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ハローワーク
　北信地域求人情報 ７月分
　掲載する情報を「求人情報」のみにしぼり、北信
地域一帯の情報を掲載しています。
　■有効求人倍率（　）内は前月
　　全数　　　　　　５月　0.48倍（０.54）
　　うち常用・パート　５月　0.43倍（0.50）
　　（※臨時・季節職員を除く）
　■お問い合わせは
　　　飯山公共職業安定所　TEL 62-8609
職　　種 求人数 年　齢 賃金（万円） 事業内容 就業場所

ソフトウェア開発スタッフ １ 30以下 16.0～30.0 電子デバイス製造業 木島平村

施設運営管理・事業企画 １ 不　　問 16.0 その他の運輸に附帯するサービス業 飯山市

漬物・ビンカン・惣菜製造 ２ 不　　問 12.3～15.8 農産保存食料品等製造業 木島平村

接客全般 ６ 不　　問 15.0～19.0 旅館、ホテル 飯山市

野沢菜漬加工現場作業 ２ 不　　問 14.0～16.0 農産保存食料品等製造業 飯山市

４トントラックドライバー １ 不　　問 18.0～20.0 一般貨物自動車運送業 飯山市

製造 ３ 不　　問 14.0～15.8 その他の鉄鋼業 飯山市

建設作業員 １ 不　　問 18.0～30.0 一般土木建築工事業 飯山市

土木現場作業員 １ 不　　問 19.2～21.6 一般土木建築工事業 飯山市

パソコン部品のピッキング ２ 不　　問 12.0 電子計算機・同付属装置製造業 飯山市

介護員 ３ 不　　問 14.9～15.4 市町村機関 中野市ほか

パネル製作 １ 35以下 15.0～20.0 一般土木建築工事業 飯山市

電気工事士 １ 39以下 16.0～17.0 電気工事業 栄村

交通規制警備 ５ 18以上 15.4～18.9 警備業 千曲市

自動車整備職 １ 59以下 18.1～20.8 自動車小売業 飯山市

寿司製造・販売・接客 ８ 不　　問 時給750～880円 すし店 飯山市

清掃 １ 不　　問 時給750円 酒場、ビヤホール 飯山市

警備職員 10 18以上 時給725～775円 警備業 飯山市ほか

警備員 ３ 18以上 時給830～900円 警備業 飯山市ほか

一般事務、経理 １ 不　　問 時給800円 一般貸切旅客自動車運送業 飯山市

清掃業務 １ 不　　問 時給730円 建物サービス業 飯山市

介護員 ２ 不　　問 時給760～1200円 老人福祉・介護事業 飯山市

キノコ作業全般 ３ 不　　問 時給700～750円 その他の食料品製造業 飯山市ほか

製造・販売 ２ 不　　問 時給760円 その他の食料品製造業 飯山市

宅急便の受付事務 １ 不　　問 時給750～800円 一般貨物自動車運送業 飯山市

ハンバーガー ５ 不　　問 時給750円 その他の飲食店 飯山市

販売 ４ 不　　問 時給760～850円 その他の各種商品小売業 飯山市

接客サービス ２ 18以上 時給1000～1250円 遊戯場 飯山市

訪問介護員 ３ 59以下 時給1300円 農林水産業協同組合 飯山市

車輌、重機等の洗車 １ 不　　問 時給700～800円 産業用機械器具賃貸業 飯山市

■全国版インターネットサービスのご利用を！
インターネットで日本全国のハローワークの求人情
報を下記のアドレスから検索できます。

https://www.hellowork.go.jp
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　ごみ減量やリサイクルなど、ごみに対する認識を深めてい
ただくことなどを目的に、6月19日、エコパーク寒川において、
「第2回エコパーク寒川フェア」が開催されました。
　今回のフェアでは、施設を案内
するビデオ上映や、エコ展示、ご
みの分別、ダンボール堆肥の作り
方講習などのほか、廃油を利用し
たキャンドルやせっけんづくり体験
などが行われ、１０００人以上の来
館者を迎えていました。
　また、野外会場では、地元藤沢
区や岡山小学校の協力による、旬
のタケノコなどや児童手作りのし
おりなどが販売され、午前１０時の販売開始を前に、長い行

列ができていました。
フェア会場には、竹の
子汁や焼却熱を利用
した温泉卵も振る舞わ
れ、来場者は買物や
体験を楽しみながら、
旬の味覚にも舌鼓を
打っていました。

地域連携のもと、エコ活動などをアピール
　第2回 エコパーク寒川フェア開催

6月19日　エコパーク寒川（岡山地区藤沢）

第 23回 　メール語

　飯山仏壇の伝統技術である彫金・蒔絵・彫刻などの体験
を行うことで伝統技術に親しんでもらおうと、飯山仏壇協同
組合が主催する「奥信濃
特産まつり」が７月3日、
愛宕町仏壇通りで開催さ
れました。
　当日は伝統技術の体験
のほか、恒例のジャンボ
そうめん流しや愛宕町の
皆さんによるナギナタ、獅
子舞、天狗の火の舞、神
輿など多くのイベントが
行われ、天気にも恵まれ
たイベント会場の仏壇通
りは多くの来場者で賑わ
いを見せていました。

