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町からのお知らせ、募集など各種情報をお届けします。

【第 41 回 三島町生活工芸品展】
出展作品募集のお知らせ
例年３月に開催の「全国編み組工芸品展」は、先にお知らせしておりますと
おり新型コロナウイルス感染症の影響により中止としておりますが、同時開催
の「三島町生活工芸品展」につきましては、昨年同様に審査・表彰のみを実施
いたします。
（新型コロナウイルスの感染状況によっては変更もございますの
で、ご了承ください。
）
つきましては、出展作品を募集しますので、生活工芸館で配布している申し
込み用紙に記入の上、作品と共に生活工芸館へお申し込みください。

三島町内におけるコロナワクチン追加
（３回目）接種のお知らせ
１．対象者について
18 歳以上の方で 2 回目の接種終了から６～８ヶ月以上経過した方

２．接種券について
２回目の接種と同じ方法で接種します。
（例）２回目の接種で集団接種をした方は集団接種となります。

①個別接種（場所：県立宮下病院）
２月２日㊌から接種開始
毎週 ㊊（60 名）
・㊌㊍㊎（各 15 名） 週４日実施

◆出品条件 ①編み組・木工・染織等の手作りの工芸品であること。

※年齢の高い順より接種を実施していきます。

②三島町在住の方の作品であること。
◆出 品 料

②集団接種（場所：町民センター大ホール）

無料

○２月 10 日㊍午前９時～午後５時

◆出品締切

令和４年３月６日㊐

◆そ の 他

表彰・展示・販売等の方法につきましては、新型コロナウイルス

対象者：75 歳以上
○３月３日㊍午前８時～午前 11 時 30 分

感染症の感染状況を踏まえ決定し、改めてお知らせいたします。

対象者：65 歳以上～ 74 歳未満の方
○３月 10 日㊍午前８時～午前 11 時 30 分

問生活工芸館 ☎（48）5502

令和３年度 冬のものづくり教室の
中止について
１月８日より開始しました令和３年度「冬のものづくり教室」につきまして、

対象者：18 歳以上～ 65 歳未満の方

３．接種券について
75 歳以上の方におきましては１月 14 日㊎に送付しております。
18 歳以上～ 74 歳未満の方におきましては２月４日以降順次送付予定です。
都合の悪い方は、町民課保健福祉係までご連絡ください。
問町民課

県内における感染状況等を踏まえ、令和３年度における開催を中止といたしま
すので、お知らせいたします。

三島町／三島町生活工芸運動友の会
問生活工芸館 ☎（48）5502

※

保健福祉係 ☎（48）5565

～目指せ！健康寿命＋ 10 歳 ( プラステン ) ～

ポ

三島町健康講座のお知らせ

三島町健康講座は、健康づくり・介護予防に関心がある方や身体機能の低下

IP 告知端末（テレビ電話）の
放送等の一時停止について
現在ご利用いただいております町のテレビ電話の点検を行います。そのため、
下記の日程でテレビ電話からの町の放送等は利用できなくなります。
（
「サーバー
との接続がタイムアウトしました」
「接続に失敗しました」などのように画面が

や健康面に不安がある方が、様々なゲームやレクリエーション・ものづくり・
運動などを通して、楽しみながら健康づくりに取り組む定期的な集いの場です。
「人と会っておしゃべりしたい」
「とにかく出掛ける場所が欲しい」方も大歓迎
です！
※新型コロナウイルス感染予防対策を講じながら実施します。
○日 時 ①１月 27 日㊍

②２月３日㊍
いずれも午前 10 時から正午頃まで

表示されますが故障ではありません。
）
画面上はいつもと違う表示となりますが、
電話は通常通り利用できます。なお、
役場内にある機器の点検であるため、各家庭を訪問することはありません。御
理解と御協力をお願いいたします。

○会 場 町民センター ふれあいの間
○持参物 健康ポイントカード、飲み物、筆記用具
○内 容 ①１月 27 日 ゲームレクリエーション「スローイングビンゴ」

【放送等停止予定日時】※時間が前後する場合がありますのでご了承ください。
○ ２月８日㊋ 9：30 ～ 10：15 頃
○ ２月９日㊌ 13：00 ～ 17：00 頃
問総務課

