
　市では、復興事業などに対応する平成 29 年度採用予定の任期付職員（採用時に任期を定めて採
用する職員）を次のとおり募集します。
※任用期間は採用される日から２年間（採用された日から５年以内の範囲で任期を更新することがあります）
■一次試験実施日時／９月17日（日）　午前９時20分から

平成
29年
度

採用
予定

市任期付職員募集

●一般事務（８人程度）

受験資格受験資格 試験科目
（一次試験）
試験科目
（一次試験）

試験会場
（一次試験）
試験会場
（一次試験）

職種（募集人数）職種（募集人数）

平成 11 年４月１日までに
生まれた者

資格や職務経験などが必要
になります。詳しくは市
ホームページをご覧になる
かお問い合わせください。

・社会人基礎試験

・論文

書類審査 ―

市民健康管
理センター
「すこやか」

■申込方法／
　申込用紙に必要事項を記入し、直接持参するか郵送してください。
　郵送の場合は締切日の午後５時 15 分必着です。なお、電子メールでも可能です。
■申込先／気仙沼市総務部人事課人事研修係〔〒988-8501（住所記載不要）〕
■申込用紙設置場所／市人事課・唐桑総合支所・本吉総合支所
■問い合わせ先／市人事課 人事研修係　tel：22-6600　内線 223・224・225
■ホームページＵＲＬ／ http://www.kesennuma.miyagi.jp/
■その他／二次試験の実施内容は、一次試験合格者に事前に通知します。

申込先など

■問い合わせ先／市危機管理課 交通防犯係　tel：22-6600　内線 263

土 火７７1515月 日 ８８８８月 日受付
期間
受付
期間

（土日・祝日を除きます）

平成30年１月

平成30年１月

平成29年12月

●用地事務（４人程度）

●土木　　（10人程度）
●電気　　（  １人程度）
●文化財    （  ２人程度）
●精神保健福祉士
　　　　     （  １人程度）
●保育士     （  ７人程度）

の交通事故防止運動 金 日７７ 2121月 日 ８８ 2020月 日
運動
期間
運動
期間

－ 暑い夏　涼やかマナーで　爽やか運転 －－ 暑い夏　涼やかマナーで　爽やか運転 －

　夏は、観光や帰省など遠くへ出かけ
ることが多く、過労、漫然運転による
交通事故が多発する時期です。また、
開放感による自動車やバイクなどの暴
走行為も多くなります。
　自動車の長距離運転をする場合は、
十分な休養を取り、安全運転を心がけ
るなどして交通事故を防ぎましょう。

■運動の重点／
　①適度な緊張感を保持したゆとりのある安全運転の徹底

　②暴走族の根絶

　③後部座席を含めた全ての座席のシートベルトなど
　　の正しい着用の徹底

夏

　かわ   きた　 ひで     と

　地域で活躍する人材を育む、50 代・60 代（経
験豊富世代）を対象とした「アクティブコミュ
ニティ大学」では基調講演を実施します。一
般の方も聴講できますので、ぜひご参加くだ
さい。
●日時／7月30日（日）    午後１時から4時まで
●会場／市ワン・テン庁舎大ホール
●内容／講演「アクティブなコミュニティっ
てなんだろう」
●講師／川北 秀人 氏
●参加費／無料
●申込方法／市地域づくり推進課に電話、Ｅ
メールで７月26日（水）までにお申し込みく
ださい。

アクティブ
コミュニティ大学（第2期）
一般聴講者 募集

●申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課　tel：22-6600 内線 336　fax：24-1226
    　　　　　　　　　　Ｅメール：chiiki@kesennuma.miyagi.jp

