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　気仙沼みなとまつり駐車場
　整理員を募集します

募集募集

■業務内容／駐車場整理やま
　つり会場・周辺での歩行者
　の安全確保、交通案内など
■募集人数／ 60 人程度
■雇用期間／
　①８月６日（土）
　午後３時から 10 時まで
　②８月７日（日）
　午前 9時から午後 10 時まで
　※時間は採用後に調整します。
■時給／８００円
■応募資格／ 18 歳以上の健康
　な方（学生可。男女を問い
　ません）
■応募方法／ハローワーク気
　仙沼で配布する紹介状を面
　接試験会場に持参してくだ
　さい。
■面接日時／７月14日（木）　
　午前10時から
■面接会場／市ワン・テン 庁
舎２階 交流室Ｂ
■問い合わせ先／
　市観光課 観光係
 　tel：22-6600　内線 532

■定員／ 10 名
■訓練期間／８月 21 日（日）、
　28 日（日）
■受講料／無料（テキスト代
　などは自己負担）
■内容／エクセル 2010 基礎の
　各種機能の習得
■申込期間／７月 1 日（金）　
　から 20 日（水）まで
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校　　
　tel：22-7068

　ファシリテーションとは、
団体同士や自治会の会議、団
体内での意見交換などを効率
よく進める手法です。この講
座を受講し、会議がなかなか
まとまらないというような悩
みを解決しませんか？
■日時／７月 14 日（木）　　
　午後１時 30 分から 4時 30 分
■場所／気仙沼中央公民館　
　会議室２~４
■対象／市民活動を行っている
　方、自治会、興味のある方など

　漁船での航海当直を行うた
めに必要な資格「航海当直部
員」の認定講習受講生を募集
しています。
■対象／雇用船員と離職船員
■講習期間／９月 26 日（月）
　から 10 月１日（土）まで
■会場／福徳第２ビル２階
　（港町 508-2）
■受講料／無料（教本代 5,000
　円などは自己負担になります）
■定員／甲板部 15 名、機関部
　15 名（申込者が少ない場合
　は中止することがあります）
■申込締切／８月 31 日（水）
　申込方法など、詳しくはお
　問い合わせください。
■申し込み・問い合わせ先／
・公益財団法人 日本船員雇用
　促進センター 雇用促進部
　tel：03-3523-5991
・気仙沼市水産振興協会
　tel：23-6270

■対象／在職中、求職中の方

■講師／NPO法人あきた NPO
　コアセンター　稲森理紗氏
■内容／会議やミーティング
　を効率よく進める進行の手
　法について 
■参加費／無料
■定員／ 30 名
　　　　（先着順・要申込み）
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼市民活動支援センター
　tel：22-6600　内線 336
　Eメール：k-npo@k-macs.ne.jp

　ＤＶ、デートＤＶ、児童虐
待など、女性への暴力や家族
内の暴力が、近年、大きな問
題になっております。
　また、東日本大震災による
生活環境の変化などにより、Ｄ
Ｖ・児童虐待被害の増加が懸
念されています。この機会に
ＤＶ・児童虐待をはじめとし
た家族の問題とその解決・回
復について学んでみませんか？
■日時／７月 27 日（水）
　午後１時30分から３時30分
■場所／市ワン・テン 庁舎
　２階大ホール
■対象／相談員、各関係機関職
　員、関心のある市民の方など

■問い合わせ先／
　市工務課 漏水防止係　
　tel：23-2562

■日時／７月９日（土）
　午後１時から４時まで
■場所／気仙沼市立病院 
　　　　４階会議室
■対象／県内のオストメイト
　（人工肛門・人工膀胱保有者）
　およびその家族など
■内容／術後ケア、装具、社
　会生活、福祉制度、災害対
　策などに関する講話のほか、
　参加者を中心に困っている
　ことや体験談などの意見交
　換を行います。※午後１時か
　ら講話を行い、その後意見
　交換・相談会を行います。
■講師／気仙沼市立病院　
　皮膚排泄ケア認定看護師
　小野寺幸恵氏
■参加費／無料※予約は不要
　です。直接会場へお越しく
　ださい。
■問い合わせ先／
・公益社団法人日本オストミー協会 
   宮城県支部　tel:080-5567-3348
・市社会福祉課
　tel：22-6600　内線 438

■内容／「児童虐待問題を考える
　～虐待が子供に与える影響とは～」
■講師／小幡佳緒里弁護士
■参加費／無料
■申込方法／開催日の６日前
　までに電話またはファクス、
　メールにてお申込みくださ
　い。なお、託児の希望があ
　る場合は、６日前までに電
　話でお申し込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課　
　男女共生推進室
　tel：22-6600　内線 334
　fax：24-1226
    E メール :
    c-danjo@city.kesennuma.lg.jp

　市では、次の期間昼夜にわ
たり、市内全域で漏水調査を、
本吉地域で管路調査を行いま
す。いずれも市の腕章と身分
証明書を携行した委託先業者
の社員が行い、民有地に立ち
入る場合（昼間）もあります
ので、ご協力をお願いします。
　なお、この調査では料金を
いただくことはありません。
■調査期間／７月１日（金）
　から来年３月17日（金）まで

