新規学校卒業予定者を対象
とする求人申込について
ハ ローワー クでは、平成 24年
3月新規高等学校卒業予定者に係
る求人 の受付 を 6月 20日か ら開
始 してますが、申込数が少な く生
徒には厳 しい状況 となってます。
新卒者の採用に慎重 さを要する
経済情勢ですが、就職を希望する
新卒者が 1人でも多 く地元での就
職ができますよう、早期の採用計
画 と求人の申 し込みをお願いいた
します。
就職希望者

求人数

164人
61人
うち地元就職希者 うち管内の求人数
75人
29人

※平成 23年 8月 31日現在
●お申し込み ・お問い合わせ先
ハローワークうらかわ
緯 0146・22・3036
ハローワークしずない
緯 0146・42・1734

平成 24年度苫小牧高等
技術専門学院生徒募集
▼応募科目及び応募資格
産普通過程 （自動車整備科 ・電気

機器科 ・金属加工科）
平成 24年 3月高等学校 を卒
業 される方又は高等学校卒業 と
同等以上の学力を有する方。
産短期過程（エクステ リア技術科）
平成 24年 3月中学校 を卒業
される方又は義務教育卒業以上
の学力を有する方。
※各過程訓練期間は 1年間です。
▼応募手続
①入学願書 ・健康診断書 ・受験票
を提出 して くだ さい。
②離転職者の方は、最寄 りの職業
安定所でご相談 くだ さい。
▼願書受付期間
産普通過程
平成 23年 11月 1日～
平成 23年 11月 20日
産短期過程
平成 23年 12月 1日～
平成 24年 1月 20日
▼入学選考日
産普通過程 平成 23年 12月 5日
産短期過程 平成 24年 2月 6日
●お問い合わせ先
北海道立苫小牧高等技術専門学院
電話 0144・55・7007
ＦＡＸ 0144・55・7009

1日行政相談所開設
のお知らせ
10月 17日か ら23日 までは秋
の行政相談週間です。
この期間中に 1日行政相談所を
開設 します。行政に対する皆 さん
か らの苦情や意見、要望などの相
談を無料で受付いたします。
▼日時
10月 19日我 10時～ 15時
▼場所
レ ・コー ド館 研修室 1

̺̥͌͌ͩͤ͘ၙ༹߄ܖমྩਫ਼
༕ࢌআȁਝࡓȁঃ Ȫढ़ི༕ࢌআٛਫ਼௺ȫ

▼担当 ・お問い合わせ先
総務省行政相談委員
東 義海 さん
緯 0146・47・3129

悪質な貸金業者にご
注意 ください
貸金業 を営む者は、財務局長又
は都道府県知事の登録を受けなけ
ればな りません。
無登録で貸金業を行なっている
業者 を 「ヤ ミ金」 といい、無登録
営業は貸金業法違反です。
容易に借 りられるなどの広告を
だした りダイレクトメールを送 る
業者の中には、違法なヤ ミ金業者
も多いことか ら、不安がある場合
は、お問い合わせ くだ さい。
●お問い合わせ先
日高振興局環境生活課
緯 0146・22・9251
道庁環境生活部消費者安全課
緯 011・231・4111
内線 24527

11月10日は、技能士の日
昭和 45年、アジアで初 めて技
能五輪国際大会が日本で開催 され、
開会式が行われた 11月 10日を記
念 し、 この日 を 「技能 の日」、11
月 を 「職業能力開発促進月間」 と
定められました。
日高管内

