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市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します

■【入居資格】／次のいずれにも該当する方
①持ち家がなく、現在住宅に困っている方　②市税の滞納がない方　
③暴力団員でない方 ④所得が基準額以下の方　⑤同居する親族がいる方
三日町住宅のみ、次のいずれかに該当しなければなりません。

■申込期間／３月１日（火）から 12 日（土）まで　
■申込方法／専用の申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送に
　てお申込みください。３月 12 日（土）までの消印有効
　※申込用紙・案内書は次の場所で配布します。
　　○市建築住宅課  市営・仮設住宅係　○唐桑総合支所建設課　○本吉総合支所建設課
　　○県住宅供給公社  気仙沼出張所（市役所第 2庁舎 2階）　　○県住宅供給公社  東部管理事務所

■申し込み・問い合わせ先／
　  宮城県住宅供給公社  東部管理事務所
　 〒986-0815　石巻市中里 7丁目 1番 3号 
　  tel：0225-21-5657

■募集内容／

住宅名 所在地 建設 募集戸数 住戸タイプ その他

面瀬住宅（単身可） 岩月宝ケ沢274-1 昭和46年度 １戸　 ２Ｋ　 駐車場なし

■入居資格／次のいずれにも該当する方
①市内に就業または定住を希望し、かつ現在住宅に困っている方　②市税の滞納がない方
③暴力団員でない方　④世帯の年間総所得が 826,200 円以上ある方（総収入ではありません）

■募集内容／ 市内に就業・居住を希望する方を支援するため、面瀬住宅の入居者を募集します。

住宅名 所在地 建設 募集戸数 住戸タイプ その他

三日町住宅（高齢者世帯向単身可）三日町三丁目1－1 平成17年度 １戸　 ２Ｋ　 駐車場なし

鹿折住宅（単身不可） 東中才442-6 昭和50年度 １戸　 ３Ｋ　 駐車場なし

《面瀬住宅》

《三日町住宅・鹿折住宅》

①65 歳以上の方を含む夫婦世帯    ②65 歳以上の単身者世帯（自立できることが条件となります。）
③入居者および同居者が 65 歳以上で構成される世帯   ④障害手帳（１級・２級・下肢障害３級） 
　の交付を受けている方で、市長が認めるもの。
※①のみに該当する方で昭和 31 年 4月 1日以降に生まれた方を含む世帯は、一般階層世帯の収入基準になります。

県営住宅の入居者を募集します県営住宅の入居者を募集します
申込期間、案内所配布場所、申込方法は、上記と同じです。詳しくはお問い合わせください。

市内の認可保育所で働く臨時保育士を募集します

■雇用期間／ 4 月 1 日から９月 30 日まで（６か月の更新可）
■対　　象／保育士資格をお持ちの方、または取得見込みの方
■勤務条件など／
　　　　　　▷勤 務 日：月曜日から土曜日までのうち５日間
　　　　　　▷勤務時間：午前７時 30 分から午後６時 30 分までのうち７時間 45 分（シフト制）
　　　　　                             （津谷保育所のみ午後７時まで）
　　　　　　▷賃金など：日額 7,700 円（市基準による通勤手当相当額を加算）、社会保険・雇用保険加入
■申込方法／市販の履歴書（顔写真付き）、保育士資格証の写し、ハローワーク気仙沼の紹介状を
　　　　　　下記に持参してください（郵送不可）。
■そ  の  他／・保育士資格のある方の登録制度を導入します。登録された方の中から必要に応じ
　　　　　　   て連絡しますので、登録にご協力ください。
　　　　　　・随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。
■応募・問い合わせ先／
　　　　　　市子ども家庭課（市役所ワン・テン庁舎２階）tel:22-6600 内線 445 
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　さまざまな分野で活躍中の
地元のリーダーから「地域への
思い」を語っていただき、その
後、参加者との意見交換により、
地域づくりを考えるシリーズ企
画です。
■日時／３月 14 日（月）
　午後７時から９時まで
■場所／Ｋｰport（港町・フェ
　リー乗り場向かい）
■内容／講話（講師：オイカワデ　  
　  ニム代表取締役社長  及川秀子氏）、
　話し合い
■定員／ 20 人
■聴講料／無料
■申込期限・方法／３月 10 日
　（木）までに、電話にてお申
　し込みください。
■問い合わせ先／
　市地域づくり推進課  
　tel：22-6600　内線 335

