■年末年始のお休み（年末年始前後のプールの利用可能日は、各施設にお問い合わせください）
12月28日（火）〜1月4日（火）…東、西、北、新郷、芝、安行の各スポーツセンター
12月28日（火）〜1月3日（月）…体育武道センター
12月29日（水）〜1月3日（月）…青木町公園総合運動場（青木町平和公園内）、戸塚スポーツセンター

1月分トレーニングルーム利用者講習会

初心者こどもスケート教室

対象…15歳以上のかた
（中学生は除く）
申し込み…12月15日
（水）9:00から電話受付
（先着順）。当日は、
費用500円、
写
真1枚
（3.5×2.5袍）
、
室内用運動靴、
運動着、
タオル、
本人確認書類
（運転免許
証、
保険証および学生証など）
を持参してください。
（子ども同伴はご遠慮ください）
施設名・定員
開催日・時間
東スポーツセンター
蘂048-222-4990
（各10人）
西スポーツセンター
蘂048-251-6377
（各15人）
安行スポーツセンター
蘂048-296-1200
蘂048-296-3000
（各15人）
体育武道センター
蘂048-251-9227
（各10人）

日時…12月18日
（土）
〜2月26日
（土） 毎週土曜日18:00〜19:45 ※1月1日はお
休みです。 場所…グリーンセンターアイススケート場
対象…5歳以上18歳以下
参加費…5,000円（スポーツ傷害保険含む）
申し込み…12月18日
（土）17:00からグリーンセンターアイススケート場で受付（先着
150人） 問い合わせ…体育課・スケート連盟（小林）蘂048-283-3814

1/15（土）
・1/18（火）
10：00〜（1回目）
・19：00〜（2回目）

市民スケートレクリエーション大会

1/10（祝）
・1/14（金）10：00〜（1回のみ）
1/22（土）
・1/24（月）19：00〜（1回のみ）

日時…1月16日
（日）8:30〜12:00 場所…グリーンセンターアイススケート場
対象…市内在住・在勤のかた
内容…①親子で楽しめる競争 ②競技会 ③模範演技 ④自由滑走など
参加費…無料（貸靴代300円は個人負担）
その他…当日は手袋着用、天候不良の場合は1月23日
（日）
に順延
申し込み…当日 問い合わせ…体育課・スケート連盟（小林）蘂048-283-3814

1/8（土）
10：00〜（1回目）
・19：00〜（2回目）
1/9（日）
10：00〜（1回目）
・14：00〜（2回目）
・1/10（祝）
・1/16（日）
・1/23（日）
・1/30（日）
1/9（日）
10：00〜（1回目）
・14：00〜（2回目）
1/12（水）
・1/26（水）10：00〜（1回のみ）
（月〜土曜日）10:00〜20:00、
（日曜・祝日）10:00〜19:00
戸塚スポーツセンター
上記時間内で00分に開催していますので、ご来場の際、受付で申し込みください。
蘂048-298-9993
（12／29（水）〜1／3（月）は休館日、1／26（水）はメンテナンスのため休止）

スポーツ教室
施 設 名

※講習会受講後は、
どの施設でも利用できます。利用の際は、
講習会修了証を
持参してください。

川口市民選手権大会スキー競技会
日時…1月8日
（土）
・9日
（日）※8日は公開練習日
場所…新潟県南魚沼市上野 石打花岡スキー場 本部宿舎ロッジホワイ
トスター
蘂0257-83-2144 種目…アルペン大回転・回転競技
問い合わせ…（財）川口市体育協会・川口市スキー連盟（理事長池田）
蘂048-296-6504 蘂090-1835-4458
スキー連盟ホームページ http://www17.plala.or.jp/ski-kawaguchi

青少年の健全育成に関する作文
青少年の声を次のテーマで募集します。
応募資格とテーマ…①小学生の部（4年生以上）
「わたしと
家族」
・
「小さな親切」 ②中学生の部「今、関心のあること」
・
「信頼されるということ」
応募方法…400字詰原稿用紙を使用し1人1点①小学生の
部3枚以内 ②中学生の部4枚以内
※住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・学校名・学年・クラスを必
ず記入してください。
応募締切…1月12日（水）当日必着
表彰…受賞者の発表は2月中旬を予定（該当者のみ）、表彰
は「川口市明るい街づくり運動推進大会」
（3月5日（土）、
リリ
ア）で行います。
提出・問い合わせ…青少年対策室 蘂048-258-1115

東スポーツセンター

教 室 名

ピラティスⅠ教室 定員…20人 ピラティスⅡ教室 定員…20人

日

1／11〜3／1 毎週火曜日
全8回 10:00〜12:00

時

対
象
申し込み・費用

1／17〜3／7 毎週月曜日
全8回 10:00〜12:00

市内在住・在勤の18歳以上のかた
12／10（金）10:00から電話受付（先着順）
費用…4,000円（毎回別途ロッカー代50円）

※申し込みの際は、電話番号をご確認の上、
くれぐれも間違いのないようお願いします。

平成23年度留守家庭
児童保育室入室の受付

川口緑化センター
マスコットキャラクター

来年度から小学校に入学する児童および現在小学2年生（特
別支援学級は5年生）までの児童で、4月から保育室に入室
を希望するかたの受け付けを行います。
対象児童…両親の就労などにより昼間留守となっている家
庭の児童（市立小学1年から3年生まで、特別支援学級児童
は6年生まで）
設置場所…市内各小学校内
※詳細は、申請書でご確認ください。
申請書の配布場所…12月1日（水）から学務課・各留守家庭
児童保育室・川口駅前行政センター・駅連絡室（西川口・蕨駅
前芝）で配布（市ホームページからもダウンロードできます）
受付日

