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市からの連絡帳
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歳の健康で興味のある方
◆防災課 　保 （緯内線２２３２）           

■スポーツ・運動施設指定管理者
を公募
□指定期間　平成２０年度から５年間
□資格　法人等
□募集要項配布　６月４日捷から、
スポーツ振興課（保谷庁舎４階）で
配布します。市　HP からもダウンロー
ドできます。
□公募説明会　６月１２日峨  午後２
時・きらっと
◆スポーツ振興課 　保 （緯内線２７１５）

■児童館キャンプ指導員
　子どもたちとともに生活・指導す
る「キャンプ指導員」を募集します。
□定員・資格　１０人・１９歳以上で、
キャンプ経験があり子どもが好きで
心身ともに健康な方。打ち合わせ
会・オリエンテーションの両日とも
参加できる方（一部保険料・昼食代
等実費負担あり）。
□謝礼　８,０００円（日額）×４日（実施
日とオリエンテーション）
　時 ７月３１日昇～８月２日昭【２泊３
日】
　場 山梨県北杜市白州町　尾白の森キ
ャンプ場
□指導員打合せ会　７月１２日昭  午
後７時・田無庁舎
□オリエンテーション等　７月２４日
昇  午前９時～午後５時・きらっと
□応募期間　６月５日昇～１９日昇  
午前９時３０分～午後６時（日曜日は
除く）
　申 市販の履歴書に（写真添付）、必要
事項を記入し，北原児童館（緯４６１－
２１５６）へ持参。
◆児童課 　田 （緯内線１５４１）

■保育園・学童クラブ夏季アル
バイト
□職種・人数　①保育士補助（市内
保育園勤務）・１５人程度  ②学童クラ
ブ指導員補助（市内学童クラブ勤
務）・３０人程度
□資格　１８歳以上（高校生除く）で、
夏休み期間中休まず勤務できる方
□期間・時間　７月２１日松～８月３１
日晶・①午前８時３０分～午後５時、
②午前８時３０分～午後６時［勤務時
間は８時間］
□賃金　有資格…時給９８０円、無資
格…時給９１０円
　申 ・　締 市販の履歴書（写真貼付）、資
格証明書の「写し」（有資格者のみ）を
６月２５日捷までに、保育課または児
童課（田無庁舎１階）へ郵送（必着）
または直接持参
◆保育課 　田 （緯内線１５３３）…①
◆児童課 　田 （緯内線１５４１）…②

　申 ６月８日晶までに電話で
◆消費者センタ－（緯４２５－４１４１）

■援農ボランティア
　この事業は、ＪＡ東京あぐり田無
支店と市が実施するもので、一定の
農業技術を習得後、援農ボランティ
アとして、農家の方とともに農産物
の生産を担っていただくものです。
　今回は、野菜と果樹栽培農家を希
望する方を募集します。
　対 市内在住で農業に関心がある２０歳
以上の健康な方。７月～１１月に実施
する技術講座（講義２回、実技１０回を
予定）を受講し、援農ボランティアの認
定後援農活動に参加できる方（技術講
座は、原則平日実施）
※受講料無料 。ただし、ボランティ
ア傷害保険料１,０００円は自己負担
　定 １０人（果樹５人・野菜５人）　
※申込多数の場合抽選
※各農家５人程度のグループになり
ます。
　申 ・　締 往復はがきに、①住所　②氏
名　 ③生年月日　 ④性別　 ⑤電話
番号 　⑥果樹農家または野菜農家
希望を記入し、６月１５日晶までに
（必着）、〒２０２ー０００５  住吉町６－
１－５  西東京商工会保谷事務所、
または〒１８８ー００１１  田無町５－１０
－１ ＪＡ東京あぐり田無支店経済
課「援農ボランティア係」へ郵送。
※返信はがきにも住所・氏名を記入
　問 ＪＡ東京あぐり田無支店経済課　
（緯４６１－８０４７）
◆産業振興課 　田 （緯内線１４４１）

■消防団員
　来年４月に、任期満了に伴う消防
団員の切り替えがあります。さまざ
まな職業に就きながら、地域で世代
を超えたつながりをもち、消防という共
通目的のもとに活動しませんか。

□任期　３年
□資格　市内在住で、年齢１８歳～６０

し、作文を６月１５日晶までに、〒２０２
－８５５５市役所高齢者支援課介護保
険係（保谷庁舎１階・田無庁舎１階）
へ郵送または直接持参
◆高齢者支援課 　保 （緯内線２３３９）

