お知らせ

お知らせ

ひまわり鑑賞会を開催します

南レクジャンボプール

あいなん幼稚園の園児がひまわ
りの絆プロジェクトで植栽した
ひまわりの鑑賞会を開催しま
す。ぜひお出かけください。

四国最大級のレジャープールがオープン。流水、造
波、スライダー、幼児プール、フリーフォール、ス
パイラルスライダ ーなど、幼児から大人まで家族そ
ろって一日楽しめます。

■日時 8月2日㈭ 13時30分～
■場所 町立あいなん幼稚園
（愛南町深浦3-1）
■内容 ひまわり鑑賞
なーし一座の公演
県警音楽隊演奏など

■期間
■時間

愛南警察署

南レクジャンボプール

Tel：72-0110

Tel：73-0170

お知らせ

オープン

6月30日㈯～9月2日㈰
10時～17時
※日・祝および8月8日㈬～16日㈭は9時～
■入園料 大人630円、中高生310円、小学生210円、
幼児100円
管理事務所

URL:http://www.nanreku.jp/
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クールシェア みんなで出かけまシェ
ア！行きまシェア！キャンペーン

「働き方改革」への取り組みを支
えます！

南予地域パソコン技能取得講座
受講生を募集します

「クールシェア」とは、電力需要
が増加する夏季に、使っているエ
アコンを消して、家族や友人みん
なで一緒に涼しく快適に過ごせ
る場所に集まることで、家庭で
使うエネルギーを節約しようと
いう取り組みです。期間中キャ
ンペーン協力施設に行くと、特
典が受けれることも。詳しくは
愛媛県HPをご覧ください。

「労働時間相談・支援コーナー」
で、中小企業経営者の相談に対
し、きめ細やかな相談・支援を
行っています。
①時間外・休日労働協定(36協定)など
②変形労働時間制などの労働時間制度
の導入
③長時間労働の削減に向けた取り組み
④労働時間の改善等に利用可能な助成金

母子家庭の母、寡婦、父子家庭
の父で就業を希望する方を対象
に、パソコン技能講習の受講生
を募集しています。
■日時 9月5日㈬～12月9日㈰
毎週水・日曜
（計26回）
10時～16時
■場所 八幡浜市総合福祉文化センター
■受講料 無料
（定員20名）
■受付期間 7月27日㈮まで

愛媛県環境政策課温暖化対策グループ

宇和島労働基準監督署

愛媛県母子家庭等就業・自立支援センター

Tel：089-912-2349

Tel：0895-22-4655

Tel：089-907-3200
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放送大学10月生を募集します

みきゃんガバメントクラウドファン
ディングの寄附を募集しています!

不動産表示登記無料相談会を
開催します

放送大学では、2018年10月入
学生を募集しています。
放送大学はテレビ、ラジオ、イ
ンターネットを利用して授業を
行う通信制の大学です。資料は
無料で差し上げています。お気
軽にご請求ください。

愛媛県イメージアップキャラク
ター「みきゃん」が、みなさま
からのご寄附をもとに、愛媛の
魅力を世界に向けて紹介するＰ
Ｒ動画を制作します。愛媛のＰ
Ｒを頑張るみきゃんの応援をよ
ろしくお願いします。

■出願期間
第１回 ～8月31日㈮
第２回 9月1日㈯～9月20日㈭

詳しくは愛媛県のHP
をご覧ください。

愛媛県土地家屋調査士会では、
7月31日「土地家屋調査士の
日」を記念して不動産表示登記
無料相談会を開催します。
■日時 7月29日㈰10時～15時
■場所 宇和島市総合福祉センター
■内容 土地家屋調査士が土地
および建物の登記、土地の境界
問題等に関する相談にお応えし
ます。

放送大学愛媛学習センター

愛媛県広報広聴課

愛媛県土地家屋調査士会

Tel：089-923-8544

Tel：089-912-2241

Tel：089-943-6769
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狩猟免許試験（銃猟、わな猟、
網猟）を実施します

