１月の納付
第４期分
第７期分
第７期分

世 帯 数
総 人 口
男
女

平成 20 年 12 月１日現在
前月比
13,808 世帯
＋ 18
36,566
人
＋ 31
18,378
人
＋ 17
18,188
人
＋ 14

東海村臨時職員
（保育士･幼稚園講師等）
を募集
●雇用期間
職種

保育所保育士

要件･募集人員･勤務時間･賃金
保育士の資格を有する方（13人程度）
週40時間程度の勤務
時給1,070円〜 1,110円

の支援を行います）

時給1,070円〜 1,110円

保育所調理手

調理師の資格を有する方（３人）
週20時間または週30時間の勤務
時給860円〜 910円

幼稚園講師

幼稚園教諭の資格を有する方
（12人程度）
週40時間程度の勤務
時給1,070円〜 1,110円

幼稚園介助員

幼稚園教諭の資格を有する方
（12人程度）
週27時間の勤務
時給1,070円〜 1,110円

●選考方法 保育士は面接試験と800字程度の
「私が目指す保育
自筆作文の事前提出
（課題＝
士像」
）
、その他の職種は面接試験のみ。
●試 験 日 ２ 月14日（土）に 東 海 村 役 場 行 政
棟で面接試験を行います。
●そ の 他 ①通勤手当は別途支給されます。②
社会保険
（健康保険･厚生年金保険など）
と雇用保
険に加入します。※保育所調理手の週20時間勤務
と幼稚園介助員は雇用保険のみの加入。③休暇
は、土･日曜日と祝日が基本となります
（年次休暇
あり）
。
●申し込み・問合せ １ 月30日(金)ま で(土･日
曜日と祝日を除く)の午前８時30分〜午後５
時15分に①履歴書(市販の用紙に顔写真を添
付したもの)②受験資格に必要な資格免許の
写し③作文（該当者のみ）――をお持ちの上、
総務部人事課人事担当(内線1323)へ申し込み
ください。※職種の重複応募はできません。
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いんふぉ

めーしょん

電話番号 ☎ 282-1711（代表）

募集

４月からおおむね１年間

すこやかハウス 保育士の資格を有する方（３人）
保育士（主に在家庭親子 週30時間の勤務

●

お知らせ ･ ピック

役場の

人口と世帯数

アップ

納 期 限 平成21年２月２日
（月）
村･県民税
国民健康保険税
納 付 種 別 後期高齢者医療保険料
圷土地改良区特別賦課金
農業共済掛金

（財）東海村文化・スポーツ振興財団臨時職員募集
■雇用区分 総合体育館一般事務補助･１人…主
に東海村体育協会･東海村総合型地域スポーツ
クラブ運営事務に従事します。週５日勤務
（土･日
曜日と祝日の勤務あり）
。勤務時間は午前８時30
分から午後５時15分まで
（夜間勤務あり）
。東海
村テニスコート管理運営業務･６人…定期休日を
除く毎日の勤務を６人で割り振ります
（土･日曜日
と祝日も勤務あり）
。勤務時間は午前８時30分か
ら午後５時15分までと、午後５時から９時まで。
■雇用期間 ４月１日〜平成22年３月31日
（１年間）
■受験資格 総合体育館一般事務補助…①高等
学校卒業以上（年齢不問･学生不可）②村内在
住または通勤が可能③普通自動車を運転可
能な免許を所持④基本的なパソコン操作が
可能――のすべてを満たす方。東海村テニ
スコート管理運営業務…①高等学校卒業以
上
（年齢不問･学生不可）②村内在住または通
勤が可能――の両方を満たす方。
■試験日時 ２月15日（日） 午前９時から
■試験会場 東海文化センター
■選考方法 履歴書による書類審査、作文試験
（総合体育館一般事務補助のみ）
、面接など
■賃 金 等 総合体育館一般事務補助…時給
870円〜 1,070円 東海村テニスコート管理運
営業務…時給870円。※通勤手当別途支給。社
会保険
（健康保険･厚生年金保険など）
と雇用保
険に加入します。なお、東海村テニスコート管
理運営業務は、
雇用保険のみの加入となります。
■申し込み １月15日
（木）
から２月５日
（木）
まで
（月
曜日を除く）
の午前９時〜午後５時に①履歴書
（写真貼付は不要）
②顔写真１枚
（４×3.5㎝程度）
③印鑑④資格免許があればその写し――をご用
意の上、東海文化センター窓口備え付けの申込
書に記入し、申し込みください。※試験案内は１
月10日
（土）
から東海文化センターで配布します。
■問 合 せ 財団法人東海村文化･スポーツ振
興財団（東海文化センター内 ☎282-8511）