■（仮称）商店街マップ作成委員
　西東京商工会は、平成１４年度に西
東京市の支援を受け「西東京市商店
会マップ」を作成し、好評をいただ
きました。このたび、従来の機能に
加え、西東京市の魅力ある商店と選
りすぐりの商品やサービス等の「逸
品」を掲載した「（仮称）商店街マッ
プ」を作成することになりました。
　委員として「逸品」等の選定に協
力してくださる市民を募集します。
□回数　年５回程度（平日昼開催）
□資格・人数　市内に在住、在勤、
在学の１８歳以上の方・３人以内
□任期　７月～平成２０年３月３１日
□謝礼　２,０００円（１回につき）
□選考方法　作文（８００字程度）によ
る…テ－マ「魅力ある商店街につい
て思うこと」
　申 ・　締 住所・氏名・電話番号・生年
月日・性別・職業を明記し、６月２９
日晶までに（消印有効）、〒１８８－
００１２  南町５－６－１８　商業ビル「ｉ
ｎｇ」３階西東京商工会田無事務所
へ郵送または直接持参
　問 西東京商工会
保谷事務所（緯４２４－３６００）
田無事務所（緯４６１－４５７３）
◆産業振興課 　田 （緯内線１４４１）

■「第７回消費生活展」実行委員
　消費生活に関する知識・情報を提供
する消費生活展の実行委員を募集。
□実行委員会　
　時 ６月１２日昇  午前１０時～正午
　場 消費者センタ－

　　       スポ－ツ 

■社会体育（スポーツ）関係団
体が行う事業の補助金説明会
　市内で社会体育（スポーツ）活動
をしている自主団体が、広く市民や
市内在勤・在学者を対象に行う事業
の経費の一部を補助します。希望す
る団体は説明会に参加ください。
□補助金申請説明会
　時 ６月１５日晶　午後６時３０分～８時
　場 保谷庁舎
◆スポーツ振興課 　保 （緯内線２７１４）

　　  　 募　　集 

■国民健康保険運営協議会委員
（市民公募）
　内 市長の諮問に応じ意見を述べる
　時 不定期（日時は運営協議会で検討）
□資格・人数　西東京市国民健康保
険に加入している１８歳以上の方・３人
□任期　７月１日～平成２１年６月
３０日
□報酬　日額１０,８００円
□選考方法　作文（８００字程度）による
（６月下旬に選考結果を連絡）…テーマ
「西東京市の国民健康保険について」
　申 ・　締 住所・氏名・生年月日・電話
番号を明記し、作文を６月１５日晶ま
でに（必着）、〒１８８－８６６６市役所保
険年金課へ郵送または直接持参
◆保険年金課 　田 （緯内線１４７０）

■介護保険運営協議会委員 
（市民公募）
　内 要介護者等の意向を適切に把握
し、より適正な介護保険事業運営を
行っていくために検討する。
□回数　５回（夜間開催の場合あり）
□資格　市内在住の４０歳以上の方　
※現在他の審議会等に参加している
方は応募できません
□募集人員　栢第１号被保険者（市
内在住の６５歳以上の方）…２名
栢第２号被保険者（市内在住の４０歳
～６４歳の方）…２名
□報酬　日額１０,８００円
□選考方法　作文（８００字程度）によ
る…テーマ「地域とともに歩む介護
保険制度の役割」
　申 ・　締 住所・氏名・電話番号を明記

■市職員（１０月１日採用）募集

□試験日　７月２９日掌（第一次試験）
□試験区分・資格・採用予定者数　
表１参照　
※詳細は試験案内を参照ください。
□試験案内配布　６月１日晶～２０日
昌に職員課（田無庁舎５階）、保谷庁
舎総合案内（保谷庁舎１階）で配布
※市　HP からダウンロード可。
※郵送希望の場合は返信用封筒（角
型２号のみ）に切手１４０円分を貼り、
住所・氏名を明記し、〒１８８－８６６６　
市役所田無庁舎職員課へ
□受付期間　栢郵送申込…６月１日
晶～２０日昌（消印有効）
栢持参申込…６月１３日昌・１４日昭
◆職員課 　田 （緯内線１２４４）
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消防団員の皆さんで消防団員の皆さんですす

前回のキャンプで前回のキャンプですす

採用予定者数受験資格試験区分

１０人程度

昭和５２年４月２日～昭和６０年４月１日に生まれた方Ⅰ類（大学卒程度）

一般事務 昭和５４年４月２日～昭和６２年４月１日に生まれた方Ⅱ類（短大卒程度）

昭和５６年４月２日～平成元年４月１日に生まれた方Ⅲ類（高校卒程度）

２人程度

茨昭和４２年４月２日～昭和６０年４月１日に生まれた方　 
芋保健師の免許がある方Ⅰ類（大学卒程度）※

保健師
茨昭和４２年４月２日～昭和６１年４月１日に生まれた方　 
芋保健師の免許がある方Ⅱ類（短大卒程度）

１人程度茨昭和５２年４月２日～昭和６２年４月１日に生まれた方　
芋栄養士の免許がある方Ⅱ類（短大卒程度）栄養士

３人程度茨昭和５２年４月２日～昭和６２年４月１日に生まれた方　 
芋保育士の資格があり都道府県知事の登録を受けている方Ⅱ類（短大卒程度）保育士

※保健師Ⅰ類（大学卒程度）　
保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校または助産師養成所（同法
による看護師学校の卒業または看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限１年以上のものに
限る）の卒業

表１