「
技能者の集い」
を開催 します
技能に対する住民の正 しい認識
を高めるとともに、技能者の技能
と社会的地位の向上を図 るため、
毎年 「技能者の集い」を開催 し、
技能尊重運動を推進 しています。
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平成 24年新冠町成人
式について
新冠町成人式について、成人式
への参加に当た りましては事前の
申 し込みが必要です。対象者で参
加を希望 される方は、期日までに
直接、教育委員会社会教育課まで
連絡願います。
▼対象者
平成 3年 4月 2日か ら平成 4年
4月 1日生まれの方で
①現在、新冠町在住の方
②新冠町出身の方
▼申込方法
11月 25日画までに社会教育課
生涯学習グループ （レ・コー ド館）
へ、電話、 ファックス、 メールの
いずれかでお申 し込み くだ さい。
申 し込みの際は「成人者の氏名」
「生年月日」「現住所」「案内状の
送付先」をお伝え くだ さい。
なお、申 し込みはご家族の方で
も構いません。
▼成人式開催日
平成 24年 1月 8日蚊 12時～
（11時 20分までに集合）
▼会場
新冠町レ ・コー ド館
●お申し込み ・お問い合わせ先
レ ・コード館社会教育課生涯学習グループ
電話
0146・45・7833
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ＦＡＸ
0146・45・7833
メール h24_nkp_sei
j
i
n@yahoo.
co.
j
p

事業所向け通年雇用支
援セミナーのご案内
日高中部通年雇用促進協議会で
は、地域の事業所 を対象に、国や
北海道の助成制度の説明や利用事
例、従業員の人材育成、 コミュニ
ケーシ ョンなどの紹介を行な う事
業所向け通年雇用支援セ ミナーを
次の日程で行います。 どなたでも
参加できますので、お気軽にご参
加 くだ さい。
▼日時
11月 18日画 13時 30分～
▼場所
静内ウエ リントンホテル
▼内容
① 「各種助成制度の説明」
講師 浦河公共職業安定所
管理課業務係長 久保 公司
② 「会社を元気にする組織創 り」
講師 社会保険労務士
中村 麻衣子
③ 「人材は最 も重要な経営資源」
講師 キャリアバンク珂
第 5営業部 木村 規子
●お問い合わせ先
日高中部通年雇用促進協議会
（産業課水産林務 ・商工観光 ・労政グループ）
緯 0146・47・2183

節婦ほろしりの里
ふれあいフェスタ 2011
節婦 ほ ろし りの里で、「ふれ あ
いフェスタ 2011」を開催 します。
子 どもさんか らお年寄 り、障が
いのある方など、地域の皆 さんが
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▼日時
11月 11日画 16時～
▼場所
浦河町 ウエ リントンホテル
▼内容
各種技能者表彰 ・記念講演
▼主催
日高地方技能訓練協会
緯 0146・22・2394
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楽 しめる交流の場 として開催 され
ます。
沢山のご来場お待 ちしてます。
▼日時 11月 6日蚊 9時半～
▼場所 旧節婦小学校
●お問い合わせ先
ふれあいフェスタ実行委員会
担当 ：後藤
緯 0146・7・2009

ひだか弁護士
相談センター

要

予
●受付時間
約
午前 10時～午後 4時
●お問い合わせ先
ひだか弁護士相談センター

緯 42・8373

10月

19日 （
水）
26日 （
水）

11月

2日 （
水）
9日 （
水）

24日 （
月）
31日 （
月）
7日 （
月）
16日 （
水）

ご寄付あ りが とう
ございました <敬称略 >
町

へ

●ふるさと納税
☆吉田

英弘

（100,
000円）

●特別養護老人ホーム「
恵寿荘」に
役立ててと
☆長谷川 照男
（ナス 2.
7㎏）
☆鷹觜農場
（ナス 17㎏）
☆高橋 満郎
（大根 15㎏）
☆新冠ほ くと園
（切布 5包）
☆半田 加代
（古布 1袋）
☆ボランティアグループちょぼ ら （カット布 2袋）
☆北所 直人
（古布段ボール2箱）
☆三宅 陽治
（新米 50㎏）

新冠町社会福祉協議会へ
▼香典返しに代えて
☆市原
☆山田
☆佐藤
☆中田
☆佐藤

宏晃
裕也
和子
真澄
洋子

（30,
000円）
（50,
000円）
（30,
000円）
（30,
000円）
（50,
000円）

恵寿荘からのお願い
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恵寿荘では古布が不足していま
す。
ご家庭で不要になった古布があ
りましたら恵寿荘に寄贈下 さいま
すようお願い申し上げます。
寄贈に関しての問い合わせ等は
恵寿荘までご連絡 ください。
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恵寿荘 緯 47・2355
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