保健師（助産師）
を募集します

市人事秘書課人事係
℡85‐5554

募集人員 １名

久留米大学公開講座（大川シリーズ）の受講

6月1日〜平成29年３月31日（更新可）

勤務体制

週５日、
原則㈪〜㈮の8時30分〜16時30分

勤務場所

市保健センター

応募資格

65歳未満（平成28年4月1日現在）の人で、
保健師または助産師の資格を有する人。
また、

【日程とテーマなど】
① 5 月 10 日㈫

普通自動車運転免許を所持し、
パソコン操作（ワード・エクセル）ができる人
業務内容

妊産婦・新生児訪問や乳幼児健診などの母子保健業務など

報酬など

月額172,000円（健康保険・厚生年金・雇用保険・通勤手当あり、
賞与・退職金なし）

選考の日

日時、
会場などは別途通知

選考方法

小論文、
面接

申込手続

写真を貼付した申込書（市ホームページからダウンロードできます）に、
保健師または助産師
※㈯・㈰・㈷を除く。
郵送は期限内必着

教授 大矢野栄次）

筑後の民話 1

（ブッククラブ大川代表 川野栄美子）
筑後の民話 2

（ブッククラブ大川代表 川野栄美子）
④ 5 月 31 日㈫

免許証の写しを添付し、
市人事秘書課へ郵送または持参
5月6日㈮、
17時15分まで

（久留米大学経済学部

③ 5 月 24 日㈫

大川から日本全体を見る

（久留米大学経済学部
⑤ 6 月 7 日㈫

教授 大矢野栄次）

筑後川と日本の民謡

（民謡演奏家 鐘ヶ江侃・久留米大学講師 松下愛）

時間

19 時〜 20 時 30 分

定員

50 名

費用

※誰でも参加できます

無料

申込

日本伝統工芸のひとつである陶芸。粘土をね
室のほか、春を代表する星座などの天体観望会

有明海と筑後川の歴史

② 5 月 17 日㈫

わくわくドキドキ陶芸教室
る楽しさを十分に体験できる教室です。陶芸教

生を募集します。

採用時期

受付期限

久留米大学公開講座

4 月 26 日㈫までに、市ふれあいの家に

FAX または電話してください。
市ふれあいの家

℡87ｰ0909

も行います。また、宿泊体験を通してコミュニ
ケーションや友達作りへの関心を深めることも
できます。
期間

5 月 21 日㈯〜 22 日㈰

受付

5 月 21 日㈯、14 時〜

解散

5 月 22 日㈰、12 時 30 分

費用

2,500 円

対象

小学 4 〜 6 年生

定員

50 名（先着順）

申込

4 月 15 日㈮ 9 時から 28 日㈭ 17 時まで

に市ふれあいの家に申込書を郵送するか、FAX
または持参してください。
市ふれあいの家
〒831ｰ0045

℡87ｰ0909

大川市大字大野島 2930 番地

Fax87ｰ9086

Fax87ｰ9086

「大川市地域おこし協力隊」募集!!

市企画課企画・女性政策係
℡85‐5553

大川を全国にPRするなど、
シティプロモーションに鋭意取り組んでいる「大川市地域おこし協力隊」。
まちづ
くりにも活躍の場を広げるため、隊員を募集中です。現在都市圏にお住まいで、大川へ移住して活動できる人が
いたら、
ぜひお勧めください。
募集人員

移住・定住促進部門･･･2名 ／ シティセールス部門･･･2名
子育て支援部門･･･2名 ／ 中心市街地活性化部門･･･1名

応募要件

三大都市圏をはじめとする都市地域などに現在住民票がある人で、隊員に決定後、生活の拠
点を大川市に移し住民票を異動できる人。
または他地域の地域おこし協力隊員として一定期
間（2年以上）活動し、
かつ解職から1年以内の人で、隊員に決定後、生活の拠点を本市に移し
住民票を異動できる人 など

勤務時間

月17日、原則として9時〜17時勤務

雇用期間

7月1日(予定)から平成29年3月31日まで (2年目以降も更新可。最長3年間)

報酬等

165,000円(社会保険料等控除前) 賞与なし 住居費用の一部を市が負担
社会保険加入(雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険)

応募手続
選考

13

2016. 4. 15

4月28日㈭までに、所定の応募用紙に住民票の写し・運転免許証の写しを添付し郵送
募集要綱や応募用紙は市または地域おこし協力隊のホームページでダウンロード可
〒831ｰ8601 福岡県大川市大字酒見256番地1 大川市役所企画課企画・女性政策係宛
●一次選考（書類審査） 5月上旬 ／ ●二次選考（面接） 5月下旬

ひとり親家庭の就職を支援します
■高等職業訓練促進給付金

市子ども未来課家庭子ども係
℡85‐5537

■自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の生活安定を目的に、父・母の

ひとり親家庭の父・母の就職につながる能力

就職に有利な資格（看護師、准看護師、介護福

開発のために、雇用保険制度の教育訓練給付の

祉 士、保 育 士、理 学 療 法 士、作 業 療 法 士 な ど）

指定教育訓練講座（医療事務、ホームヘルパー

の取得を促進するため、養成機関での受講期間

など）を受講し、終了した人に訓練給付金を支

に訓練促進給付金を支給します。

給します。

支給期間
支給額

修業期間
※（

※上限 3 年

）内は市民税課税世帯

支給額

支払った受講料の 6 割（上限 20 万円。

1 万 2 千円を超えない場合は対象外）

●毎月 10 万円（7 万 500 円）

対象

●修了支援給付金 5 万円（2 万５千円）

●児童扶養手当を受けている人、または同等の

※申請のあった月以降の各月に支給します。

所得水準である人

対象

●雇用保険の教育訓練給付の受給資格がない人

●大川市に居住している人

●大川市に居住している人

●児童扶養手当を受けている人、または同等の

●事前相談で教育訓練を受けることが適職に就

所得水準である人

くために必要と認められる人

●資格養成機関（通信制講座も含む）で、1 年以
上修業し、資格の取得が見込まれる人

※受講開始後の訓練給付金の申請は受付できま

●就業、または育児と修業の両立が困難である

せん。必ず受講開始前に講座のパンフレットな

と認められる人

どを持って相談ください。
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