臨時職員募集
臨時職員を募集
総務課

学校教育課

募集人数

１５人程度

８人程度

３人程度

各１人程度

職務内容

事務

保育士

幼稚園教諭

放課後児童クラブ指導員

パソコンの基本操作
( ワード・エクセル ) の
出来る人

保育士免許

幼稚園免許

無（保育士、幼稚園教諭、
学校教諭資格者は優遇し
ます。）

勤務場所

役場各課

町立保育所

町立幼稚園

勤務日・
勤務時間

月〜金曜日（祝日、年末
年始を除く）
８時３０分〜１７時１５
分（都合により時間外勤
務あり）

月〜金曜日（土曜日の勤
務あり）
８時３０分〜１７時１５
分（早出・遅出あり）

月〜金曜日（休日の勤務
月〜金曜日
あり）
１３時〜１８時（内４時
８時３０分〜１７時１５
間）
分（早出あり）

雇用期間

４月１日〜平成２９年３月３１日（年度内の更新あり）

資

格

日給６，
６００円
賃金など

３月末までに取得見込みの人を含む

麻生小・宮内小・広田小・
玉谷小放課後児童クラブ

日給８，
２００円

社会保険、厚生年金の加入制度あり

時給８５０円

期末手当あり（年２回）
通勤距離２キロ以上は通勤手当を支給

募集期限

１月２９日（金）
（必着）

採用方法

書類選考後、面接により決定

面接日
申込方法

詳しくは、本人へ通知します。
履歴書（写真を貼る）を持参または郵送で提出してください。持参の場合は、土・日曜日、祝日を除く
業務時間中。応募用紙は返却しません。

総務課 人事係
申し込み・ 〒７９１－２１９５
問い合わせ
宮内１３９２
☎ ( ９６２) ６１１０

学校教育課 幼児係
〒７９１－２１２０

宮内１３６９

☎ ( ９６２) ６１７１

とべ温泉「湯砥里館」

伊予市・伊予郡養護老人ホーム（和楽園）

募集人数

１人（女性）

１人（女性）

４人

１人

職務内容

飲食・清掃業務

フロント・清掃業務

調理業務

看護補助業務

健康で体力に自信のある人

無

看護師・准看護師免許

とべ温泉「湯砥里館」

和楽園

資

格

勤務場所

９〜１４時（月７日程度）
８時３０分〜１７時（月
勤務日・ １２〜１７時（月７日程
１４日程度）
勤務時間 度）
（土・日・祝日３日程度）
（土・日・祝日３日程度）
雇用期間

交代制
６時３０分〜９時３０分
９時〜１２時
月〜金曜日
１４時〜１７時
９時〜１２時
１５時３０分〜１８時
３０分

４月１日〜９月３０日（更新予定）
時給８５０円
通勤距離２キロ以上は通勤手当を支給

時給８９０円（祝日および
時給１，２００円
年末年始は１，
２０１円）

募集期限

３月１０日（木）

１月１５日（金）

採用方法

面接により決定

賃金など

面接日
申込方法

詳しくは、本人へ通知します。

履歴書（写真を貼る・左上に「職種区分」を記入）
履歴書 ( 写真を貼る ) を持参または郵送で提出して を持参または郵送で提出してください。持参の場合
ください。応募用紙は返却しません。
は、土・日曜日、祝日を除く８時３０分〜１７時
１５分。応募用紙は返却しません。

とべ温泉「湯砥里館」
申し込み・
〒７９１－２１２０ 宮内１９０２－３
問い合わせ
☎（９６２）７２００
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２月に予定（詳しくは、本人へ通知します。）

伊予市・伊予郡養護老人ホーム（和楽園）
〒７９１－３１５３
☎（９８４）１２６５

松前町大字大溝９６－１

叙

もっと、３Ｒの精神を…

瑞宝双光章

（高齢者叙勲）

１１月２３日、ニンジニアスタジアムで、愛媛
ＦＣ対徳島ヴォルティスの試合が行われました。
この試合は、既にＪ１プレーオフへの出場を決
めている愛媛ＦＣにとって、Ｊリーグ最終戦で、
四国ダービーとあって、ニンジニアスタジアム今
期最多の９，
１５８人が観戦しました。
結果は、３対０で愛媛ＦＣが快勝し、試合終了
後には、徳島ヴォルティスサポーターから愛媛Ｆ
Ｃに対し、プレーオフ出場の激励応援がありまし
た。
１１月２９日、大阪のヤンマースタジアム長居
で行われた、セレッソ大阪との決勝進出をかけた
プレーオフでは、惜しくも０対０で引き分けまし
た。そのため、年間順位が上位のセレッソ大阪が
決勝戦に進むことになりました。
来年こそは、Ｊ１昇格をしてもらいたいもので
す。ガンバレ愛媛ＦＣ！！
砥部みらい会議からのお知らせ
愛媛ＦＣ砥部応援団ミーティング
日 時 １月２７日（水）１９時３０分〜２１時
場 所 中央公民館 ２階 講座室
愛媛ＦＣを住民の力で盛りあげようと有志が

