男女共同参画推進員協議会推進員

市営住宅の入居者

活動期間…6月〜平成21年3月末
応募資格…男女共同参画社会の形成につい
て関心があり、ボランティアとして活動できる
かた
活動内容…男女共同参画についての調査・研究・
男女共同参画の推進に関する地域活動・男女
共同参画フォーラム（年1回実施）の企画運営
など ※月に1回程度の定例会、その他会合
があります。
応募方法…所定の応募用紙に必要事項を記
入し、5月17日（土）までに提出ください。
（応
募用紙は市ホームページからダウンロード、
ま
たは男女共同参画社会担当で配布）
問い合わせ…総合政策課男女共同参画社会
担当 川口1-1-1 キュポ・ラM4階
蘂227-7605

希望されるかたは、
「入居者募集のしおり」を
ご覧のうえ、郵送で申し込みください。
申込資格…①平成20年１月１日現在、本市に
住民登録または、外国人登録され市民税を完
納しているかた 滷現に住宅に困窮している
かた 澆世帯全員の収入額が、基準の範囲内
であるかた ④一般住宅は、同居または同居予
定の親族があるかた 潸暴力団員でないかた
申込用紙の配布と受付期間
5月1日（木）〜31日（土）
（配布および受付）
申し込みは原則郵送（31日までの消印有効）
申込用紙・募集のしおりの配布場所…市役所受
付、各支所、川口駅前行政センター、西川口駅
連絡室、蕨駅前芝連絡室、市役所第二庁舎2階
住宅課
家賃…入居者の収入などにより決定
H20.3.31現在
既存（空家）住宅募集戸数

福祉の日デザイン画
テーマ…さしのべよう 愛の手 担い手 守
りの手
目的…市は10月25日を福祉の日と制定する
とともに、デザイン画をとおして市民一人ひと
りがそれぞれの立場で福祉の心を育て、思い
やりで支えあう福祉のまちづくりの推進を図る。
応募資格…市内在住・在勤のかた
応募方法…270mm×190mm（大きさは画
用紙8ツ切りの半分）の画用紙・上質紙などに
描いて、
裏面に住所・氏名・年齢・学年（学校名）
・
職業・電話番号を記載し提出。
（規格以外の用
紙サイズは審査対象外となります。）
選考方法…小学生の部と中学生・一般の部に
分けて選考を行います。
表彰…最優秀賞・優秀賞・佳作入賞者には賞状、
記念品贈呈。入賞作品は社会福祉大会ポスター・
福祉刊行物などに使用させていただきます。
また、応募者全員に記念品を贈呈します。
締め切り…6月13日（金）必着（応募作品は返
還しません。）
提出先…①窓口持参 福祉課社会係、わかゆ
り学園、社会福祉協議会、社会福祉事業団、川
口駅前行政センター、各支所、各公民館
滷郵送 〒332-8601 青木2-1-1
福祉課内川口市福祉の日推進委員会まで
問い合わせ…福祉課社会係

わかゆり学園代替職員・パート職員
募集人数…①代替職員1人滷パート職員1人
募集内容…知的障害者の作業補助・生活支援、
多少のパソコン操作など
期間…契約日から6カ月間（最長1年間）
勤務時間…①毎週月〜金曜日8:30〜17:15
滷毎週月〜金曜日9:30〜15:30
（週3〜4日間程度）
受付期間…随時
賃金…①日額7,450円 滷時給920円
応募…事前に問い合わせのうえ、履歴書に写
真を貼付し、わかゆり学園へ本人が持参。面接
および簡単な実習により後日決定
問い合わせ…わかゆり学園 蘂284-3450

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）
自転車…川口駅東口第1自転車置場、西川口
駅西口第2・5自転車置場、蕨駅西口第4・5自
転車置場
原付（50cc以下）…川口元郷駅第1自転車置
場、西川口駅東口第1自転車置場、西川口駅西
口第2・第5自転車置場、蕨駅東口第7自転車
置場 ※利用の申し込みは、交通安全対策課
窓口へ。なお、台数には限りがありますので、
満車の際はご了承ください。
滷自転車駐車場（施設内・管理人在駐・月極利用）
栄町・幸町・西川口・東川口地下・新井宿地下・
川口元郷地下自転車駐車場 ※利用の申し込
みは、現地管理室へ。
問い合わせ…交通安全対策課

広報かわぐち2008. 5

プレイリーダー養成講座
子どもたちと遊びながら遊びのサポートや、
よ
り楽しい遊びの提供をするボランティアです。
応募資格…高校生以上でボランティアプレイリ
ーダーとして活動できるかた
募集人員…20人（先着順） 費用…無料
締め切り…6月6日（金）
申し込み・問い合わせ…子育て支援課
講 座