平成20年度「ほしいも品評会」一般展示
茨城ほしいも対策協議会では、干しいもの一
層の品質向上と産地発展を図るため、「ほしい
も品評会」を開催します。この品評会は、協議
会の三ツ星認定を受けた農家が生産した干しい
もを対象に、糖度測定や味･色･形などの審査を
行い、表彰するもので、試食コーナーなどの用
意もありますので、お気軽にご来場ください。
■日
時 １月22日
（木）…午後１時〜４時、
１月23日（金）…午前９時〜正午
■場
所 ひたちなか市役所･議事堂棟（ひた
ちなか市東石川２-10-１）
■問 合 せ 茨城ほしいも対策協議会東海支部
（経済環境部経済課内☎282-1711 内線1436）

東海村社会福祉協議会職員（正職員）募集
東海村社会福祉協議会では、４月１日より勤
務できる職員（正職員）
を２人程度募集します。
■雇用区分 一般事務と地域福祉推進に関する
業務
■受験資格 東海村または近隣市町村に居住で
き、通勤可能であり、①昭和41年４月２日以降に
生まれの方②社会福祉士として登録済みか社会
福祉士国家試験に合格された方、または社会福
祉士国家試験の受験資格を有する方
（受験資格
取得見込みの方を含む）
③普通自動車を運転可能
な免許を有する方――をすべて満たしている方
■試験日と選考内容 １次試験…２月15日
（日）
･筆
記試験
（教養･専門試験）
と職場適応性検査 ２
次試験…３月２日
（月）
･作文試験と面接 ※２次
試験は１次試験合格者の方のみ行います。
■申し込み・問合せ 申し込みに必要な書類一
式を東海村社会福祉協議会で受け取り
（郵送は
行いません）
、２月４日
（水）
までの午前８時30分〜
午後５時15分まで
（土･日曜日と祝日を除く）
に①願
書②顔写真を添付した所定の履歴書③受験資格
が証明できるもの――を東海村社会福祉協議会
（☎282-2804）
へお持ちください。

催し物（講演会ほか）
育児支援「親子絵本読み聞かせ講座」開催
■日
時 ２月５日
（木）午前10時〜 11時
■場
所 サンフラワーこどもの森保育園
■対
象 １歳から就学前の乳幼児とその保護者
■定
員 30組
（先着順）
■講
師 「たんぽぽの会」
■参 加 費 無料
■申し込み・問合せ １月20日
（火）以降の午前
10時から午後３時の間に、サンフラワーこども
の森保育園
（☎287-7111）
へ申し込みください。

１月の休日診療日程
診療時間 午前９時 30 分〜正午、午後１時〜２時
期日
病医院名
電話番号
11日
（日）武藤小児クリニック
282-7722
12日
（月）茨城東病院
282-1151
18日
（日）東海クリニック
283-1711
25日
（日）石井整形外科クリニック 270-5141
救急医療機関をお探しのときは…
電話番号
茨城県救急医療情報コントロールセンター
241-4199
（毎日･24時間対応）
茨城子ども救急電話相談（毎日･午後６時30分〜10時30分）
254-9900
電話番号 #8000（プッシュ回線用加入電話、携
帯電話 NTTDoCoMo･KDDI･SoftBank）

東海村社会福祉協議会職員（臨時職員等）募集
東海村社会福祉協議会では、４月１日から平成22
年３月31日までの１年間勤務できる職員
（臨時職員･
常勤嘱託職員･パートタイム職員）
を募集します
（パ
ートタイム職員のオペレーターは３月５日採用予定）
。
■雇用区分 ◆一般事務補助Ａ
（臨時職員･５人
程度）…事務局やボランティア市民活動セン
ターにおいて事務補助業務に従事します。一
般事務補助Ｂ
（臨時職員･２人程度）…高齢者
センターにおいて事務補助業務に従事します。
※いずれも週40時間勤務。時給1,070円。パソ
コン操作
（Word･Excel等）ができ、普通自動車
を運転可能な免許を有する方。◆児童厚生員
（常勤嘱託職員･１人程度）
…児童センターで指
導･事務等に従事します。週40時間勤務。時
給1,070円。幼稚園･小学校･中学校教諭の免許
または保育士の資格を有する方で普通自動車
を運転可能な免許を有する方。◆生活支援員
（臨時職員･３人程度）…週40時間勤務。生活
支援員
（パートタイム職員･１人程度）
…週16時
間程度の勤務。いずれも障害者センター通所
者の生活介護、自立訓練支援業務に従事しま
す。時給1,070円。普通自動車を運転可能な免
許を有する方。◆オペレーター
（パートタイ
ム職員･２人程度）
…
「東海村デマンドタクシー
（あいのりくん）
」
の予約･配車･登録等の業務に
従事します。週20時間程度の勤務。時給870円。
パソコン操作
（Word･Excel等）
ができる方。
■試 験 日 ２ 月12日
（木）に 面 接 試 験 を 行 い
ます
（課題作文を事前提出）。
■そ の 他 ①通勤手当は別途支給されます。
②臨時職員･常勤嘱託職員は社会保険
（健康保
険･厚生年金保険など）
と雇用保険に加入しま
す。
③休暇は原則として土･日曜日と祝日です
（一
般事務補助Ｂと児童厚生員は日曜日と祝日）
。
■申し込み・問合せ ２月４日
（水）まで
（土･日
曜日と祝日を除く）
の午前８時30分〜午後５時
15分に①願書
（申込書）②履歴書
（所定用紙で
顔写真を添付したもの）
③受験資格が証明でき
るもの④作文――をお持ちの上、東海村社会
福祉協議会
（☎282-2804）
へ申し込みください。
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●

