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募 集

Classiﬁeds
●市営住宅入居者募集
■御馬寄団地（御馬寄：募集１戸）
建設年度 昭和42年度
構造等 簡易耐火構造平屋２Ｋ
家賃 3,200円〜5,300円
■望月団地（望月：募集１戸）
建設年度 平成７年度
構造等 中層耐火構造３ＤＫ
家賃 16,200円〜26,800円
入居指定日 ４月１日㈫
資格 次の条件をすべて満たす方
①同居親族があること（御馬寄団地
は昭和31年４月１日以前に生まれた
方などに限り単身で入居可）
。
②収入が公営住宅法施行令に定める
金額を超えていないこと。
③住宅に困窮していることが明らか
であること。
④佐久市に在住しているか、佐久市
内に勤務先があること。
⑤市税等の滞納がないこと。
⑥入居指定日に入居可能であること。
⑦入居申込者及びその同居者となる
方が暴力団員ではないこと。
※入居が決定した場合は、連帯保証
人（佐久市内在住の方）２人が必要
となります。
受付 ３月３日㈪〜14日㈮午後５時
申込 市営住宅入居申込書に市の指
定する書類を添えて、建築住宅課住
宅管理係または各支所経済建設課へ
お申し込みください。申込者が募集
戸数を超えるときは、公開抽選の方
法により入居者を決定します。詳し
くは、建築住宅課住宅管理係（☎市
・内線349）または各支所経済建設
課へお問い合わせください。
【随時募集団地】
■下越団地（特定公共賃貸住宅）
建設年度 平成７年度
構造等 中層耐火構造
56,000円
家賃 ３ＤＫ
１ＬＤＫ 43,000円
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●平成20年度佐久市臨時職員募集
市では、次により平成20年度の臨
時職員を募集します。
職種 一般事務職
応募要件 ◆パソコン（ワード、エ
クセル）による事務処理が可能な方
◆市役所本庁および支所等に通勤可
能な方
勤務期間 採用の日〜平成21年３月
31日（６か月任用後５か月更新）
勤務時間 午前８時30分〜午後５時
30分（休憩１時間）
休日 土・日曜日および祝日
休暇 勤務期間等により最高10日
賃金 日額5,900円
社会保険 雇用保険・健康保険・厚
生年金加入
申込書配布 ３月３日㈪〜31日㈪
※職員課および各支所総務課で配布。
市ホームページからも印刷可能。
受付期間 ３月31日㈪まで
選考方法 書類選考および面接
申込・問合せ 職員課人事係（☎市・
内線424・425）
●手話奉仕員養成講座（入門課程）
聴覚障害者のコミュニケーション
を理解し、社会参加を支援する手話
のわかる人を養成するため、手話奉
仕員養成講座（入門課程）を開催し
ます。
対象 佐久市・小諸市・北佐久郡・
南佐久郡在住で、下記の条件を満た
す方
◆手話の経験がない、または手話サ
ークル在籍２年未満で、手話を習得
して活動する意欲のある方
◆全課程出席できる方
日時 ５月14日㈬〜毎週水曜日（全
18回） 各回とも午後７時〜９時
会場 ボランティアセンター
定員 20人（申込者多数の場合は、
抽選）
参加費 3,000円（別途、テキスト
代1,500円程度）
申込締切 ４月30日㈬まで
申込・問合せ 障害者自立生活支援
センター（☎64-0212）

市佐久市役所☎ 62-2111

臼臼田支所☎ 82-3111

●古文書を読む会参加者募集
日時 ４月10日㈭〜（毎月第２木曜
日）午後７時30分〜
会場 五郎兵衛記念館
参加費 無料（ただし、テキスト代
は実費）
申込・問合せ 五郎兵衛記念館
（☎58-3118）
●スポーツ教室参加者募集
《少年少女対象》
■レスリング（５歳以上小学６年生）
日時 ４月12日㈯〜６月21日㈯の
土曜日（10回） 午後２時〜４時
会場 佐久市総合体育館
定員 30人
参加費 1,500円
■ダンススポーツ（小・中学生）
日時 ４月13日㈰〜６月22日㈰の
日曜日（10回）午前９時30分〜11時
会場 佐久市勤労者体育館
定員 40人
参加費 1,500円
■少林寺拳法（小学生）
日時 ４月９日㈬〜６月11日㈬の
水曜日（10回）午後６時〜７時30分
会場 佐久市営武道館
定員 40人
参加費 1,500円
《一般対象》
■ソフトバレーボール
日時 ４月11日㈮〜６月13日㈮の
金曜日（10回） 午後７時30分〜９
時30分
会場 望月総合体育館
定員 40人
参加費 2,500円
申込・問合せ いずれの教室も参加
費を添えて、体育課（佐久市総合体
育館内・☎62-2020）または各地区
体育係にお申し込みください。
●消防団員および音楽隊員募集
消防団は、消火活動のほかに広報
活動や防災活動など、地域になくて
はならない存在です。あなたも参加
してみませんか。
問合せ 消防団管理室
（☎市・内線711）