伝統の技にふれよう！　飯山仏壇ふれあいフェア2011
　第 27回 奥信濃特産まつり開催

7月3日　飯山市愛宕町

　かねてから準備委員会などで協議を進めていた飯山ス
キー100周年事業の推進について、「飯山スキー100周年
記念事業実行委員会」が正式に発足し、６月21日、第１回
会議が開催されました。
　会議冒頭足立市長は、
「長野県で初めてスキー
が伝えられた飯山市のス
キー100周年を、各組
織連携して盛り上げてい
きたい」と延べました。
　会議では、会長に足立市長、副会長に清水体育協会会長
および月岡副市長がそれぞれ選出され、スキー100周年事
業の方向性、各団体や長野県、飯山市で現在までに計画さ
れている事業等について確認が行われ、各分野ごとに５つの
専門部会を設置し、事業推進にあたることを決定しました。
　今後、長野県をはじめ、関係組織との連携のもと事業推進
する予定です。

飯山スキー100周年を前に正式発足！
　飯山スキー100周年記念事業実行委員会

6月21日　飯山市役所

■応募部門　絵画、手芸、工芸、書道、写真
　　　　　　（平成 22年 8月以降に制作した作品）
■応募資格　県内に住所を有する障害児・者
■応募方法　作品の規格などは、市役所保健福祉課まで
　　　　　　お問い合わせください。
■応募締切　8月 12日（金）
■問合せ先　飯山市役所保健福祉課障がい福祉係
〒 389-2292 飯山市大字飯山 1110-1 ☎ 0269-62-3111

■応募部門　「私の希望部門」　「自由部門（自由吟）」
■応募資格　県内に住所を有する人（各部門１人１句）
■応募方法　郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記の
　うえ、部門名と作品を正確に楷書し、ふりがなをつけ、
　官製はがきかＡ４判の用紙で応募。
■応募締切　9月 2日（金）
■応 募 先　長野県障害者文化芸術祭実行委員会事務局
（長野県障害者福祉センター内）〒381-0008 長野市下駒沢 586
☎ 026-295-3111 FAX026-295-3511（はがきか FAX）

作品展・川柳展 作品募集

■展示日程　９月24日（土）～25日（日）
■展示場所　長野県松本合同庁舎　講堂

【　作　品　展　】

【　川　柳　展　】

第14回長野県障害者文化芸術祭第14回長野県障害者文化芸術祭第14回長野県障害者文化芸術祭
夢・アートフェスタまつもと

【現在までに計画されている100周年記念事業等】
　○記念式典　○記念誌発刊　○飯山シャンツェ整備改修　
　○シャンツェ完成記念ジャンプ大会　○スキー負荷マラソン大会
　○100周年記念企画展　○情報発信ＰＲ活動　など

  パソコンや携帯電話の普及とともに、電子メールな
らではのコミュニケーション方法もいくつか生まれて
きました。皆さんはメールで略した日本語や「顔文字（か
おもじ）」を使ったことはありませんか？略では、「笑」
や「泣」等があります。顔文字ですと、うれしい気持
ちを表す「(^_^)」や悲しい気持ちを表す「(T_T)」 や
悔しい気持ちを表す「(>_<)」等がありまして、幅広く
使えて便利ですね。
　実は、英語にも、電子メール用の略や顔文字があり
ます。日本のものと少し違ったものになりますので、
それをいくつか紹介したいと思います。
　略の中で一番使われているのが「lol」です。これは
「laugh out loud」の略で、「声を出して笑う」という
意味です。「笑」とほぼ同じ意味です。「rofl 」は、「rolling 
on the fl oor laughing」の略で、「抱腹絶倒」、「爆笑」
という意味で使われています。「omw」は「On my 
way」の略で、「今行く」という意味です。
　顔文字は英語で「smiley」、または「emoticon」と
言います。日本の顔文字と違って、横書きの時は横向
きになっています。首を右か左へかしげて読みます。
左へかしげるものの方が多いですが、次のような例が
あります。
「 :)　嬉しい」「 :(　悲しい」「 :D　すごく嬉しい」
「 ;)　ウインク」「 :P 冗談」「XD　楽しくて嬉しい」
「 >:(　怒っている」「 :’( 　泣いている」「 :/　微妙、不安」
　それで、右にかしげるものでは次のものがあります。
「 P:　美味しい」　「 D:　びっくり、ショック」
「 D:<　怒鳴る」　「 DX　目を閉じて怒鳴る」
　日本の顔文字　(@_@) (~o~) (^_^) とアメリカの顔
文字  :)  :D  ;)  を比較してみれば、日本の方が「目」
を強調していて、アメリカの方が「口」を強調してい
ることが分かります。これは表情表出の文化に関連が
あると言われています。日本人の表情は比較的控えめ
のもので、目を見ないと相手がどんな気持ちなのかは
分かりません。アメリカの方は大げさに、大き
い笑顔や開けた口を見せることで表情を表し
ています。その文化の違いが電子メール
の顔文字まで行くとはね！
　これからは、アメリカンな
気分の時に是非、アメリカ
の顔文字や略を使って
みてくださいね！
C U （シー・ユー）!