総務係 ☎（48）5511

防災行政無線戸別受信機の使用について

②２月 ３日 てわっさ「折り紙で小箱づくり」
問地域包括支援センター ☎（48）5045

※

ポ

公民館教室のお知らせ

下記のとおり公民館教室を開催いたします。初心者の方でも安心して参加い
ただけるプログラムを行っていますので、是非ご参加ください。
※新型コロナウイルス感染予防対策を講じながら実施します。

町民の皆様のご自宅に設置させていただいた、防災無線の戸別受信機 ( 白い
ラジオのような機械 ) について、使用方法のご確認をお願いします。戸別受信
機は、通常時はコンセントを電源として作動しています。停電時等は内蔵の乾
電池にて作動しますが、下記の点にご注意のうえ、再度使用方法のご確認をお
願いします。

●ヨガ教室 講師 ヨガインストラクター 大竹 沙紀 先生

〇停電した場合は、内蔵の乾電池で作動しますが、2 ～ 3 日で電池が切れ、受
信できなくなります。停電が何日も続いた場合や何度か停電があり、電池の
残量が気になる場合は、電池の交換をお願いいたします。
また、緊急時の放送を受信できるよう、普段の通電状態と、内蔵電池の残量
のご確認をお願いいたします。

●太極拳教室 講師 植村 明恵 先生

問総務課 総務係 ☎（48）5511

※ ポ …みしま健康ポイントの対象です。カードをご持参ください。

月 日

時 間

会 場

（昼の部）２月 ４日㊎

10：00 から 11：00 まで

（夜の部）２月 22 日㊋

18：30 から 19：30 まで

町民センター
ふれあいの間

月 日
２月７日㊊

２月 16 日㊌

時 間

会 場

18：30 から 20：30 まで

町民センター
大ホール
問公民館 ☎（48）5599
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求人情報
職 種
雇用期間
年齢

【問】三島町無料職業紹介所（地域政策課内） ☎（48）5533

保養センターひだまりの管理業務
（入湯料徴収・清掃・設備の管理等）
令和４年３月１日～令和４年３月 31 日（更新の可能性あり）
18 歳～ 65 歳（応相談）

就業時間

① 9：00 ～ 11：00（２時間・休憩なし）清掃業務
② 13：30 ～ 18：00（4.5 時間・休憩なし）受付・清掃業務
③ 18：00 ～ 20：30（2.5 時間・休憩なし）受付・清掃業務

賃金形態

時給 830 円

休日

週あたり５～６日

必要な資格等

その他

なし
○勤務日・勤務時間について
㊐㊗に勤務できる方を募集します。
主に② 13：30 ～ 18：00 の勤務を担当していただきます。
○雇用期間について
今回の雇用期間は３月 31 日までとなりますが、次年度以降更新する場合があります。

選考方法
選考

日時
携行品
面接場所

面接・書類選考
随時
履歴書
三島町高齢者生活福祉センター福寿草

担当係

社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑 総務係

連絡先

0241-48-5033

職 種

特別養護老人ホーム桐寿苑の調理スタッフ（パートタイム職員）

雇用期間
年齢
就業時間
※①～④のシフト制

令和４年２月１日～令和４年３月 31 日（更新の可能性あり）
18 歳～ 65 歳（応相談）
①早番
②早番
③遅番
④遅番

5：30 ～ 14：30（8 時間）
6：30 ～ 10：30（４時間・休憩なし）
10：00 ～ 19：00（8 時間）
15：00 ～ 19：00（4 時間・休憩なし）

賃金形態

時間給 850 円（早番①②を勤務した場合は、早出手当あり）

加入保険

雇用・労災・健康・厚生（勤務時間に応じて加入）

休日
必要な資格等

週あたり３～５日
不問 ※調理師免許あれば尚可
○業務内容について
調理業務の補助を行っていただきます。
（食材加工、盛り付け、食器洗浄、厨房内清掃など）

その他

○勤務日・勤務時間について
勤務日数は週２日以上勤務できる方を募集します。
勤務時間は①～④のうち、いずれか１種類のみ勤務できる場合も応募可能です。
○雇用期間について
今回の雇用期間は３月 31 日までとなりますが、次年度以降更新する場合があります。

選考方法
選考

日時
携行品
面接場所

面接・書類選考
随時
履歴書
特別養護老人ホーム桐寿苑

担当係

社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑 総務係

連絡先

0241-48-5033

備考

正職員の調理スタッフも随時募集していますので、詳しくはお問い合わせください。
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