募

集

宇和島地区広域事務組合の職員を募集します
募集職種
看護
介護Ａ
介護Ｂ
児童指導員
保育士

募集人数
試験内容
若干名
看護師適性検査、作文

■日程
（申込期間）
第１回 8月7日㈫
（7月10日～7月24日)
第２回 9月9日㈰
（7月10日～8月20日)
第３回 12月9日㈰
（11月9日～11月26日)
■場所 南予地方局7階会議室
受験手数料、提出書類等詳しく
はお問い合わせください。

■受付期間
介護Ａ・児童指導員・保育士
看 護・介護Ｂ

南予地方局愛南森林林業振興班

宇和島地区広域事務組合管理課人事係

Tel：0895-72-0931

Tel：0895-22-8664

募

合わせて 教養試験(高卒程度)、職場適応性検査、
10名程度 作文
若干名
若干名

教養試験(高卒程度)、職場適応性検査、作文
保育士専門試験、職場適応性検査、作文

9月16日㈰

※介護Ａ（平成元年4月2日以降生まれで、介護福祉士資格を有する人または平成31年3月末までに資格取得見込みの方）
介護Ｂ（昭和44年4月2日から平成元年4月1日までの間に生まれ、介護福祉士資格を有する人）

8月 １日㈬～8月23日㈭
8月27日㈪～9月20日㈭

※受験資格等の詳細は、各試験案内で確認してください。
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各種自衛官を募集します
受付期間７月１日㈰～９月７日㈮

身近な暮らし相談会

自衛官候補生
（任期制自衛官）

■受験資格：【海自】高卒(見込み含む。)で23歳未満【空自】高卒(見込み含む。）で21歳
未満 ■試験日および試験地：9月17日（月・祝日）松山青少年センター

愛媛県司法書士会では、予約制
で毎日行う有料の相談会を行っ
ています。皆さんの相談に、司
法書士が速やかに対応します。
ぜひご利用ください。
■相談場所
愛媛県司法書士会合同会館
または各相談員の事務所
■相談料 5,400円
（1時間以内）
※ご利用には予約が必要です。

自衛隊宇和島地域事務所
（宇和島地方合同庁舎１階）

愛媛県司法書士会
（予約用電話）

Tel：0895-23-5431

Tel：089-941-1263

■受験資格：18歳～27歳未満 ■試験日：8月26日㈰～27日㈪内1日(高卒見込者を
除く。)、9月18日㈫～20日㈭および26日㈬内1日(高卒見込者を含む。）
■試験地：陸上自衛隊松山駐屯地

一般曹候補生
■受験資格：18歳～27歳未満 ■試験日および試験地：9月22日㈯宇和島市役所、
9月21日㈮および23日㈰ゴールドビル味酒（松山市）

航空学生
（海空自衛隊パイロット）

相
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心配ごと相談所

相

談
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保健師による「ひきこもり相談」
を行っています

夏季開催U I Jターン合同就職面
接会・交流会を開催します

無料で弁護士が相談をお受けし
ます（1回の相談人数は6人まで
で事前に予約が必要。定員に達
した場合は受付を終了）
。
■日時：7月17日㈫14～16時
■会場：御荘老人福祉センター

自宅に6か月以上ひきこもり、
学業や仕事に就かず、家族以外
の人と親密な対人関係がもてな
い状態が続いてお困りのご本人
やご家族の皆さま、一人で悩ま
ないでご相談ください。
■日時 月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
8時30分～17時15分
■対象者 原則として18歳以上の
ひきこもりの本人およびその家族
■相談方法 電話相談
（随時）

若年求職者を対象に県内企業50
社程度が参加する合同就職面接
会・交流会を開催します。
■日時 8月16日㈭
面接会 13時～17時
交流会 13時～17時の間で2回
■場所 ひめぎんホール
■対象 県外学生、県外在住若
年者、新規学卒を含む若年者、
保護者

愛南町社会福祉協議会本所

宇和島保健所健康増進課

ジョブカフェ愛work

Tel：70-1236

Tel：0895-22-5211（内線275・283）

Tel：089-913-8686

無料で民生児童委員3名が日常
生活でかかえる心配ごとの相談
をお受けします。
■日時：7月11日㈬14～16時
■会場：御荘老人福祉センター
無料法律相談
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試験日
10月14日㈰
9月16日㈰
10月14日㈰
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詳細は、お問い合わせください。

