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1．児童クラブ支援員を募集しています 

 放課後児童クラブの支援員を募集しています。子どもたちとふれあうことが好きな方、

仕事を通して子どもたちから元気をもらいませんか？ 

  

 

 ＜募集要件＞ 

 保育士、幼稚園教諭、小学校教諭等の資格をお持ちの方や、学童保育に熱心に取り組

んでいただける方でおおむね 55 歳までの方。 

 

 ＜勤務条件＞ 

 ①勤務時間等 

  ・毎年４月１日から翌年３月 31 日まで 

  ・シフト制（週３～４日程度） 

  ・平日…午後１時から午後６時 30 分まで 

  ・土曜日、長期休業期間…午前７時 30 分から午後１時 30 分まで、 

午後１時から午後６時 30 分までの二交代制 

 ②支援員手当  968 円／時 

 ③勤務場所   市内の小学校内に設置されている児童クラブ全 35 校 

（詳しくはお問い合わせください。） 

 ④勤務内容   放課後、保護者が家庭にいない児童の見守り、事務作業 

 

 ＜応募方法＞ 

 事前に電話連絡の上、こども未来課まで履歴書を直接御持参ください。 

 

 

 

 

 

【この件に関するお問合せ先】 こども未来課 TEL 924-3801 
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２．郡山市議会６月定例会日程について 

 前号（６月１日号）でお知らせしました６月定例会につきまして、代表質問・市政一

般質問の質問者が決まりましたので、６月 15 日以降の日程を改めてお知らせします。 

《平成 29 年郡山市議会６月定例会会議日程表》 

月  日 日  程 備  考 

６月 15 日(木) 代表質問  

16 日(金) 代表質問  

17 日(土) （休会）  

18 日(日) （休会）  

19 日(月) 市政一般質問 【請願締切 午後５時】 

20 日(火) 市政一般質問  

21 日(水) 市政一般質問  

22 日(木) 市政一般質問  

23 日(金) 常任委員会  

24 日(土) （休会）  

25 日(日) （休会）  

26 日(月) 常任委員会  

27 日(火) 事務整理日（休会）  

28 日(水) 本会議―閉会  

 

【代表質問】 ５名 

○６月 15 日（木）            ○６月 16 日（金） 

１ 佐藤 政喜（志翔会）    40 分   ３ 伹野 光夫（郡山市議会公明党）40 分 

２ 石川 義和（新政会）    40 分   ４ 飛田 義昭（社会民主党） 20 分 

５ 高橋 善治（日本共産党郡山市議団）20 分 

【市政一般質問】 11 名 

○６月 19 日（月）            ○６月 20 日（火） 

１ 蛇石 郁子（虹とみどりの会） 20 分   ４ 箭内 好彦（無所属の会） 30 分 

２ 田川 正治（郡山市議会公明党）30 分   ５ 森合 秀行（志翔会）   30 分 

３ 飯塚 裕一（社会民主党）  30 分   ６ 佐藤 栄作（志翔会）   30 分 

  

○６月 21 日（水）            ○６月 22 日（木） 

７ 會田 一男（新政会）    30 分   10 近内 利男（志翔会）   30 分 

８ 折笠 正 （新政会）    30 分   11 久野 三男（志翔会）   30 分 

９ 岩﨑真理子（日本共産党郡山市議団） 30 分 

 

 
【この件に関するお問合せ先】 議会事務局総務議事課 TEL 924-2521 

会議開始時間について 
 

 本会議、代表質問、市政一般質問、 
常任委員会の会議開始は午前１０時
です。 
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3．福島大学の公開授業を開催します 

 郡山市と福島大学は、農業と食品産業の一層の発展を目指し、震災からの復興と風評

の払しょくを図るため、専門家による「ふくしま未来 食・農教育プログラム」公開授業

を開催します。 

 

  

『発酵学が福島の未来を拓く』 

           講師 小泉 武夫 氏 

           所属：福島大学 農学系教育研究組織設置準備室 客員教授 

           専門：食文化論、発酵学、醸造学 

  

  【日 時】 平成 29 年 6 月 26 日（月）午後６時から８時まで 

  【会 場】 郡山市役所 本庁舎２階 特別会議室 

  【対象者】 農業者、食品関連事業者、一般の方などどなたでも 

  【料 金】 無料（事前申込不要） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

4．郡山市刊行物等配布謝礼金等報告書の提出について 

 ６月１日付けで各町内会長宛てに依頼しております「郡山市刊行物等配布謝礼金及び

町内会長等行政連絡謝礼金に係る報告書」の提出期限は、６月 30 日（金）です。期限内

の提出に御協力をお願いします。 

 

 

 

 

【この件に関するお問合せ先】 農業政策課 TEL 924-2201 

【この件に関するお問合せ先】 市民・NPO 活動推進課 TEL 924-3471 
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５．市民公開講座 優しさを伝えるケア技術「ユマ二チュード○Ｒ」 

～認知症になっても安心して暮らせる地域を目指して～の御案内 

 ユマ二チュード○Ｒとは、フランスで 35 年以上の歴史を持つ認知症の方へのケアメソッ

ドです。この度ユマ二チュード○Ｒの創始者の一人であるイヴ・ジネスト先生をお迎えして

講演会を行います。ぜひ御参加ください。   

 〈第一部〉 講演 

「ユマニチュード○Ｒ  ～優しさを伝えるケア技術～ 

       認知症になっても安心して暮らせる地域を目指して」 

        講師：イヴ・ジネスト先生（ユマニチュード創始者） 

〈第二部〉 実践報告 

「ユマニチュードの取り組み 

～郡山市医療介護病院におけるユマニチュードの取り組み」 

        発表者：郡山市医療介護病院 看護部 

        助言者：本田 美和子先生 

（独立行政法人国立病院機構東京医療センター総合内科 医長） 

            イヴ・ジネスト先生（ユマニチュード創始者） 

【日 時】  平成 29 年７月１日（土） 午後１時３０分から４時３０分まで 

【会 場】  ふくしま医療機器開発支援センター 大会議室 

       （郡山市富田町字満水田 27-8） 

【対 象】  郡山市民、市内に勤務している医療機関関係者、地域包括支援センター、

居宅介護支援事業所介護支援専門員、介護保険事業所関係者等 

【定 員】  250 名（参加無料 受付順） 

【参加申込】 郡山市医療介護病院 企画調整課へ FAX（024-934-1070）または 

電話（024-934-1240）にてお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

【編集／発行】 郡山市 市民・ＮＰＯ活動推進課 

                    ＴＥＬ９２４－３４７１ 
                ※ふれあいネットワーク情報は、本市ウェブサイトおよび 

郡山市自治会連合会ウェブサイトへの掲載も行っており 

ますので、併せてご確認ください。 郡山市はセーフコミュニティに取り組んでいます 

【この件に関するお問合せ先】 地域包括ケア推進課 TEL 924-3561 