募集種目 応募資格 受付期間

航空学生

一般曹候補生

自衛官候補生
男子

女子

21 歳未満の方で、高校を卒業された方、
または本年 3月末に卒業見込みの方
18 歳以上 27 歳未満の方

18 歳以上 27 歳未満の方

７月１日（金）から９月８日（木）まで

通年受け付けています

７月１日（金）から９月８日（木）まで

※高校生は８月１日（月）以降

※各種目の１次試験日は、受付時にお知らせします。自衛官を募集します（各種採用試験）自衛官を募集します（各種採用試験）

暮らしの情報暮らしの情報

■問い合わせ先／ 自衛隊宮城地方協力本部登米地域事務所  tel：0220-34-2244

自衛官説明会を開催します（入場無料・申込不要）自衛官説明会を開催します（入場無料・申込不要）
　現役自衛隊員が、自衛隊の仕事や自衛官の募集内容について説明し、質問などにお答えします
ので、お気軽にご来場ください。
■日時／ ７月 23 日（土）　①午前 10 時から 11 時 30 分まで  ②午後１時から２時 30 分まで
■場所／ 市ワン・テン庁舎 交流室Ｂ

　認定航海当直部員養成
　講習会の受講生を募集します

平成 28年度在職者
訓練受講生募集します

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
ファシリテーション講座
を開催します
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たり、市内全域で漏水調査を、
本吉地域で管路調査を行いま
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■申し込み・問い合わせ先／
　市秘書広報課 広報広聴係
　tel：22-6600　内線 208
　fax：24-5515
　Eメール：
　h-koho@city.kesennuma.lg.jp

 information information
暮らしの情報暮らしの情報

いなもり  り  さ

被災地におけるＤＶ被害者
サポート講座を開催します

水道管の漏水調査・管路調査
にご協力をお願いします

あなたのアイデアで気仙沼の魅力伝えませんか？あなたのアイデアで気仙沼の魅力伝えませんか？あなたのアイデアで気仙沼の魅力伝えませんか？あなたのアイデアで気仙沼の魅力伝えませんか？
～みやぎふるさとＣＭ大賞の作品を募集～

　株式会社東日本放送（ＫＨＢ）では、県内各市町村が提出した地
域の魅力を表現するＣＭ作品を発表するコンテスト番組「みやぎ
ふるさとＣＭ大賞」を放送予定です。市では、この番組に応募す
るＣＭ作品を制作する方や団体を募集します。

■応募資格／市内にお住まいか就労・就学されている方（団体可）
■募集内容／市の魅力を表現する30秒の動画作品
■参加申込／７月29日（金）までに「氏名（団体名）・住所・連絡先」
　を電話、ファクスまたはＥメールでお申し込みください。
　※今回の募集は参加申し込みであり、作品の提出９月末の予定です。
■制作費用／応募者にご負担いただきます（撮影機材が必要な場
　合はご相談ください）。

昨年度は「演技賞」を受賞しました

お  ばた  か   お   り

オストメイト相談会
を開催します（無料）

お　の　でら  ゆき   え
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■問い合わせ先／
　市工務課 漏水防止係　
　tel：23-2562

■日時／７月９日（土）
　午後１時から４時まで
■場所／気仙沼市立病院 
　　　　４階会議室
■対象／県内のオストメイト
　（人工肛門・人工膀胱保有者）
　およびその家族など
■内容／術後ケア、装具、社
　会生活、福祉制度、災害対
　策などに関する講話のほか、
　参加者を中心に困っている
　ことや体験談などの意見交
　換を行います。※午後１時か
　ら講話を行い、その後意見
　交換・相談会を行います。
■講師／気仙沼市立病院　
　皮膚排泄ケア認定看護師
　小野寺幸恵氏
■参加費／無料※予約は不要
　です。直接会場へお越しく
　ださい。
■問い合わせ先／
・公益社団法人日本オストミー協会 
   宮城県支部　tel:080-5567-3348
・市社会福祉課
　tel：22-6600　内線 438

■内容／「児童虐待問題を考える
　～虐待が子供に与える影響とは～」
■講師／小幡佳緒里弁護士
■参加費／無料
■申込方法／開催日の６日前
　までに電話またはファクス、
　メールにてお申込みくださ
　い。なお、託児の希望があ
　る場合は、６日前までに電
　話でお申し込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課　
　男女共生推進室
　tel：22-6600　内線 334
　fax：24-1226
    E メール :
    c-danjo@city.kesennuma.lg.jp

　市では、次の期間昼夜にわ
たり、市内全域で漏水調査を、
本吉地域で管路調査を行いま
す。いずれも市の腕章と身分
証明書を携行した委託先業者
の社員が行い、民有地に立ち
入る場合（昼間）もあります
ので、ご協力をお願いします。
　なお、この調査では料金を
いただくことはありません。
■調査期間／７月１日（金）
　から来年３月17日（金）まで

募集種目 応募資格 受付期間

航空学生

一般曹候補生

自衛官候補生
男子

女子

21 歳未満の方で、高校を卒業された方、
または本年 3月末に卒業見込みの方
18 歳以上 27 歳未満の方

18 歳以上 27 歳未満の方

７月１日（金）から９月８日（木）まで

通年受け付けています

７月１日（金）から９月８日（木）まで

※高校生は８月１日（月）以降

※各種目の１次試験日は、受付時にお知らせします。自衛官を募集します（各種採用試験）自衛官を募集します（各種採用試験）

暮らしの情報暮らしの情報

■問い合わせ先／ 自衛隊宮城地方協力本部登米地域事務所  tel：0220-34-2244

自衛官説明会を開催します（入場無料・申込不要）自衛官説明会を開催します（入場無料・申込不要）
　現役自衛隊員が、自衛隊の仕事や自衛官の募集内容について説明し、質問などにお答えします
ので、お気軽にご来場ください。
■日時／ ７月 23 日（土）　①午前 10 時から 11 時 30 分まで  ②午後１時から２時 30 分まで
■場所／ 市ワン・テン庁舎 交流室Ｂ

　認定航海当直部員養成
　講習会の受講生を募集します

平成 28年度在職者
訓練受講生募集します

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
ファシリテーション講座
を開催します


