
■申込方法／市人事課、唐桑･本吉総合支所、市立病院に備え付け、または市ホームページに掲載
の申し込み用紙に必要事項を記入し、持参、郵送、電子メールのいずれかの方法により受付期
間内に申し込みください。

　【郵送・電子メール】 　締切日の午後５時 15 分必着　
　 【持参】　 平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで受付
■申し込み先／
　【持参・郵送】〒988-8501 ( 住所記載不要 ) 気仙沼市総務部 人事課 人事研修係 宛
    【電子メール】saiyou@kesennuma.miyagi.jp（市人事課）
■その他／二次試験の実施内容は一次試験合格者に通知します。 市公式サイト

●薬剤師【 若干名 】
〔昭和 54．４．２~平成７．４．１生〕
薬剤師の資格を有する方

〔昭和 54．４．２~平成９．４．１生〕
助産師の資格を有する方●助産師【 若干名 】

●看護師  【５人程度 】

市
役
所
本
庁
舎
会
議
室
ま
た
は

ワ
ン
・
テ
ン
庁
舎
大
ホ
ー
ル

職種職種区分区分 【 募集人員 】【 募集人員 】 受験資格  〔　〕は生年月日の範囲
※必要資格は平成 31年３月までに取得見込みの方を含む
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■ 問い合わせ先／
　市人事課 人事研修係　
　☎ 22-6600　内線 223･224■区分／上級：大学卒業程度　中級：短期大学卒業程度

■申し込み締め切り／８ 月   ７日（火）
■一次試験実施日／９ 月 16日（日） 午前９時20分から

　市では、「気仙沼まち大学」構想として、まちづくりやコミュニ
ティの担い手を育成する様々な取り組みを行っています。
　自分の思いや構想を実現するための一歩を、同じ思いをもつ
仲間と一緒に踏み出してみませんか。

〔昭和 54．４．２~平成 10．４．１生〕
看護師の資格を有する方

バス停にベンチを設置していただける方を募集していますバス停にベンチを設置していただける方を募集しています
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ぬま塾 第 24 回　参加者募集 ぬま大学 第４期 第３回講義
一般聴講者募集

アクティブコミュニティ塾　受講生募集

　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／７月 25 日（水） 19:00 ～ 21:00
●場所／Ｋ－ｐｏｒｔ
　（港町 1－3・フェリー乗り場向かい）
●対象／ 10 ～ 30 代の一般市民
●参加費／ 500 円（飲み物代として）
●定員／ 30 名（要申込。先着順。定員にな
り次第締め切りとなります。）
●内容／① 講話：【講師】株式会社紅梅
　取締役専務 　千葉 洋平氏
　② 参加者で感想共有
●申込期限／７月 24 日（火）まで
●申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課 ☎22-6600 内線 336
　　 info@numa-ninaite.com

　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回講義を開催します。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（日）  13:30 ～ 17:30
●場所／唐桑御殿つなかん
　　　　（唐桑町鮪立 81）
●対象／一般市民（20 代～ 30 代向け）
●定員／ 15 名（要申し込み）
●内容／「マイプランを描く」～ビジョン
　を描きプチアクションを起こそう～
　①地域づくりを実践している先輩の講話
　　【講師】美術家・（一社）東北ツリーハ
　　  ウス観光協会代表理事・（一 社）気    
　　  仙沼地域戦略理事　斉藤 道有氏
　②ワークショップ（受講生同士で地域
　　活性化プランの発表と意見交換）
●申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課 ☎22-6600 内線 336
　　 info@numa-ninaite.com

　アクティブコミュニティ塾では他市町のコミュニティ活動の事例を聞いたり、参加者同士の
グループワークを行ったりして、地域の良いところの見つけ方、活かし方などについて学んで
いきます。 ぜひご参加ください。
●日時／ 8 月より講座開催：全９回、第１回講義 ８月 19 日（日）
●場所／市ワン・テン庁舎 交流室　など
●講師／東北学院大学教授　など
●対象／市内にお住まいの 40 歳以上の方で、地域活動に興味
のある方

●定員／ 30 名程度
●申し込み方法／ 8 月 10日（金）までに、お名前・ご住所・連絡先を添えて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　☎22-6600  内線 336　　 chiiki@kesennuma.miyagi.jp
　　　　　　　　

「気仙沼まち大学」構想
　まちなかで対話・協働が
生まれる仕組みを作り、市民
が主役のまちづくりをしよ
う、という思いで、平成 28
年からスタートしました。

協働のまちづくり  “　学ぶ　“

平成 31年度 採用

市職員募集のお知らせ
平成 31年度 採用

市職員募集のお知らせ

　市では公共交通機関の待合環境改善と利便性向上を図るため、バス停留所にベンチを設置してい
ただける方を募集しています。ベンチにはお店や会社の広告などを掲載し、設置することもできま
す。皆様からの申し込みをお待ちしています。

■申請者／個人、団体、企業など（市内外問わず）
■ベンチの規格／
　堅固かつ十分な安全性を有し、強風で飛ばされないもの
■設置場所／バス停留所があるところで申請者が希望する場所
■管理体制／ベンチは設置した方の所有となります。設置した方
が、清掃等の管理をしていただきます。

■申し込み方法／市ホームページまたは市本庁舎などに備え付
けの相談用紙に記入し、持参、郵送、ファクス、メールなどによ
り提出してください。

■問い合わせ先／市震災復興・企画課 総合交通政策室　
　☎ 22-6600 内線 319　Fax 24-8605　　  kikaku@kesennuma.miyagi.jp

