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期日 時間 会場 期日 時間 会場

３日(月)
９:30 ～ 六郷公民館

６日（木）
 ９:30 ～ 久賀公民館

13:45 ～ 白山公民館 13:45 ～ 藤代公民館

４日(火)
９:30 ～ 相馬南公民館

７日（金）
 ９:30 ～ 桜が丘第一集会所※

13:45 ～ 関鉄ニュータウン集会所※ 13:45 ～ 井野公民館

５日(水)
９:30 ～ 戸

とがし ら

頭公民館
※は自治会の協力で行っています

13:45 ～ 取手ウェルネスプラザ

　社会福祉協議会では、地域の皆さんの交流を目的として、各種催し物を実
施しています。今回は、映画「学校」を上映します。ぜひご参加ください。
〈出演〉西田敏行、竹下景子、萩原聖人ほか
 （社福）市社会福祉協議会　☎７４－９１１０、同藤代支所　☎８３－７３４１

６月 いこいの場 映画上映 入場無料

市 民 ギャラリー展示予定
 文化芸術課　☎内線１２９２

※展示期間が変更になる場合があります。
展示初日は午後１時から鑑賞できます
◆取手駅市民ギャラリー（取手駅東西連絡地下通路内）
５/29（水） ～ ６ /４（火） （西）夜見る夢展
６/５（水） ～ ６ /11（火） とりで女子写真部ザ・ブーケ写真展
６/12（水） ～ ６ /18（火） 栄光絵画展
６/19（水） ～ ６ /25（火） （東）取手彫刻教室作品展

◆藤代駅市民ギャラリー（藤代駅橋上連絡道内）
５/29（水） ～ ６ /11（火） 藤代学園陶芸クラブ作品展
６/12（水） ～ ７ /２（火） さくら荘絵画教室作品展
　とりでアートギャラリー「きらり」は、一時休止しています。新たな
アートギャラリーについては、詳細が決まり次第、ご案内いたします。

◆ハッスルマッスル2019「忍者」
　ギネス記録保持者やトップアスリー
トが出演します。取手市出身のダブ
ルダッチスピードギネス世界記録保
持者D

デ ィ ア ナ

IANAも特別出演
〈日時〉７月21日（日）正午～（開場午
前11時30分）

〈入場料〉全席指定大人3,800円、高校
生以下2,200円※未就学児は保護者膝
上に限り無料
〈申込〉５月24日（金）午前10時～※発
売初日は電話申し込みのみ。また、
座席位置を選べない場合があります

取手市民会館イベント情報
 （公財）取手市文化事業団　☎７３－３２５１

◆岸
き し た に

谷 香
か お り

コンサート 2019
〈日時〉９月８日（日）午後４時～（開場
午後３時30分）
〈入場料〉全席指定 一般6,000円
※小中学生は1,000円（取り扱いは
R
ロ ー オ ン

o-Onチケットのみ）、２歳以下は保
護者膝上に限り１人まで無料（座席が
必要な場合は有料）
〈申込〉６月１日（土）午前10時から電

話予約※発売初日は座席の指定はで
きません。
・取手市民会館　☎７３－３２５１
・Ro-Onチケット　☎０４７－３６５
－９９６０
・（株）とりで旅行センター　☎７４－
１６８１

◆ベンチャーズジャパンツアー 2019
〈日時〉９月７日（土）午後４時～（開場
午後３時30分）
〈入場料〉全席指定 一般6,000円
※友の会会員は5,500円、未就学児入
場不可

〈申込〉５月30日（木）午前10時から　
◎友の会会員は23日（木）午前10時～
◎発売初日は電話での予約のみで、
座席の指定はできません

令和元年９月採用の職員を募集します。
〈第一次試験日時〉７月６日（土）午
前９時～※第二次試験は合格者に通知
〈試験会場〉福祉交流センター（市
役所敷地内）
〈採用予定・対象・受験資格〉下表
参照
〈申込〉市社会福祉協議会、同藤代
支所で配布かホームページ（http://

www.toride-shakyo.or.jp）で取得
の申込用紙に必要事項を記入の上、
受験資格を有することを証明するも
のを添えて〒 302-0021 取手市寺田
5144-3 取手市社会福祉協議会へ郵
送か持参
〈受付期限〉６月７日（金）まで
 （社福）市社会福祉協議会　

