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【対象】西原町民　　【定員】各講座10名　　【場所】西原町役場内　会議室
◆スキルアップ講座 《14：00～15：30》  ※事前申込（電話）が必要です。

※西原町雇用サポートセンターでの相談・セミナー受講は、ハローワーク失業認定申告書の求職
　活動実績の対象になります。
【申込先・お問い合わせ】　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）　☎945-4540

受講料
無料

就活のための講座を開催中！就活のための講座を開催中！

西原生まれ西原育ちの

スタッフでがんばっています!!
西原生まれ西原育ちの

スタッフでがんばっています!!

ちゅらら工房見て下さい

無料見積!! 無料相談!!
西原町リフォーム補助金制度交付金最高20万円

1. 職種区分及び職務内容等

2. 採　用　期　間　採用時～平成30年3月31日（更新可能性あり）
3. 学 歴 要 件 等 県内に住所を有し、正規の保育士登録を済ませた者
4. 受付及び提出書類　9：00～17：15（土・日・休日及び12：00～13：00を除く）
　　　　　　　　　　 自筆履歴書1通（写真を貼ったもの）と資格等の写しを総務課へ提出してください。
※ 詳細については、下記にお問い合わせください。

◆就職セミナー 《14：00～16：00》  ※事前申込（電話）が必要です。

  9月26日（火）

10月17日（火）

就職セミナー ＋ 個別相談
・就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までひとつのセミナーでしっかり
　サポート !
・個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポートします。

9月

10月

７日（木）
11日（月）
13日（水）
20日（水）
21日（木）
3日（火）
4日（水）
12日（木）
23日（月）
26日（木）

自己分析～自分の魅力を知ろう！～
就職活動の進め方　基本のき～何をどんな風に進めたらいいの？～
メイク＆コーディネートの基本～第一印象が変わる！～
【中高年者向け】　就職活動の進め方～就職決定までのプロセス～
ビジネススキルアップ～仕事に差が出るメモ＆手帳術～
【中高年者向け】　就職活動の進め方～就職決定までのプロセス～
就活に役立つカラーコーディネート術
ビジネスマナー～電話応対編～
就職活動の進め方　基本のき～何をどんな風に進めたらいいの？～
ビジネスマナー基本のき～こんな時どうすればいいの？～

【お問い合わせ】　総務部　総務課　職員係　☎ 945-5011

平成29年度 西原町嘱託員採用予定候補者
名簿登載について
西原町嘱託員採用予定候補者
名簿登載について
西原町嘱託員採用予定候補者
名簿登載について

職　　種
加配保育士業務嘱託員

年休代替保育士業務嘱託員

坂田保育所での保育業務 月額
148,400円～180,000円

時給　950円

月～土間の週5日勤務（週休2日）
8時間/1日　※シフト制

職員年休時坂田保育所での保育業務
（職員年休、週休時の代替）

業　務　内　容 報　　酬 時　間　等

　西原町では、長寿をお祝いし、敬老思想の高揚を図ることを目的として「敬老
祝金」を口座振込で支給します。対象者には通知文を送付しますので、申請手続
きをお願いします。

【お問い合わせ】　福祉部　福祉保険課　社会福祉係　☎ 911-9163

敬老祝金の支給について敬老祝金の支給について

平成28年9月16日
以前から西原町にお
住まいの方

　　　　  年　　　齢
　満80歳
　トゥシビー　（数え85歳）
　トーカチ　　（数え88歳）
　カジマヤー　（数え97歳）
　満100歳

支　給　額

10,000円

20,000円
30,000円

対象者及び支給額

シルバー 人材センター 会員募集中！シルバー 人材センター 会員募集中！シルバー 人材センター 会員募集中！
働く喜びをとおして、地域社会に貢献してみませんか。働く喜びをとおして、地域社会に貢献してみませんか。働く喜びをとおして、地域社会に貢献してみませんか。

【お問い合わせ】　（公社）西原町シルバー人材センター　☎ 944-1699

　町内に居住する健康で、
働く意欲のあるおおむね
60歳以上の方であればど
なたでも会員になることができます。
入会説明会（毎月第4金曜日 14：00～）
を受講した後、理事会の承認を受けて会
員となります。

【お問い合わせ】　総務部　生活環境安全課　生活安全係　☎ 945-5018

防災気象情報をチェックし、
早めの防災対策

防災気象情報をチェックし、
早めの防災対策

○気象庁から発表される天気予報や警報・注意報などを活用しましょう。
　気象庁が発表する注意報や警報、土砂災害警戒情報は、テレビや気象庁ホームページ、沖縄県が送信する
防災メールで確認できます。
　※「沖縄県　防災メール」で検索・登録し、活用してください。 気象庁

○防災マップで危険個所をチェックしましょう。
　住んでいる地域の危険箇所をあらかじめ知っておくことで、早めの避難行動や危険を回避して移動する
ことができます。 西原町  防災マップ

○雨や強風時の作業は危険。日ごろから身の回りの防災対策をしましょう。
　側溝や排水溝の水はけを常によくすること、大雨による浸水に備えて、土のうなどを各自で準備してお
くことも被害を防ぐための大切な手段のひとつです。
　※防災マップに非常時の持ち出しリストが記載されています。 西原町  防災マップ

13 広報にしはら No.547 H29.9.1 12広報にしはら No.547 H29.9.1

【対象】西原町民　　【定員】各講座10名　　【場所】西原町役場内　会議室
◆スキルアップ講座 《14：00～15：30》  ※事前申込（電話）が必要です。

※西原町雇用サポートセンターでの相談・セミナー受講は、ハローワーク失業認定申告書の求職
　活動実績の対象になります。
【申込先・お問い合わせ】　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）　☎945-4540

受講料
無料

就活のための講座を開催中！就活のための講座を開催中！

西原生まれ西原育ちの

スタッフでがんばっています!!
西原生まれ西原育ちの

スタッフでがんばっています!!