高齢者保健福祉計画等（素案）への意見募集
村では、平成21年度から23年度までの第４期
「高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画」
策定の
ため、学識経験者や一般公募の村民の方々など
による
「東海村高齢者福祉計画推進委員会」
を設
置し、計画の素案をまとめましたので、これらを
公表し、多くの皆さんからの意見を募集します。
■募集期間 １月23日
（金）〜２月16日
（月）
■閲覧場所 介護福祉課（役場行政棟１階）
、総
合福祉センター
「絆」、各コミュニティセン
ター、村公式ホームページ
■申し込み・問合せ 福祉部介護福祉課高齢支
援担当
（内線1162） ※寄せられたご意見等
は、各計画に反映させるとともに、意見の概
要などは匿名で後日公表の予定です。

入札参加資格審査の申請受け付け
平成21年度･22年度東海村発注の物品調達、
役務の提供等の入札参加資格審査申請について
の受け付けを行います。
■受付期間 ２月２日（月）〜 20日
（金） ※土
･日曜日と祝日を除く
■受付方法 村内に本社･営業所または支店な
どを有する場合は、役場で受け付けます
（受
付場所＝役場議会棟１階101会議室）
。それ以
外の場合は郵送
（宅配便可）での受け付けとな
ります。
■問 合 せ 企画政策部財務課管財担当
（内線
1385） ※ 詳 細 に つ い て は、 村 公 式 ホ ー ム
ページをご覧ください。

●
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駅東大通り
動燃通り
距離
通過
時間

15km
11:48
12:50
▼

国道２４５号

茨城県母子寡婦福祉連合会では、４月に小学校
へ入学する一人親家庭
（母子家庭･父子家庭）
の子ど
もを対象に、入学祝い品
（学用品類）
を差し上げます。
■申し込み １月30日
（金）
までに、福祉部社会福祉
課福祉総務担当
（内線1183）
へ申し込みください。
■問 合 せ 茨城県寡婦福祉連合会
（☎221-7505）

▼

合同庁舎
原研通り
いちょう通り

一人親家庭のお子さんに入学祝い品を差し上げます

20km
12:04
13:30

ＪＲ東海駅

笠松
運動公園

駅西大通り

もみじ通り

かえで通り

勝田全国マラソン大会の開催に伴い、国道
245号などの一部の道路を出場選手が通過しま
す。この時間帯は、交通規制が実施されます
ので、
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
■日
時 １月25日
（日） 午前11時スタート
■問 合 せ 勝田全国マラソン大会事務局
（ひたちなか市教育委員会生涯学習課内
☎262-5615）

郵便局

原子力機構

第57回勝田全国マラソン大会に伴う
交通規制にご協力ください！

一部交通規制

「茶道教室」
開催のお知らせ
茶道初心者の方を募集します。いすに座って
行いますので、
正座の苦手な方でも参加できます。
■期
日 ２月４日(水)･18日
（水）
･25日
（水）
･
３月４日
（水）
･11日
（水）（全５回）
■時
間 午前10時〜正午
■場
所 総合福祉センター「絆」
■対 象 者 村内在住で65歳以上の方
■定
員 先着12人
■参 加 費 1,000円／人
（初回に徴収します）
■申し込み・問合せ １月13日
（火）
から20日
（火）
ま
でに高齢者センター
（☎282-4300）
へお越しの上、
申し込みください。※電話での申し込みは不可

エトセトラ
教育ローンと利子補給制度
茨城県と県内市町村、中央労働金庫の出資に
よって設立されている
（財）
茨城県勤労者育英基
金では、労働金庫の低利な教育ローンの利用者
に対し、一定の利子補給を行っています。
ろうきんの教育ローン
■融 資 額 最 高500万 円
（中 央 労 働 金 庫 に 出
資のある団体会員の方は1,000万円まで）の
一括融資または分割融資
■金
利 年1.9％〜 2.4％
（固定金利型特別金
利。利率は平成20年12月25日現在）※保証料とし
て0.7％〜1.2％の個人負担が別途必要となります。
■返済期間 15年以内（在学中の元金返済据え
置き可能）
■保
証 茨城県労働者信用基金協会の保証
育英基金の利子補給制度
子どもの在学中
（最長４年）
、子ども１人当たり
100万円
（１世帯当たり300万円）までの融資に対
し､年１％の利子補給を受けることが可能です。
申し込み・問合せ
（財）茨城県勤労者育英基金（☎231-0235）、中
央労働金庫大みか支店
（☎0294-53-1818）