参加無料

参加無料

申し込み第１号（気仙沼信用金
庫様）：鹿折唐桑駅前バス停

ち　ば   ようへい さい とう     みち あり
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■申込方法／市人事課、唐桑･本吉総合支所、市立病院に備え付け、または市ホームページに掲載
の申し込み用紙に必要事項を記入し、持参、郵送、電子メールのいずれかの方法により受付期
間内に申し込みください。

　【郵送・電子メール】 　締切日の午後５時 15 分必着　
　 【持参】　 平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで受付
■申し込み先／
　【持参・郵送】〒988-8501 ( 住所記載不要 ) 気仙沼市総務部 人事課 人事研修係 宛
    【電子メール】saiyou@kesennuma.miyagi.jp（市人事課）
■その他／二次試験の実施内容は一次試験合格者に通知します。 市公式サイト

●薬剤師【 若干名 】
〔昭和 54．４．２~平成７．４．１生〕
薬剤師の資格を有する方

〔昭和 54．４．２~平成９．４．１生〕
助産師の資格を有する方●助産師【 若干名 】

●看護師  【５人程度 】
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■ 問い合わせ先／
　市人事課 人事研修係　
　☎ 22-6600　内線 223･224■区分／上級：大学卒業程度　中級：短期大学卒業程度

■申し込み締め切り／８ 月   ７日（火）
■一次試験実施日／９ 月 16日（日） 午前９時20分から

　市では、「気仙沼まち大学」構想として、まちづくりやコミュニ
ティの担い手を育成する様々な取り組みを行っています。
　自分の思いや構想を実現するための一歩を、同じ思いをもつ
仲間と一緒に踏み出してみませんか。

〔昭和 54．４．２~平成 10．４．１生〕
看護師の資格を有する方

バス停にベンチを設置していただける方を募集していますバス停にベンチを設置していただける方を募集しています
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ぬま塾 第 24 回　参加者募集 ぬま大学 第４期 第３回講義
一般聴講者募集

アクティブコミュニティ塾　受講生募集

　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／７月 25 日（水） 19:00 ～ 21:00
●場所／Ｋ－ｐｏｒｔ
　（港町 1－3・フェリー乗り場向かい）
●対象／ 10 ～ 30 代の一般市民
●参加費／ 500 円（飲み物代として）
●定員／ 30 名（要申込。先着順。定員にな
り次第締め切りとなります。）
●内容／① 講話：【講師】株式会社紅梅
　取締役専務 　千葉 洋平氏
　② 参加者で感想共有
●申込期限／７月 24 日（火）まで
●申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課 ☎22-6600 内線 336
　　 info@numa-ninaite.com

　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回講義を開催します。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（日）  13:30 ～ 17:30
●場所／唐桑御殿つなかん
　　　　（唐桑町鮪立 81）
●対象／一般市民（20 代～ 30 代向け）
●定員／ 15 名（要申し込み）
●内容／「マイプランを描く」～ビジョン
　を描きプチアクションを起こそう～
　①地域づくりを実践している先輩の講話
　　【講師】美術家・（一社）東北ツリーハ
　　  ウス観光協会代表理事・（一 社）気    
　　  仙沼地域戦略理事　斉藤 道有氏
　②ワークショップ（受講生同士で地域
　　活性化プランの発表と意見交換）
●申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課 ☎22-6600 内線 336
　　 info@numa-ninaite.com

　アクティブコミュニティ塾では他市町のコミュニティ活動の事例を聞いたり、参加者同士の
グループワークを行ったりして、地域の良いところの見つけ方、活かし方などについて学んで
いきます。 ぜひご参加ください。
●日時／ 8 月より講座開催：全９回、第１回講義 ８月 19 日（日）
●場所／市ワン・テン庁舎 交流室　など
●講師／東北学院大学教授　など
●対象／市内にお住まいの 40 歳以上の方で、地域活動に興味
のある方

●定員／ 30 名程度
●申し込み方法／ 8 月 10日（金）までに、お名前・ご住所・連絡先を添えて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　☎22-6600  内線 336　　 chiiki@kesennuma.miyagi.jp
　　　　　　　　

「気仙沼まち大学」構想
　まちなかで対話・協働が
生まれる仕組みを作り、市民
が主役のまちづくりをしよ
う、という思いで、平成 28
年からスタートしました。

協働のまちづくり  “　学ぶ　“
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市職員募集のお知らせ

　市では公共交通機関の待合環境改善と利便性向上を図るため、バス停留所にベンチを設置してい
ただける方を募集しています。ベンチにはお店や会社の広告などを掲載し、設置することもできま
す。皆様からの申し込みをお待ちしています。

■申請者／個人、団体、企業など（市内外問わず）
■ベンチの規格／
　堅固かつ十分な安全性を有し、強風で飛ばされないもの
■設置場所／バス停留所があるところで申請者が希望する場所
■管理体制／ベンチは設置した方の所有となります。設置した方
が、清掃等の管理をしていただきます。

■申し込み方法／市ホームページまたは市本庁舎などに備え付
けの相談用紙に記入し、持参、郵送、ファクス、メールなどによ
り提出してください。

■問い合わせ先／市震災復興・企画課 総合交通政策室　
　☎ 22-6600 内線 319　Fax 24-8605　　  kikaku@kesennuma.miyagi.jp

参加無料

参加無料
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