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「糖尿病の合併症予防」
安西　慶三医師（佐賀大学医学部附属病院）

平成26年2月22日（土）
13：20～16：00（開場 12：45）
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多久市役所　健康増進課　健康増進係　☎0952（75）3355

主催：小城市・多久市　共催：多久・小城地区医師会、小城・多久歯科医師会、佐賀中部保健福祉事務所
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相談コーナー紹介
15：00～16：00

「ウイルス性肝炎とメタボリックシンドローム」
森田　恭代医師（医療法人　清和会　長田病院）

問い合わせ・申し込み先

興味のあるコーナーをのぞいてください！

大切な足
を

守ろう！

気軽に声
を

かけてく
ださい！

糖尿病、

肝臓病、

腎臓病の
こと、

なんでも

聞いてく
ださい！

正しい食
事、

正しい服
用！

内科医師 島内先生 内科医師 黄先生

内科医師 野田先生 薬剤師 石松さん

歯科医師 尾鷲先生 眼科医師 財前先生

看護師 江頭さん

管理栄養士 鶴丸さん

お口のこ
とについ

て

何でも聞
いてくだ

さい。

眼科
コーナー

歯科
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栄養
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糖尿病、肝臓病、腎臓
コーナー フットケア

コーナー
お薬
コーナー

SAGA

国保

国 保 通 信
　肝がん・糖尿病予防講演会を小城市と関係機関との共催で行います。
　今回は、専門の医師や医療スタッフによる健康相談もありますので、
気軽にご参加ください。
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多久市職員
■試験区分（採用予定）�多久市立病院看護師（若干名）
■受験資格　看護師免許取得者
■試験日　 ２ 月２５日㈫　１４時～（場所：多久市立病院）
■採用予定　平成２６年 ４ 月 １ 日㈫
■申込期間　 ２ 月 ３ 日㈪～ ２月１９日㈬　（消印有効）
■受験申込書類等の取得
　・市役所総務課人事係で配布
　・多久市のホームページからダウンロード
　・�郵便請求（住所、氏名、電話番号を明記し、
１２０円分の切手を同封のうえ、封筒に「採用試
験申込書請求」と朱書き）

臨時職員
■募集区分
　①一般事務
　②保健師・看護師・管理栄養士
■申込方法　市販の履歴書を記入し、提出してください。
①一般事務
■応募資格　多久市内居住者
■雇用条件　条件は業務により変更があります。
　業務内容　パソコン入力ほか事務補助、受付等
　勤務条件　月～金曜日　 ８時３０分～１7時１５分
　賃　　金　日額　６，３６０円
　保険適用　雇用形態により社会・雇用保険適用
　雇用期間　 １期間 ４か月以内（更新の場合有）
■申込期間　 ２ 月１２日㈬～ ３月１０日㈪
■採用方法　�応募者を名簿登録し、募集する課が選

考採用します。

②保健師・看護師・管理栄養士
■応募資格　保健師・看護師・管理栄養士の資格保持者
■雇用条件
　業務内容　健康づくりに係る業務
　勤務条件　月～金曜日　 ８時３０分～１7時１５分
　　　　　　（月に１7日以内）
　賃　　金　保健師・看護師　日額　８，２２０円
　　　　　　管理栄養士　　　日額　６，６６０円
　保険適用　社会・雇用保険適用
　雇用期間　 ４月 １日～平成２7年 ３ 月３１日
■申込期間　 ２ 月１２日㈬～ ２月２８日㈮
■採用方法　面接試験を実施します。（日時等は後日通知）

■雇用条件
　業務内容　学校業務全般（市内小中学校）
　応募資格　多久市内居住者、普通自動車免許取得者
　勤務条件　（原則）月曜日～金曜日
　　　　　　 7時３０分～１４時３０分（ ６時間）
　賃　　金　月額　１３１，7００円
　保険適用　社会保険・雇用保険適用
　雇用期間　平成２６年 ４ 月 １ 日～平成２7年 ３ 月３１日
　　　　　　※ただし、 ５年間を限度として更新可
■受付期間　 ２ 月 ３ 日㈪～ ２月２８日㈮
　　　　　　（土・日・祝日を除く ８時３０分～１7時１５分）
■採用試験　面接・作文　 ３月 ９日㈰
　　　　　　※会場等は後日連絡します。
■問い合わせ・申し込み
　〒８４６-８５０１　多久市北多久町大字小侍 7番地 １
　多久市教育委員会　教育総務課　☎7５−３４５０
　※郵送での請求の場合は、事前にお問い合わせください。

平成２６年度
採用の多久市職員・臨時職員を募集します

学校業務員（非常勤職員）を募集します

職員の研修等の状況
研修の実施状況　平成２４年度に実施したうち主なものを掲載

研修名 実施機関 受講対象者 修了者数
自治大学 自治大学校 ４ ４
階層別研修 佐賀県自治修習所 他 3７ 3７
専門実務研修 市町村職員中央研修所 他 ５８ ５８
能力開発研修 佐賀県自治修習所 他 ２１ ２１
勤務評定研修 市 全職員 １3０
人権・同和問題研修 市 全職員 １４５

行政からのお知らせ

加入申し込みの受け付けを始めました
■問い合わせ　市民生活課�生活環境係　☎7５−６１１7

　交通災害共済制度は、交通事故に
あわれた人に対する見舞金の制度で
す。
共�済期間　 ４ 月 １ 日～翌年 ３月３１日（中途加入の場合
は、加入された日の翌日から翌年の ３月３１日まで）
掛 け 金　 １ 人�５００円（中途加入の場合も５００円）
申込方法
　 １ ．�各世帯に配布した加入申込書に、住所・氏名・

電話番号と加入者の氏名・加入者数・金額を
記入してください。

　 ２ ．�申込書に加入者の人数分の掛金を添えて、お
近くの郵便局または市役所で加入手続きを
行ってください。（振込手数料不要）

　 ３ ．�受領した「加入者証兼領収書」は大切に保管
ください。

平成２６年度�交通災害共済

■申し込み　〒８４６-８５０１　(所在地の記入不要)
　　　　　　　多久市�総務課�人事係(市役所 ３階)
　持参　土・日曜日、祝日を除く ８時３０分～１7時１５分
　郵送　特定記録郵便で提出(期限日消印有効)
　多久市ホームページ（職員採用情報）
　http://www.city.taku.lg.jp/
■問い合わせ　総務課人事係　☎7５−２１１２