市公式サイト「市民との協働」

　気仙沼の若者が地域活性化のための企画力
を身につける勉強会「ぬま大学」では、第３
回講義を開講します。一般の方も聴講できま
すので、ぜひご参加ください。
●日時／７月29日（土）
　　　　午後１時30分から５時30分まで
●会場／舞根集会所（唐桑町浦 131-５）
●対象／一般市民（20 代から 30 代向け）
●定員／ 15 名（要申込）
●企画・運営／一般社団法人まるオフィス
●内容／「マイプランを描く」
　①地域づくりを実践している先輩の講話
　　講師：まるオフィス代表  加藤 拓馬 氏
　②ワークショップ : 受講生の地域活性化プ
　ランの発表と意見交換
●参加費／無料
●申込方法／市地域づくり推進課に電話、Ｅ
メールで７月24日（月）までにお申し込みく
ださい。

か    とう　 たく    ま

ぬま大学（第３期）
一般聴講者 募集

　さまざまな分野で活躍中の地元のリーダー
から「地域への想い」を語っていただくほか、
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／７月27日（木） 
　　　　午後７時から９時まで
●会場／Ｋ-port（港町１－３）
●対象／10～30代の市民（復興支援などで本  
市に関わっている方も参加いただけます）
●定員／ 20 名（要申込）
●内容／講話、 意見交換
　講師：菅原 渉 氏
　　　  （株式会社菅原工業 代表取締役専務）
●参加費／ 500 円（飲み物代として）
●申込方法／市地域づくり推進課に電話、Ｅ
メールで７月26日（水）までにお申し込みく
ださい。

すが    わら　わたる

ぬま塾（第 19回）
参加者 募集

協働のまちづくり

“ 学ぶ ”

60 代
50 代
40 代
30 代
20 代
10 代

　 ぬま大学･
   ぬま塾
 など

　アクティブ
  コミュニティ
大学

　アクティブ
  ウーマンズ
カレッジ
（女性）

本市の各種人材育成事業の対象年代など

※受講生
　後日募集

pickupお知らせ

採用予定時期採用予定時期

※採用予定時期については変更する場合があります。

42017. 7.15
お知らせ版
お知らせ版

広報



　市では、復興事業などに対応する平成 29 年度採用予定の任期付職員（採用時に任期を定めて採
用する職員）を次のとおり募集します。
※任用期間は採用される日から２年間（採用された日から５年以内の範囲で任期を更新することがあります）
■一次試験実施日時／９月17日（日）　午前９時20分から

平成
29年
度

採用
予定

市任期付職員募集

●一般事務（８人程度）

受験資格受験資格 試験科目
（一次試験）
試験科目
（一次試験）

試験会場
（一次試験）
試験会場
（一次試験）

職種（募集人数）職種（募集人数）

平成 11 年４月１日までに
生まれた者

資格や職務経験などが必要
になります。詳しくは市
ホームページをご覧になる
かお問い合わせください。

・社会人基礎試験

・論文

書類審査 ―

市民健康管
理センター
「すこやか」

■申込方法／
　申込用紙に必要事項を記入し、直接持参するか郵送してください。
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走行為も多くなります。
　自動車の長距離運転をする場合は、
十分な休養を取り、安全運転を心がけ
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夏

　かわ   きた　 ひで     と

　地域で活躍する人材を育む、50 代・60 代（経
験豊富世代）を対象とした「アクティブコミュ
ニティ大学」では基調講演を実施します。一
般の方も聴講できますので、ぜひご参加くだ
さい。
●日時／7月30日（日）    午後１時から4時まで
●会場／市ワン・テン庁舎大ホール
●内容／講演「アクティブなコミュニティっ
てなんだろう」
●講師／川北 秀人 氏
●参加費／無料
●申込方法／市地域づくり推進課に電話、Ｅ
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アクティブ
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すので、ぜひご参加ください。
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　　　　午後１時30分から５時30分まで
●会場／舞根集会所（唐桑町浦 131-５）
●対象／一般市民（20 代から 30 代向け）
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●内容／講話、 意見交換
　講師：菅原 渉 氏
　　　  （株式会社菅原工業 代表取締役専務）
●参加費／ 500 円（飲み物代として）
●申込方法／市地域づくり推進課に電話、Ｅ
メールで７月26日（水）までにお申し込みく
ださい。
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