修さん

来年こそは、Ｊ１へ！
！

武智

優秀賞を受賞した和田さん（右）と最優秀賞のポスター（上）

（重光）

１２月１日、役場で砥部町優秀賞の表彰式が行
われました。受賞者は、砥部中学校３年生の和田
夏美さんです。全国から３千点以上応募があった、
平成２７年度
「３Ｒ（廃棄物などのリデュース、リ
ユース、リサイクル）促進ポス
ターコンクール中学生の部」に
おいて、最優秀賞に輝き環境大
臣からの表彰を受けました。
和田さんは、今回受賞のポス
ターを描く上で「継続すれば未
来につながる。
」との思いを込め
られたそうです。

勲

昭和２７年から、久万高原町の直瀬中学校
を皮切りに、主に松山管内の学校で教鞭を執
られ、昭和６３年に伊予市の由並小学校長を
務めた後退職されました。
武智さんは今回の受章を「職場の先輩、同
僚、仲間のおかげです」と話されました。ま
た、国語の教諭であったということで、ご自
宅にはたくさんの書籍を所蔵されており、そ
のことをお尋ねしたところ、「本は買うの
が趣味なんよ。読書は積読（つんどく）か
な。」と愉快に話されました。

集い、できることから取り組みます。
２０１６シーズンの開幕を前に、愛媛ＦＣを応
援したい！という住民の皆さん一緒に活動しませ
んか？
問い合わせ 砥部みらい会議 愛媛ＦＣチーム
伊須 ☎０９０（５９１４）０５３９

オレンジ色に染まった観客席

試合前に砥部町より特産品が贈呈されました
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ともだちって…

マスターズ陸上で、国体で…
１２月８日、役場で、いきいき砥部大賞、優秀
賞の表彰式が行われました。
いきいき砥部大賞は、第３６回全日本マスター
ズ陸上競技選手権大会、４００ｍ障害４０〜４４
歳の部で優勝の尾上泰士さん（高尾田）です。出場
した選手の中、一人だけ１分を切る５９秒２０の
タイムでした。また、優秀賞は和歌山国体ラグビー
フットボール競技（成年男子）で５位入賞を果たし
た、愛媛県チーム所属の城戸慎也さん（天神）です。

宮内小学校児童による人権劇

１２月５日、文化会館で「第１１回砥部町人権の
町づくり集会」が開催され、約４００人が参加しま
した。
宮内小学校の児童による人権劇「ともだちって」
が上演され、友達の素晴らしさや仲間外れにしな
いことを伝えました。
また、社会福祉法人南風会施設長の木下いずみ
さんによる実践報告や、砥部町在住の桝形浩人
（まっすん）さんによる「ワクワクする人間関係を築
こう」と題した講演も行われ、参加者は人権の大切
さを考える１日を過ごしました。

次への創作意欲 満々！
１１月１６日から１８日まで、台湾で行われた
「世界青少年発明工夫展」に出場した「宇宙まで愛媛
の名産届け隊」のメンバー、田中廉さん、森優太さ
んが役場を訪れ、大会での模様を報告しました。
彼らの作ったからくりマシーンは、この大会で
「台湾特別賞」
、
「香港特別賞」を受賞しました。ま
た、砥部町のＰＲのため借りていったハッピも好
評だったそうです。
田中さんは
「世界大会に出場して、さらなる創作
意欲が湧いてきました。」と話しました。
彼らの新たな創作に注目です。

世界大会の報告に来た田中さん（前列中央）、森さん
（前列右）
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いきいき砥部大賞の尾上さん（前列中央）、優秀賞の
城戸さん（前列右）

とべ温泉に３００万人

３００万人目のお客様、大内さん

１１月１７日、湯砥里館の入浴者が３００万人
に達しました。３００万人目のお客さまは、町内
在住の大内京子さん。記念の砥部焼と１０回分の
入浴券が贈られました。大内さんは、「いつも町の
温泉行きバスを利用して、近所友達と一緒に来て
います。まさか３００万人目とは…、驚きました。」
と話されました。
湯砥里館は、平成５年８月にオープンです。泉
質は弱アルカリ性、「美人の湯」として有名です。
今後も町民の皆さまに親しまれ、より多くの人が
気軽に来館できる運営を心がけていきます。お待
ちしております。

