせ…学務課管理係 蘂048-259-7659

第8回市民俳句賞作品
大会…10月16日（日）
リリア11階大会議室
講演…神野紗希氏 その他…大会の詳細、募集案
内ははがきで請求してください。
問い合わせ・請求先…〒332-0015 川口4-11-2506 佐伯方 川口市俳句連盟事務局
蘂048-252-0334

「ひったくり」や「振り込め詐欺」などにご注意ください

