募 集
川口市協働推進委員会委員
月1回程度、平日昼間または夜間に開催する
会議に参加し川口市協働推進条例の運用状況
について検討し協働推進に関する重要事項を審
議します。任期は2年（7月1日～平成27年6月
30日※予定）
です。
∆ 5人
（委員総数１５人）
ƒ 市内に在住・在勤・在学の応募日現在満18歳
以上のかたで、市民と行政の立場や特性を尊重
し、互いに協力して活動することに深い関心があ
るかた。
´ ①600～800字以内で、
「 私の考える川口市
の協働のあり方」
または
「市民活動・住民参加の
自発性を高めるための考察」
について小論文を
作成。
②応募申込書に必要事項を記入し、郵送・持参・
Eメール何れかの方法により4月20日～5月１９
日の間に提出ください。※提出いただきました応
募申込書、小論文は返却できませんので、
ご了承
ください。
※選考は選考委員会で、書類審査を行い決定し
ます。
選考結果は、応募者全員に郵送で通知します。
K 報酬を条例に基づき支給します。
応募申込書は4月10日
（水）
～5月15日
（水）
の
間市役所1階の受付ロビー・かわぐち市民パート
ナーステーション・支所・公民館で配布します。
∫ かわぐち市民パートナーステーション
A048-227-7633
Mvolun@city.kawaguchi.lg.jp

川口市青少年問題協議会委員

理由を明記の上4月30日（火）必着で、郵送、
FAX、Eメールまたは持参ください。応募申込書
は、青少年対策室で配布。市ホームページからも
ダウンロードできます。
※選考は、応募申込書と小論文をもとに書類選
考で決定します。
選考結果は、応募者全員に文書で通知します。な
お、委員をお願いするかたには、別途
「承諾書」
の
提出をお願いします。
K 報酬を条例に基づき支給します。※交通費は
支給しません。
∫ 青少年対策室
〒332-8601 青木2-1-1
A 048-258-1115 E 048-258-1122
M050.04000@city.kawaguchi.lg.jp

プレイリーダーハウス職員
5月1日から9月30日までの火・水・木・土曜日
の10:00～17:00の間、公園に来た子どもたち
と遊ぶことや、遊び場の整備・管理、遊び道具の
整理等を行えるかたを募集します。
ƒ 自然・子どもが好きで、心身ともに健康で体力
に自身のあるかた
∆ 1人
K 時給970円～990円
（資格・経験を考慮）
∂ 南平交通公園
（弥平２-３） ※公園内にプレイ
リーダーハウスあり
´ 履歴書に写真を貼付し、4月16日(火)までに
本人が下記まで持参。面接、書類審査により後日
決定。
（事前に電話連絡のこと）
∫ 子育て支援課 A048-258-1114

荒川市民会議
「第9期川口ARAKAWAフォーラム」

青少年の指導、育成、保護および矯正に関す
る施策に必要な事項を調査審議します。任期は２
荒川に関する学習や情報交換、さまざまなテ
年
（6月1日～平成27年5月31日）
です。
ーマに対する討議や提言を、5月から平成27年3
∆ 1人
（委員総数15人）
月まで行うかたを募集。参加申込書は、公園課・
ƒ 市内に在住・在勤・在学する18歳以上
（応募日
河川課
（鳩ヶ谷庁舎）
、支所・川口駅前行政センタ
現在）
のかたで、青少年の指導、育成、保護およ
ーで配布しています。
び矯正に関し、知識や経験、関心があり、7月8日
ƒ 市内在住･在勤で荒川に熱い思いのある18歳
（月）
の午後に開催予定の会議に出席できるかた。
以上のかた
´ 小論文
「あなたが考える青少年の健全育成に
∆ 20人程度
ついて」
を任意の書式に800字以内で記入し、応
´ 参加申込書に必要事項を記入の上、4月26日
募申込書に住所
（市外在住者は勤務先・学校の
（金）
必着にて、下記まで郵送･FAXで申し込み
所在地）
、氏名、生年月日、職業、電話番号、応募
∫〒332-8601 青木2-1-1 公園課
「川口

医療センター職員
●医療センター職員募集
募集職種

採用予定

看護師
助産師

7月1日（月）
8月1日（木）

募集人数

応募要件

試験日時

申込期限

若干名

看護師・助産師免許取得者で
採用日現在40歳以下のかた

5月18日（土）
9：15集合

5月10日（金）

´「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て下記送付先まで郵送
または持参
（持参の場合、平日9：00～17：00）
。

●医療センターパートタイマー募集
募集職種

募集人数

応募要件

看護師
助産師

若干名

看護師もしくは
助産師免許取得者

勤務時間
可能な勤務日、勤務時間を履歴書に記入
（勤務日数、時間は応相談）

時給
1,650円

´ 市販の履歴書
（写真貼付）
に記入・免許の写しを添付の上、封筒に
「パートタイマー
（職種）
応募」
と明記し下記送付先
まで郵送または持参。書類選考後、担当者より連絡。
∫ 医療センター庶務課 〒333-0833 西新井宿180番地 A048-287-2525
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ARAKAWAフォーラム事務局」
A048-242-6337 E048-285-2003

臨時保健師
保健センターなどで8：30から17：00の間で５
時間を限度
（必要時間）
勤務します。
∆ 若干名
ƒ 保健師の資格を持つかた
´ 履歴書に所定事項を記入し、資格免許の写し
を貼付し郵送または本人が持参
∫ 保健センター
〒332-0026 南町1-9-20
A 048-256-２０２２

川口市海外派遣事業派遣生
１ 中学生海外派遣事業派遣生
ˆ７月31日
（水）
～8月9日
（金）
∂ オーストラリア・シドニー
ƒ 市内在住の中学2年生
∆ 20人
˙ 8万円・その他自己負担あり
（燃油サーチャー
ジ高騰の場合、追加徴収あり）
2 高校生海外派遣事業派遣生
ˆ 7月22日
（月）
～8月12日
（月）
∂ カナダ・バンクーバー
ƒ 市立高等学校に通学、
または市内在住の高校
1・2年生
∆ 15人
˙ 10万円・その他自己負担あり
（燃油サーチャー
ジ高騰の場合、追加徴収あり）
〈1・2共通〉
募集要項は、本庁舎・支所・駅連絡室・川口駅
前行政センター・教育局指導課・公民館・図書館・
市立中学校・市立高等学校で配布しています。
ま
た、市教育委員会のホームページからもダウンロ
ードできます。
´ 4月1日
（月）
～15日
（月）
指導課へ送付
※4月15日
（月）
の消印有効
∫ 教育局指導課
A048-259-７６６１～3
（土・日曜は除く）
8：30～17：15

親と子の自然環境調査
親子で虫眼鏡や虫取り網、双眼鏡を持って、自
然観察をしてみませんか。
ˆ 5月11日、7月20日、9月7日、11月9日、1月
K
KK
18日、3月8日の土曜日
（9：00～12：
00）
年間6回を通した自然環境調査です。
ƒ 小学生とその保護者 20組
（40人）
※原則として、全6回に参加可能なかた。
∂ 見沼自然の家周辺
（現地集合、現地解散）
abcKAB
˙ 無料
（平日9：00～17：00）
、FAXまた
´ 先着順。電話
はEメールでお申し込みください。
å∫ç∂´ƒ©˙ˆ∆
FAX、Eメールでお申し込みの場合は、住所、小学
生と親の氏名
（読み仮名を付けてください）
、学年、
電話番号を記載してください。
∫ 地球高温化対策室 A048-228-5320
E048-223-6480
M090.02000＠city.kawaguchi.lg.jp

