
時7月7日（土）　午後1時　場長沼図書館　対小学生以上
定30人（電話申し込み可）
内世界に1冊だけのオリジナル絵本づくり
持ち物　はさみ、定規、鉛筆、おしぼり
申・問長沼図書館☎(67)2138

手づくり絵本講座

◦市民大学日程
月　日 時　間 講　　師

７月9日（月） 18:30～20:00 歌手　川
か わ だ

田金
き ん た ろ う

太郎さん

７月28日（土） 14:00～15:30 東京農業大学名誉教授　小
こいずみ

泉武
た け お

夫さん

８月18日（土） 10:30～12:00（一財）脳神経疾患研究所理事長　渡
わたなべ

邉一
か ず お

夫さん

9月11日（火）
18:30～20:00

元宝塚歌劇団　真
ま と う

灯かなたさん

１０月3日（水） ＮＰＯ法人災害救助犬ネットワーク理事　西
にしざか

坂直
な お き

樹さん

※時間や内容が変更になるときがあります。

市認定工業製品の公募を
開始します

～未来の須賀川をつくろう～
市職員（一般事務、保育教諭） 市まちづくり市民懇談会委員

選挙事務アルバイト

「しあわせ金婚夫婦表彰」に
該当するご夫婦　市では、市内に事業所などがある

企業が製造する工業製品を認定・公
表し、市内外に広く情報発信してい
ます。自社の優れた工業製品をＰＲ
するため、ぜひ認定制度をご活用く
ださい。
　公募の詳細、申請書などは市ホー
ムページをご覧ください。
公募期限　7月27日（金）

申・問商工労政課☎（88）9142

募集職種・採用予定人数
▶一般事務（高校卒程度）・３人程度
▶保育教諭（高校卒程度）・６人程度
※保育教諭は保育所、こども園、幼
稚園などに勤務
採用予定日　平成31年4月1日
受付期間　6月25日（月）～8月9日（木）
受験資格
▶一般事務　平成9年4月2日から平
成13年4月1日までに生まれた人（学
歴は問いません）
▶保育教諭　昭和49年4月2日から
平成11年4月1日までに生まれた人
で、保育士と幼稚園教諭の両方の免
許保持者または平成31年3月末まで
に免許取得見込みの人（学歴は問い
ません）
◦試験案内

募集人数　3人（超過のときは抽選）
任期　委嘱の日から2年間
応募資格　市内在住または在勤の
18歳以上で、平日の会議に出席で
きる人（市が設置するほかの公募委
員に委嘱されている人、市税を滞納
している人を除く）
応募方法　申込書に必要事項を記入
の上、次のいずれかの方法で応募
▶郵送　〒962-8601（住所不要）　
企画財政課宛
▶企画財政課に直接持参
▶メール　kikaku@city.sukagawa.
fukushima.jp
▶市ホームページ
締6月29日（金）
他決定通知は、直接本人にお知らせ
します。
問企画財政課☎（88）9111

申「申込み・登録カード」に必要事項
を記入の上、選挙管理委員会事務局
にお申し込みください。
※申込用紙は市ホームページからダ
ウンロードするか、各公民館でお受
け取りください。
問選挙管理委員会☎(88)9163

　県老人クラブ連合会では、結婚
50年の金婚式を迎えた夫婦に、表
彰状と記念品を贈呈します。
対昭和43年1月1日から12月31日ま
でに結婚した夫婦と、すでに該当し
ていて昨年まで申請していない夫婦
申地区の老人クラブ会長を通してお
申し込みください。老人クラブがな
い地区の人は、長寿福祉課または長
沼・岩瀬各市民サー
ビスセンターにお申
し込みください。
締7月9日（月）
問長寿福祉課☎(88)8116

市図書館　☎（75）3309
子どもよみきかせ会
時6月23日（土）　午後2時
場市図書館
内「読み聞かせの会ポケット」によ
る絵本の読み聞かせや紙芝居など
おひざにだっこのおはなし広場
時6月19日（火）　午前11時
場市図書館
内お話の会「ラ・ポム」による絵本の
読み聞かせや紙芝居、手遊びなど

岩瀬図書館　☎（65）3549
お話のつどい
時6月16日（土）　午前10時30分
場岩瀬図書館
内絵本の読み聞かせや手遊び、簡
単な工作など
お母さんと赤ちゃんのためのお話のへや
時6月13日（水）　午前10時30分
場岩瀬図書館
内絵本の読み聞かせやわらべう
た、手遊びなど