　
　活動する上で、イベントや
製品、団体の活動などを簡単
に伝える方法を学びます。
■日時／３月 16 日（水）午後 
　１時 30 分から４時 30 分まで
■場所／気仙沼魚市場３階会議室
■内容／活動の内容や商品の
　魅力を伝える写真の撮り方
　を学ぶ講義とワーク
　（講師）フォトグラファー 庄子隆氏
■対象／気仙沼市内や近郊の
　NPO、　市民活動団体、まち
　づくりなどに関わっている
　方、これから始めようと考
　えている方
■定員／ 20 人（先着順）
■申込方法／３月 11 日（金）
　まで下記にお申し込みくだ
　さい。

　

　観光客の方々などをご案内
する観光ボランティアガイド
気仙沼の入会説明会を開催し
ます。
■対象／本市に在住、または
　勤務している 18 歳以上の方
　で、市内の観光地（魚市場、
　文化財、自然、ジオポイン
　ト（ジオパークの見どころ）
　などを案内してみたい方
■募集人数／８人
■日時／４月 1日（金）
　午前 10 時から
■場所／気仙沼中央公民館条
　南分館  集会室
■申込方法／３月 25 日（金）
　午後５時まで下記にお申し
　込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼観光コンベンション協会
　tel：22-4560

■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼市民活動センター
　tel：22-6600 内線 336
　fax：24-8605
　Eメール：k-npo@k-macs.ne.jp

　
　
　「花のみち 45」の植栽作業や
緑化推進活動に参加していた
だける方を募集します。
■対象／花の育て方や管理方
　法に興味のある市民・団体
■内容／
　①花の植栽や除草など
　②花の育て方や管理方法など
　　の研修
　③先進地視察研修
■期間／６月上旬から11月下旬
　までの４回程度
■申込方法／ 3 月 31 日（木）
　までに電話、ファクス、Eメー
　ルのいずれかで住所、氏名、
　電話番号をお伝えください。
■申し込み・問い合わせ先／
　市都市計画課 緑化推進係
　tel：22-6600　内線 388
　fax：23-7756
　E メール：　　　　　　　　　
　 t-ryokuka@city.kesennuma.lg.jp

しょう  じ    たかし
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気仙沼市「花のみち45」市
民ボランティアを募集します

船舶職員養成講習会を開催します船舶職員養成講習会を開催します船舶職員養成講習会を開催します船舶職員養成講習会を開催します
　気仙沼市水産振興協会では、船舶職員に必要な海技免状
取得と国家試験受験のための実力養成を目的とした講習会
を開催します。
■対象／雇用船員と離職船員　※通信の履歴は認められな
　いものがありますので、事前にお問い合わせください。
■期間／４月５日 ( 火 ) から６月６日 ( 月 ) まで
■場所／福徳第２ビル 研修室（港町 508－2）
■講習科目・定員／４･５級海技士（航海：25人、内燃機関：25人）
■受講料／無料（ただし、教本代などは自己負担となります）
■申込期限／３月 24 日（木）
■教本代など／航海科：55,000 円　内燃機関科：43,000 円
　※免許講習は、６月中旬から同会場で行われます。
　※申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼市水産振興協会　tel：23-6270

