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募集しています�問い合わせ先

試験日･場所
▶第１次試験　10月14日（日）中央公民館
▶第２次試験　11月17日（土）市役所本庁（②③を除
く）
▶第３次試験　12月15日（土）市役所本庁
受付期間　９月21日（金）まで（土･日曜日、祝日を除く）
８時30分～17時15分（消印有効）

申込書の請求･提出先　三原市試験委員会（職員課内
〒723-8601港町三丁目５番１号）
※郵便で請求する場合は、宛先と希望職種を記入し、
140円切手を貼った返信用封筒（33cm×24cm以上
の大きさ）を同封してください。
※市ホームページから、試験要項･申込書を取得でき
ます。

と　き　９月～12月の10回程度と式当日
ところ　城町庁舎（ペアシティ三原西館２階）ほか
内　容　成人式の企画･運営の検討
会議への出席、式当日の運営など
募集人数　10人程度
応募資格　次のいずれかを満たす人
　①�成人式に出席する、平成４年４月
２日～平成５年４月１日生まれの人

　②�５年以内に成人を迎えた人、または２年以内に成
人を迎える人で、意欲のある人

申し込み　９月14日（金）（必�
着）までに、ファクスまたはE
メールに、①現住所②名前
③性別④生年月日⑤電話
番号を記入し、青少年女性
課（☎0848･64･9234�℻ 0�
848･67･5912 seishon
en@city.mihara.hiroshi
ma.jp）へ

と　き　11月4日（日）10時～（雨天決行）
ところ　白竜湖スポーツ村公園（大和町和木）
種　目
▶マラソンの部
　①3km（小学生以上）
　②5km（中学生以上）
　③10km（高校生以上）
　④20km（高校生以上）
※④のみ制限時間160分です。
▶ウオークの部
　ふれあいウオーク4km（芋堀り･自然散策）
※家族･グループなど、誰でも参加できます。
参加費
▶マラソンの部
　大人2,500円、高校生1,200円、小･中学生1,000円

▶ウオークの部
　中学生以上1,000円、3
　歳～小学生500円
申し込み　9月14日（金）
　�までに、申込用紙（スポー
ツ振興課、市内体育施設
に用意）を白竜湖ふれあ

いグリーンマラソン大会実行委員会事務局（スポーツ
振興課内☎0848･64･7219�℻ 0848･67･5912）へ

受付期間　３日（月）から定員に達するまで　８時30
分～17時15分（土･日曜日、祝日を除く）
保険料　中学生以下=800円、高校生～64歳=1,850
円、65歳以上=1,850円または1,000円
※ベビーとお母さんの3B体操は、親子で800円。

※今年度のスポーツ教室受講生は保険料不要。
申し込み　申込書（スポーツ振興課、各支所に用意）
に保険料を添えて、スポーツ振興課か各支所へ

問職員課（市役所本庁３階）　☎0848・67・6025

職　種（試験区分） 採用予定数 受　験　資　格（年齢は来年４月１日現在）
① 一般事務職（上級） ５人程度 昭和62年４月２日～平成３年４月１日生まれの人（22～25歳）
② 一般事務職（初級） 若干名 平成３年４月２日～平成７年４月１日生まれの人（18～21歳）

③ 一般事務職
（身体障害者） 若干名

一般事務職として介助者なしに職務を遂行でき、次の⑴～⑷のすべてを満たす人
　⑴昭和57年４月２日～平成５年４月１日生まれの人（20～30歳）
　⑵身体障害者手帳を持っている人
　⑶活字印刷文による出題に対応できる人
　⑷口述による面接試験に対応できる人

④ 設備技術職（上級） 若干名 昭和60年４月２日～平成３年４月１日生まれの人（22～27歳）

⑤ 保育士･
幼稚園教諭 ５人程度 昭和62年４月２日～平成５年４月１日生まれで、保育士資格と幼稚園教諭普通免許の両方を持っ

ている人、または来年３月31日までに同資格･免許の両方を取得する見込みの人（20～25歳）

スポーツ教室の受講生を追加で募集

教　室　名 期　間 曜日 時　間 定　員
（申し込み先着順） 対　象 受講料 ところ

6

水泳

モーニング１ 10/15 ～2/25 月 10:00～11:15 16人

成　人 各9,500円

リージョン
プラザ
温水プール

7 モーニング２ 10/12 ～2/15 金 17人
8 ナイト 10/10 ～2/6 水 18:45～20:00 ５人
9 水中エクササイズ 10:00～11:15 14人
10 のんびり１ 10/15 ～2/25 月 12:00～13:15 15人
11 のんびり２ 10/11 ～2/7 木 11:45～13:00 20人
12 ひまわり 10/11 ～2/7 木 16:30～17:20 ９組 障害者手帳を持っている