蘂048-222-4990

場

所

1/15（土）前川公民館講座室1・2号
1/16（日）戸塚公民館3階ホール

時

間

10:00〜16:00

川口緑化センター樹里安（ジュリアン）のマスコットキャラク
ターを募集します。
締め切り…1月31日（月）17:00必着
表彰…「グランプリ」1点、副賞として3万円相当の商品券ま
たは図書券を贈呈します。
「佳作」3点、副賞として花鉢を贈
呈します。
（本人に通知・ホームページ掲載、後日表彰）
応募方法…「応募用紙」または「CD-R」を郵送または直接窓
口へ提出。応募用紙は、川口緑化センターのホームページか
らダウンロードしてください。
応募資格…①年齢・性別・プロ・アマ・個人および団体を問い
ません。②応募作品は自作で未発表作品に限ります。③既存
のデザインの模倣や公序良俗そのほか法令に反するもの、ま
た、第三者の権利を侵害していないもの。
申し込み・問い合わせ…ようこそ 植木の里 安行 魅力発
信実行委員会
（財）川口緑化センター内「マスコットキャラクター募集係」
〒334-0058 安行領家844-2
蘂048-296-4021 薨048-295-0004
E-mail jurian@jurian.or.jp

市役所パートタイマー

1/17（月）
〜
教育局2階会議室
1/21（金）

募集人数…1人
業務内容…窓口での交通・学童等災害共済加入受付補助・パ
ソコン入力業務など
勤務時間…毎週月〜金曜日11:00〜17:00
勤務場所…市役所5階交通安全対策課
勤務期間…2月1日（火）〜3月31日（木）
時給…830円（雇用保険個人負担あり）
交通費…市の基準により支給
応募方法…履歴書に写真を貼付し1月5日（水）10:00〜
11:30までに市役所5階大会議室へ本人が持参。面接およ
び書類審査により後日決定。
問い合わせ…交通安全対策課庶務係
蘂048-258-1110 内線2628・2629

留意事項…先着順ではありませんので、都合の良い日にお越
しください。なお、郵送などによる受け付けおよび上記日程
以外の受け付けはできませんのでご了承ください。
問い合わせ…学務課管理係 蘂048-259-7659

川口緑化センター職員

留守家庭児童保育室（学童保育室）
パート指導員

採用予定日…4月1日（金）
募集案内・申込書の配布…12月6日（月）から川口緑化セン
ター4階管理事務所で配布
受付期間…12月20日（月）〜24日（金）10:00〜16:00

自転車置場・自転車駐車場の補充
①自転車置場（青空駐輪・無人・年間登録）
交通安全対策課窓口で次の置場の受け付けを行っています。
空き状況は、随時市ホームページでご案内します。
自転車…川口駅東口第1自転車置場、蕨駅西口第5自転車置
場
原付（50cc以下）…川口駅東口第1自転車置場、川口元郷
駅第1自転車置場、西川口駅東口第1・第4自転車置場、西川
口駅西口第2・第5自転車置場
※なお、台数に限りがありますので、満車の際はご了承く
ださい。
②自転車駐車場（施設内・管理人在駐・月極利用）
川口・幸町・新井宿地下・東川口地下・川口元郷地下自転車駐
車場は現地管理室で受け付けをしています。川口駅東口地下・
栄町・並木・西川口・東川口・戸塚自転車駐車場のキャンセル
待ちなどは現地管理室に直接お問い合わせください。
問い合わせ…交通安全対策課対策係
蘂048-258-1110 内線2626、2627

10:00〜19:00

市で運営している留守家庭児童保育室のパート指導員を募
集します。
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…12月21日（火）〜1月12日（水）
（12月29日（水）
〜1月3日（月）を除く）
勤務時間…8:00〜18:30の間で1日5時間
応募資格…19歳〜60歳ぐらいの健康なかた（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

高校生ボランティア広場
川口市青少年ボランティア育成委員会では、高校生のボラン
ティア活動の拠点をめざし、高校生同士の交流やボランティ
ア活動の企画作りや情報発信を行う場づくりに取り組んでい
ます。今回は盲導犬利用者のかたのお話を聴いたり、STT（サ
ウンドテーブルテニス）の体験をします。みなさんの参加を
お待ちしています。
日時…12月18日（土）9:30〜12:00
場所…中央ふれあい館3階体育ホール
対象…市内在住・在学の高校生
定員…30人（先着順）
申し込み…12月17日（金）までに電話で申し込み
申し込み・問い合わせ…かわぐちボランティアセンター
蘂048-227-7640

飲酒運転は犯罪です! 絶対にやめましょう。

職 種

募集人数

募集要件

試験日

応募方法

昭和59年4月2
1次試験
「川口緑化セン
日以 降に生まれ
1月23日（日）
ター職員採用試
たかたで、学校教
事務
験申込書」に記
育 法による大 学
2次試験
1人
（一般事務）
入の上、必要書
を卒業したかた、
（1次試験
類を本人が持
または、平成23
合格者対象）
参。
年3月までに卒業
2月中旬
見込みのかた
問い合わせ…（財）川口緑化センター 管理課
蘂048-296-4021

税務署非常勤職員
川口税務署・西川口税務署で、確定申告期間中の非常勤職員
を次のとおり募集します。
勤務期間…2月1日（火）〜3月31日（木）
（土、日曜・祝日を
除く）
勤務時間…9:00〜17:00の間の5〜7時間以内
勤務内容…パソコン入力・書類整理・案内など
時給…860円（一部交通費補助あり）
募集人数…川口税務署50人程度、西川口税務署30人程度
応募方法…事前に川口税務署または西川口税務署まで電話
連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。面接あり。
問い合わせ…川 口 税 務 署 総務課 蘂048-252-5141
西川口税務署 総務課 蘂048-253-4061
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