日

程

内

容

一般住宅 ※単身者のかたは申し込みできません。
住宅名

住

所

間取り 戸数

1 上青木住宅

上青木西5-11-3

2K

3

2 前川住宅

前川3-4-18

2UK

3

開講式
プレイリーダーとは
救急法

3 前川住宅RC棟

前川3-4-18

2K

2

講座1

6月15日（日）
13:00〜17:00
南平児童交通公園

4 元郷住宅

元郷1-8-6

2UK

2

デイキャンプ（テント設営・野外調理・
飯ごう炊さん）
伝承あそび

5 神根耐火住宅

神戸790-1

2UDK

1

講座2

6月29日（日）
9:00〜15:00
前川第6公園

6 芝高木住宅

芝高木1-15-18

3DK

2

7 根岸が丘住宅

安行領根岸2801 3DK

1

講座3

7月13日（日）
13:00〜16:00
南平児童交通公園

8 東本郷住宅

本蓮3-4-23

3DK

2

9 木曽呂住宅

木曽呂840

3DK

1

講座4

6月15日〜7月13日
の土曜日のうち1日
10:00〜17:00
プレイリーダー活動の体験
前川第6公園または
南平児童交通公園

10 根岸北住宅

安行領根岸877-1 3DK

2

11 東領家住宅

東領家5-4-1

3DK

2

12 道合神戸住宅B棟 道合1409-1

3DK

1

13 道合神戸住宅C棟 神戸672-1

3DK

2

14 道合神戸住宅D棟 神戸672-1

3DK

1

15 道合神戸住宅E棟 道合1328-2

3DK

1

16 道合神戸住宅E棟 道合1328-2

2DK

1

工作
閉講式

川口市図書館・映像・情報メディアセンター
運営審議会委員
名称…川口市図書館・映像・情報メディアセン
ター運営審議会
趣旨…市の図書館および映像・情報メディアセ
ンター運営事業に広く市民のみなさんの意見
を反映するために、委員の公募を行うもの
審議する事項…市の図書館および映像・情報
メディアセンター運営事業の総合的かつ計画
的な推進について必要な事項
職務…年3回（予定）の会議に参加し、市の図
書館および映像・情報メディアセンター運営事
業に関する事項を調査審議する。
募集人員…2人（委員総数は15人）
委員の任期…6月23日〜平成22年6月22
日（2年間）
応募資格…次のすべてに該当するかた
・市内在住で、平成20年4月1日現在、満20
歳以上のかた
・市の図書館および映像・情報メディアセンタ
ーの運営に関心があり、平日の昼間に開催す
る会議に継続して出席できるかた
・市のほかの審議会などの委員でないかた
応募方法…テーマ「私が思う図書館の運営」
または「川口市立図書館に期待すること」
（図
書館は映像・情報メディアセンターに置換え可）
について任意の書式に600〜800字以内で
小論文を作成し、応募申込書を添付し（必要事
項を記入）郵送・Eメール・持参のいずれかに
より応募ください。なお、応募申込書は当館に
備えてありますが、市ホームページからもダウ
ンロードできます。また、提出いただいた応募
申込書と小論文は返却しませんのでご了承く
ださい。
応募期間…5月7日（水）〜6月6日（金）なお、
持 参 さ れ る 場 合 は 月〜 金 曜 日 の 8 : 3 0 〜
17:15までにお越しください。
（土、
日曜、祝日
は除く）また、郵送の場合は締切日消印有効と
します。
選考方法…応募申込書および小論文を基に書
類選考により決定し、選考結果は応募者全員
に郵送で通知します。
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…〒332-0015
川口1-1-1 キュポ・ラ 7階中央図書館（事務
室）蘂227-7613 薨226-7726
Eメール 200.03000@city.kawaguchi.lg.jp

問い合わせ…住宅課管理係

川口市社会福祉事業団契約職員
①介護職員 滷管理栄養士 澆看護師
内容…①高齢者の介護業務 滷管理栄養士
の業務 澆看護業務
勤務場所…①滷澆川口市高齢者総合福祉セン
ター「サンテピア」
（赤井1055番地）
資格…①ホームヘルパー2級以上 滷管理栄
養士 澆看護師
期間…①滷澆1年契約（更新有り）
賃金…①月額210,000円 滷月額190,000円
澆月額245,000円 選考方法…面接（随時受付）
問い合わせ…社会福祉事業団
蘂297-0677

浮間ゴルフ場パート職員
フロント受付業務（未経験者可）
時給…830円（週3〜4日程度交替勤務）
年齢…55歳位まで
時間…早番／7:30〜14:15 遅番／8:30〜
15:15 ※季節により勤務時間が若干異なります。
応募…随時（電話で問い合わせください。）
問い合わせ…浮間ゴルフ場 飯原町14番1
号 蘂256-2510

ボランティア見本市実行委員
日時…実行委員会 5月31日、6月28日、8月
16日、9月20日、10月11日、11月8日
14:00〜17:00
参加団体説明会 9月6日 13:00〜18:00
第7回ボランティア見本市 10月19日 7:30
〜17:00
場所…かわぐち市民パートナーステーション（10
月19日のみ川口西公園）
募集人員…20人（定員になり次第締め切ります。
原則として1団体1人とします。個人申し込み可）
申込方法…所定のチラシまたは任意の用紙に
氏名、所属団体、住所、電話番号、FAX番号を
記入のうえ、かわぐち市民パートナーステーシ
ョンまで持参もしくはFAXで申し込み。
締め切り…5月18日（日）
問い合わせ…かわぐち市民パートナーステー
ション 蘂227-7633 薨226-7718