※出演予定ですので、天候などにより出演時間の変更や出演中止になることがあります。
イベント開催時間内のどこかで出演するボー！

イベント名 月　日 時　間 場　所 担当課

第一小学校桜水音楽会 6月24日（日）15：00～16：00 文化センター
学校教育課
☎（88）9168

社会を明るくする運動
オープニングセレモニー 7月2日（月）15:00～15:45 市役所光の広場

社会福祉課
☎（88）8111

仁井田幼稚園夏まつり 7月13日（金） 8：00～12：00 仁井田幼稚園
仁井田幼稚園
☎（78）2767

長沼図書館　☎（67）2138
おはなし会
時6月23日（土）　午前10時30分
場長沼図書館
内お話の会「あすなろ」と職員によ
る絵本の読み聞かせや紙芝居など
すくすくタイム
時7月11日（水）　午前10時30分
場長沼図書館
内絵本の読み聞かせやわらべう
た、手遊びなど
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巡　回　場　所 時間 7月 9月
大東小学校 10:15

11日（水）
※大東小
10:00

5日（水）
森宿区民館 12:00
柏城小学校 12:55
第二保育所 14:10
あおば町集会所 15:30
小塩江小学校・幼稚園  9:45

12日（木）

13日（木）
たからじま作業所ワークセンター麦 11:00

6日（木）大森小学校 12:50
田中バス停前 14:00
仁井田小学校 12:50

18日（水）19日（水）向陽町東集会所 14:10
季の郷ニュータウン 15:10
西袋第二小学校 10:15

19日（木）20日（木）
須賀川卸センター組合会館前 12:00
稲田小学校 13:00
芹沢町ふれあいセンター 14:05
白江小学校 10:05

5日（木） 4日（火）
白方小学校 13:00
長沼東小学校 10:10

13日（金） 7日（金）
長沼小学校 13:15

◦移動図書館車「うつみね号」巡回日程表

※8月の巡回予定はありません。

資料整理と館内のガスくん蒸作業のため、下記の期間休館します。
休館期間　6月25日（月）～7月9日（月）
歴史資料や美術品のくん蒸サービス
　館内のガスくん蒸作業に併せ、家庭で保管している古文書や掛け
軸などをくん蒸するサービスを行います。
対虫食いやカビが心配な古文書や掛け軸など　定10件
搬入日　6月15日（金）・16日（土）　搬出日　7月10日（火）・11日（水）
※午前10時～午後4時
他▶材質によってくん蒸できないものがありますので、持ち込む物
は事前にお知らせください。
▶持ち込む物は利用者自身で搬入・搬出してください。
申・問博物館☎（75）3239

区分 試験日 試験内容

第一次
試験 9月23日（日）

教養試験、専門試験
（保育教諭のみ）、
作文（一般事務のみ）、
適性検査

第二次
試験

11月上旬予
定（一次試験
合格者のみ）

口述試験

他受験案内と申込用紙は、人事課で
直接受け取るか、市ホームページか
らダウンロードしてください。また、
市ホームページからも申し込みでき
ます。
身体障害者手帳をお持ちの人　職種
ごとの年齢要件が2歳緩和されます
（自力で通勤でき、介助なしで職務
の遂行が可能で、活字印刷の出題と
口述試験に対応できる人が対象）。
問人事課☎（88）9115

内　容 勤務時間 賃金（税引き後）

投票事務 6：30～18：30 12,000円

開票事務
19：30～開票
作業終了まで

（約2時間）
2,000円

対市内在住の18歳からおおむね50
歳までの人（高校生を除く）
◦勤務概要

場中央公民館　ほか
対市内在住または在勤、通学の高
校生以上の人　定 200 人
￥ 1,000円（受講料）
申 6月4日（月）から中央公民館で
受け付けます。受講料を添えてお
申し込みください。
問中央公民館☎（73）4407

時日時　場会場　対対象　定定員（表示のないものは定員になり次第締め切り）　内内容
￥料金（表示のないものは無料）　申申し込み　締締め切り　他その他　Ｆファックス　 メール　問問い合わせ　

図書館だより
読み聞かせ会

各種募集

■『 』イベント出演予定情報（6月・7月上旬）

博物館を臨時休館します

須賀川市民大学の
受講生を募集！
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