浅浅科支所☎ 58-2001

望望月支所☎ 53-3111

◉弥生

●第４回佐久市壮年ソフトボール大会
期間 ５月11日㈰〜７月末（予定）
会場 市内中学校グラウンドほか
チーム編成および参加費
■ファーストピッチの部
昭和43年４月１日以前に生まれた
佐久市民男子で編成すること
参加費 １チーム10,000円
■スローピッチの部
昭和43年４月１日以前に生まれた
佐久市民男子および女子２名（年齢
制限無し）以上で編成すること
参加費 １チーム5,000円
受付 ４月11日㈮まで
申込 体育課にある所定の申込用紙に
参加費を添えてお申し込みください。
問合せ 体育課（佐久市総合体育館
内・☎62-2020）

3月

●家庭児童相談
■家庭児童相談室（祝日を除く）
日時 ㈪〜㈮、午前９時〜午後４時
相談員 小林子ども特別対策推進員
相談電話 ☎市・内線214
■各児童館（下越児童館は除く）
日時 ㈪〜㈮、午後１時〜４時
相談員 各児童館長

●国民年金出張相談窓口を開設します
小諸社会保険事務所の職員による
出張相談窓口を開設しますので、ご
利用ください。なお、事前の予約は
必要ありませんので、直接会場にお
越しください（受付順に相談に応じ
ます。少しお待ちいただくこともあ
りますので、ご了承ください）
。
■「ねんきん特別便」に関係する相談
●教育・いじめ相談
日時 ３月10日㈪
午前９時30分〜午後４時
■教育委員会教育相談室（祝日を除く）
会場 市役所市民ホール
日時 ㈪〜㈮、午前９時〜午後４時
■国民年金保険料の納付に関する相談
相談員 スクールメンタルアドバイ
ザー等
日時 ３月25日㈫・26日㈬
本庁相談室（☎ 市・内線 369）
午前10時〜午後５時
臼田支所相談室（☎臼・内線 259） 会場 市役所市民ホール
浅科支所相談室（☎ 浅・内線 61）㈫・㈭
問合せ 市民課年金係
望月支所相談室（☎望・内線400・181）
（☎ 市・内線251）
■中学校相談室（休校日を除く）
時間 午後１時〜４時
浅間中学校
Advice
Guidance
期日 ㈪・㈫・㈭
相談員 佐藤アドバイザー
●不動産評価等の無料相談会
●第33回健康ネットワーク21
直通相談電話 ☎67-7250
不動産評価に関する事項について、
病院整備事業竣工記念講演会
野沢中学校
不動産鑑定士が相談に応じます。
期日 ㈪・㈫・㈭
日時 ３月20日㈭
日時 ４月１日㈫
相談員 堀田アドバイザー
午後３時30分〜５時
午前10時〜午後４時
直通相談電話 ☎62-2551
会場 佐久勤労者福祉センター
会場 野沢会館１階103号会議室
中込中学校
第５会議室（２階）
内容 売買、交換、相続、借地、担
期日 ㈪・㈫・㈭
演題 「いま、私たちにできることっ
保、賃貸借等に係る不動産評価
相談員 中島アドバイザー
て何だろう？」
問合せ ㈳長野県不動産鑑定士協会
直通相談電話 ☎62-6810
講師 地域で安心して子供を産み育
（☎026-225-5228）
東中学校
てることが出来ることを望む会
期日 ㈪・㈭
代
表 倉石知恵美さん
●行政相談
相談員 小平アドバイザー
事務局長 佐野雅生江さん
■あいとぴあ臼田
直通相談電話 ☎67-7366
参加費 無料
日時 ３月14日㈮
臼田中学校
問合せ 浅間総合病院地域医療室健
午後１時30分〜４時
期日 ㈪・㈫・㈭
康管理科（☎67-2295・内線5150）
■浅科支所
相談員 金森アドバイザー
日時 ３月17日㈪午後１時〜４時
直通相談電話 ☎82-2130
●日本語字幕付映画上映会
■望月支所３階会議室
浅科中学校
日時 ３月23日㈰ 午後１時30分〜
日時 ３月25日㈫午後１時〜４時
期日 ㈫・㈮
３時30分（受付は午後１時〜）
問合せ 庶務課庶務係
相談員 小平アドバイザー
会場 佐久創造館201会議室
（☎市・内線495）
相談電話 ☎58-2101㈹
内容 「千の風になって」
望月中学校
定員 50人（先着順）
●交通事故巡回相談
期日 ㈪・㈫・㈭
参加費 無料
日時 ３月14日㈮・28日㈮
相談員 山下アドバイザー
問合せ 長野県聴覚障害者情報セン
午前10時〜午後３時
直通相談電話 ☎53-3330
ター（☎026-295-3530）
会場 佐久地方事務所

相談コーナー

市佐久市役所☎ 62-2111

臼臼田支所☎ 82-3111

ご 案 内

浅浅科支所☎ 58-2001

望望月支所☎ 53-3111
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