ちゅらら工房見て下さい

無料見積!! 無料相談!!
西原町リフォーム補助金制度交付金最高20万円

1. 職種区分及び職務内容等

2. 採　用　期　間　採用時～平成30年3月31日（更新可能性あり）
3. 学 歴 要 件 等 県内に住所を有し、正規の保育士登録を済ませた者
4. 受付及び提出書類　9：00～17：15（土・日・休日及び12：00～13：00を除く）
　　　　　　　　　　 自筆履歴書1通（写真を貼ったもの）と資格等の写しを総務課へ提出してください。
※ 詳細については、下記にお問い合わせください。

◆就職セミナー 《14：00～16：00》  ※事前申込（電話）が必要です。

  9月26日（火）

10月17日（火）

就職セミナー ＋ 個別相談
・就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までひとつのセミナーでしっかり
　サポート !
・個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポートします。

9月

10月

７日（木）
11日（月）
13日（水）
20日（水）
21日（木）
3日（火）
4日（水）
12日（木）
23日（月）
26日（木）

自己分析～自分の魅力を知ろう！～
就職活動の進め方　基本のき～何をどんな風に進めたらいいの？～
メイク＆コーディネートの基本～第一印象が変わる！～
【中高年者向け】　就職活動の進め方～就職決定までのプロセス～
ビジネススキルアップ～仕事に差が出るメモ＆手帳術～
【中高年者向け】　就職活動の進め方～就職決定までのプロセス～
就活に役立つカラーコーディネート術
ビジネスマナー～電話応対編～
就職活動の進め方　基本のき～何をどんな風に進めたらいいの？～
ビジネスマナー基本のき～こんな時どうすればいいの？～

【お問い合わせ】　総務部　総務課　職員係　☎ 945-5011

平成29年度 西原町嘱託員採用予定候補者
名簿登載について
西原町嘱託員採用予定候補者
名簿登載について
西原町嘱託員採用予定候補者
名簿登載について

職　　種
加配保育士業務嘱託員

年休代替保育士業務嘱託員

坂田保育所での保育業務 月額
148,400円～180,000円

時給　950円

月～土間の週5日勤務（週休2日）
8時間/1日　※シフト制

職員年休時坂田保育所での保育業務
（職員年休、週休時の代替）

業　務　内　容 報　　酬 時　間　等

　西原町では、長寿をお祝いし、敬老思想の高揚を図ることを目的として「敬老
祝金」を口座振込で支給します。対象者には通知文を送付しますので、申請手続
きをお願いします。

【お問い合わせ】　福祉部　福祉保険課　社会福祉係　☎ 911-9163

敬老祝金の支給について敬老祝金の支給について

平成28年9月16日
以前から西原町にお
住まいの方

　　　　  年　　　齢
　満80歳
　トゥシビー　（数え85歳）
　トーカチ　　（数え88歳）
　カジマヤー　（数え97歳）
　満100歳

支　給　額

10,000円

20,000円
30,000円

対象者及び支給額

シルバー 人材センター 会員募集中！シルバー 人材センター 会員募集中！シルバー 人材センター 会員募集中！
働く喜びをとおして、地域社会に貢献してみませんか。働く喜びをとおして、地域社会に貢献してみませんか。働く喜びをとおして、地域社会に貢献してみませんか。

【お問い合わせ】　（公社）西原町シルバー人材センター　☎ 944-1699

　町内に居住する健康で、
働く意欲のあるおおむね
60歳以上の方であればど
なたでも会員になることができます。
入会説明会（毎月第4金曜日 14：00～）
を受講した後、理事会の承認を受けて会
員となります。

【お問い合わせ】　総務部　生活環境安全課　生活安全係　☎ 945-5018

防災気象情報をチェックし、
早めの防災対策

防災気象情報をチェックし、
早めの防災対策

○気象庁から発表される天気予報や警報・注意報などを活用しましょう。
　気象庁が発表する注意報や警報、土砂災害警戒情報は、テレビや気象庁ホームページ、沖縄県が送信する
防災メールで確認できます。
　※「沖縄県　防災メール」で検索・登録し、活用してください。 気象庁

○防災マップで危険個所をチェックしましょう。
　住んでいる地域の危険箇所をあらかじめ知っておくことで、早めの避難行動や危険を回避して移動する
ことができます。 西原町  防災マップ

○雨や強風時の作業は危険。日ごろから身の回りの防災対策をしましょう。
　側溝や排水溝の水はけを常によくすること、大雨による浸水に備えて、土のうなどを各自で準備してお
くことも被害を防ぐための大切な手段のひとつです。
　※防災マップに非常時の持ち出しリストが記載されています。 西原町  防災マップ