募集募集

  「ぬま塾（第 12回）」   の参加者を
  募集します

「つたえる講座～カメラ編～」
  参加者募集（参加無料）

  「観光ボランティアガイド気仙沼」の
   入会説明会（会員募集）

おもてなしの心でご案内しますおもてなしの心でご案内します

 おい   かわ   ひで     こ

①総合職試験（院卒者・大卒程度）
■申込受付期間／4月1日（金） 
　午前９時から 11 日（月）ま
　で（受信有効）
■第 1次試験／５月 22 日（日）
②一般職試験（大卒程度）
■申込受付期間／４月８日（金）
　午前９時からから 20 日（水）
　まで（受信有効）
■第 1次試験／ 6月 12 日（日）
※受験資格など、詳しくは人事 
　院ホームページをご覧いただ
　くか、お問い合わせください。
■申込方法／（①、②いずれも）
　人事院のホームページから
　インターネット（「人事院 
　採用」で検索）により行っ
　てください。
■問い合わせ先／
　人事院東北事務局 第二課
　試験係
　tel：022-221-2022

■日程／４月 10 日（日）から
　９月 25 日（日）までの各日
　曜日（午前９時から午後５
　時まで）計 23 回と（平日の
　実習（２日）を含みます）
■受講料／無料　※テキスト
　（9,000 円程度）は自己負担 。
■定員／ 20 人（応募者多数の
　場合は選考）
■申込受付期間／３月１日 （火） 
　から 16 日（水）まで
　（消印有効）
《①・②共通》
■場所／宮城県母子・父子福祉
　センター（仙台市宮城野区）
■託児／無料（３歳～小学校
　３年生、要予約）
■申込方法／講習会名、住所、
氏名、電話番号、託児を望す
る場合はお子さんの名前と年
齢を記入し、ハガキまたはファ
クスでお申し込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　宮城県母子福祉連合会
　tel：022-256-6512（fax 兼）
　〒983-0832　仙台市宮城野
　区安養寺 3-7-3

 

　県内にお住まいのひとり親
家庭の父母または寡婦で、全
日程受講可能な方を対象に講
習会を開催します。
①「マイクロソフトワード 2013」
■内容／文字の入力、パソコ
　ンでのビジネス文書の作成、
　インターネット活用など
■日程／４月17日（日）から７月
24 日（日）までの各日曜日（午
前９時から午後５時まで）計
14 回
■受講料／無料　※テキスト
　（5,000 円）、検定料（11,000
　円程度）は自己負担。
■定員／ 15 人（応募者多数の  
　場合は選考）
■申込受付期間／３月１日 （火） 
　から 23 日（水）まで
　（消印有効）
②「介護職員初任者研修」
■内容／介護職員として働く
　ために必要な基礎知識など
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～日本年金機構からのお知らせ～～日本年金機構からのお知らせ～

　日本年金機構では、被保険者の皆さんに国民年金の給付のお知らせ
のほか、保険料や制度についてのお知らせなど、さまざまな案内を定
期的に郵送しています。
　しかし、市役所に住所異動の届出をしていない場合で、

　○居住している仮設住宅などへの郵便物の転居届をしていない
　○郵便物の転居届の期限が切れてしまった

などの理由により、大切な郵便物が届けられないことがあります。
　国民年金の大切なお知らせが確実にお手元に届くよう、該当される方は手続きをしてください。

　

■問い合わせ先／石巻年金事務所　　 tel：0225-22-5117

郵便物の転居届・更新の手続きをお忘れなく郵便物の転居届・更新の手続きをお忘れなく

国家公務員採用試験を
実施します

ひとり親家庭などの就業を
支援します

最寄りの郵便事業株式会社（ゆうゆう窓口）または、郵便局備え付けの「転居届」
を窓口に提出してください。1年間、郵便物の転送が継続されます。

郵便物の転送サービスを利用したい方は…

転送期間をご確認のうえ、引き続き転送が受けられるよう更新手続きをして
ください。

すでに郵便局に「転居届」をされた方で今後も転送を継続される方は…

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
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