☎７２－０６０３

職種 勤務場所・内容 受験資格 採用
予定数

介護福祉士
社会福祉協議会本部
や出先事務所で専門
事務やその他の事務

昭和54年９月２日以降に生まれた、
介護福祉士の有資格者

若干名

心理指導員

市立こども発達セン
ターで専門職務（心
理指導）やその他の
事務

昭和54年９月２日以降に生まれ
た、臨床心理士、臨床発達心理士、
公認心理師のいずれかの有資格者、
または大学、大学院で心理学を専
修する学科もしくはこれに相当す
る課程を修めて卒業した方

市社会福祉協議会職員募集

　市内の公立保育所の非常
勤職員と臨時職員を募集し
ます。ブランクがある方、
週２日勤務の方も歓迎しま
す。まずはご相談ください。

◆非常勤職員
〈勤務時間〉①平日午前８時30分～
午後５時15分②平日午前７時～午
後３時45分※①②のシフト制で、実
働７時間45分
〈報酬〉保育士…月額約20万4,260
円、看護師…月額約22万320円
※交通費別途（上限あり）
◆臨時職員
〈勤務時間〉平日午前８時30分～午後５
時15分の実働７時間45分※週２日から可
〈賃金〉保育士…日額8,990円（時給

1,160円）、看護師…日額9,688円（時
給1,250円）
※実労働時間分の時間外手当あり。
交通費別途（上限あり）
■共通事項
〈勤務場所〉市内公立保育所（７カ所）
〈対象〉保育士は保育士資格、看護師
は看護師資格を有する方
〈定員〉各５人
◎早朝、残留保育補助（未資格者も
可）や、用務員も若干名募集中です。
詳細はお問い合わせください

公立保育所　非常勤・臨時職員
保育士・看護師募集
  子育て支援課　☎内線１３４８子育て支援課　☎内線１３４８

プレミアム付商品券の取扱店募集
　市では消費税引き上げによる低所
得者、子育て世帯（０～２歳）の消
費に与える影響緩和と、地域におけ
る消費の喚起を目的として、２万
5,000 円分の商品券を２万円で販売
します。販売開始は 10月１日（火）
を予定しています。この商品券を取
り扱う店舗（加盟店）を募集します。
※商品券の詳細は、決まり次第、広

報とりででお知らせします
〈対象〉市内の事業所（風営法業種
を除く）
〈申込〉ホームページ（http://toride-
shouhinken.com/regist/）から
〈締切〉５月 31日（金）
 取手市商工会　☎７３

－１３６５※平日午前９
時～午後５時

ホストファミリー登録制度を開始
　姉妹都市ユーバ市と特別友好都市桂林市との国際交流の推進を図ること
を目的として、ホームステイの受け入れを希望する市民の方に、ホストファ
ミリーとしてあらかじめ登録を勧める制度の運用を始めました。
〈ホームステイ利用者〉ユーバ市・桂林市から来市した訪問団員
〈登録者〉市内在住の方で、ホームステイ利用者を受け入れできる家庭
〈申込〉秘書課に設置された申込書に必要事項を記入の上、〒 302-8585 取
手市寺田 5139 秘書課へ持参か郵送
■ユーバ市・桂林市への中学・高校生
派遣を予定しています
〈派遣予定〉桂林市：８月下旬ごろ、ユー
バ市：10 月下旬～ 11月上旬ごろ
詳細は決まり次第、市ホームページや
広報などでお知らせいたします
 秘書課　☎内線１１１１

世界の名画を楽しもう
　取手図書館開館 40周年を記念し、
茨城県近代美術館の 10 点（戸

とが し ら

頭公
民館図書室６点、戸頭公民館４点）
の複製画を展示します。ぜひこの機
会に名画をご覧ください。
〈会場・期間〉◆戸頭公民館図書室

６月１日（土）～ 30 日（日）※月
曜を除く◆戸頭公民館６月 11 日
（火）～ 30日（日）
 戸頭公民館図書室　

☎７８－３０９０

　介護中の家族の方や介護経験のあ
る方を対象に、県の重要無形文化財
の結城紬や酒蔵をバスで見学します。
〈期日〉６月11日（火）午前８時45分～
午後４時30分
〈出発時間・場所〉午前８時45分・藤
代庁舎正面玄関前、午前９時・市役
所前※午後４時30分解散予定
〈定員〉30人※多数は抽選
〈参加費〉2,000円

〈申込〉電話
〈締切〉５月31日（金）
 （社福）社会福祉協議会　

☎７４－９１１０

「介護者の集い」リフレッシュ研修

　結城紬と酒蔵見学