幼児以上とその介助者 7,500円

13 幼児 10/15 ～2/25 月 15:30～16:20 ２人 平成18年4月2日～平
成19年4月1日生まれ 7,000円

15 親子 10/10 ～2/6 水 12:20～13:10 ４組
平成19年4月2日～平
成21年4月1日生まれ
の子とその保護者

7,500円

19 バドミ
ントン

キッズ 10/15 ～2/25 月 17:30～19:00 ５人 小学1～3年生 各5,000円 リージョンプラザ
副体育館20 ジュニア 10/9 ～2/5 火 17:30～19:30 ２人 小学4年～高校3年生

21 ナイト 10/10 ～2/6 水 18:30～20:30 ２人 高校生以上 8,000円
リージョン
プラザ
主体育館

22 ビーチ
ボール
バレー

モーニング 10/19 ～2/22 金 9:30 ～11:30 27人

成　人 各5,000円23 アフタヌーン 10/15 ～2/25 月 13:30～15:30 22人
24 ナイト 10/19 ～2/22 金 19:30～21:00 16人
25 レクリエーションスポーツ 10/11 ～2/7 木 9:30 ～11:30 33人
26

体操

シェイプアップ3B１ 10/3 ～1/30 水 10:00～11:30 ９人 成人（女性） 各5,500円 リージョンプラザ
副体育館27 シェイプアップ3B２ 10/4 ～1/31 木 19:00～20:30 10人

28 ジュニア 10/11 ～2/7 木 18:00 ～19:30� 17人 小学１～6年生 各4,000円 リージョンプラザ
主体育館29 新体操 10/19 ～2/22 金 ５人

30 親子3B 10/2 ～1/29 火 10:00～11:30 46組 子どもとその保護者 5,500円 リージョンプラザ
軽運動室

31 3Bジュニア 10/3 ～1/30 水 17:15～18:45 18人 幼児～小学６年生 4,000円
リージョン
プラザ
副体育館

32 健康づくり3B 10/1 ～2/18 月 13:30～15:00 10人 60歳以上 3,500円
33 男性のストレッチ3B 10/1 ～2/18 月 15:30～17:00 15人 成人（男性） 各5,500円34 ソフトバレーボール・ナイト 10/13 ～2/16 土 19:00～21:00 各14人 高校生以上
35 ミニバスケットボール･ジュニア 11/17 ～3/2 15:30～17:30 小学４～６年生 3,500円 田野浦小学校
39 太極拳･モーニング２ 10/10 ～2/6 水 9:30 ～11:00 13人 成　人 5,000円 本郷公民館
49 マタニティスイミング 10/4 ～3/28 木 10:00～11:00 12人 ５～９カ月の妊婦 月額上限

3,500円
リージョンプラザ
温水プール

50 ベビーとお母さんの3B体操 10/1 ～3/25 月 10:30～11:30 10組 ３カ月以上の子と
その保護者

月額
3,000円

リージョンプラザ
軽運動室

講　座　名 講　　師 と　　き ところ 定　員
■ストレス･メンタルヘルス軽減講座
①�ストレスについて･リラクゼーション法について
②�カウンセリングをヒントにして考えてみる心のほぐ
し方
③�人形劇がもたらすリラクゼーション効果について
④�心も身体もほぐれるアロマでリラックス
⑤精神科看護師の希死念慮がある患者への向き合い方

県立広島大学
　准教授　井上�誠
　准教授　宮本�奈美子
　助教　近藤�美也子
　助教　木村幸生　ほか

①９月８日（土）
②９月22日（土）
③10月13日（土）
④10月20日（土）
⑤11月17日（土）
10時～12時

県立広島大
学三原キャ
ンパス
※④はタオ
ルを持参し
てください。

各50人

申し込み　Ｅメール、はがき、またはファクスに、①講座名②郵便番号･住所③名前（ふりがな）④職業（学年）⑤電話
番号を記入し、県立広島大学三原キャンパス内三原シティカレッジ係（〒723-0053学園町１番１号☎0848・60・
1120�℻ 0848･60・1134 mrenkei@pu-hiroshima.ac.jp）へ

運営ボランティアの募集
と　き　11月４日（日）10時～14時
内　容　参加者の受け付け、給水所の補助など
定　員　10人（申し込み先着順）
申し込み　９月14日（金）までに、スポーツ振興課へ

受講料 無料

問スポーツ振興課　☎0848・64・7219 ※一般事務職（上級）は、７月22日に実施した第１次試験を受験した
人は受験できません。

一緒にまちづくりをしませんか新成人のつどい（成人式）の実行委員

第29回白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会への参加者

三原シティカレッジ（市民講座）の受講生

市職員を募集 【来年４月１日採用予定】


