
■日時／ 12 月 15 日（土）10：00 ～ 12：00
■場所／「すこやか」和室
■対象／子育て中の親子
　（１歳未満のお子様でも参加できます。）
■内容／『親子で楽しむおはなし会』
　大型絵本や紙芝居、パネルシアターなどを

使った読み聞かせです。
　　講演のあとは、情報交換や育児相談会を

開催します。お子様のお飲み物などはご持
参ください。

■講師／読み聞かせサークル  おはなしほっとけーき
■参加費／無料（入退室自由）
■申込方法／電話またはＥメール
■申し込み・問い合わせ先／
　市生涯学習課　☎22-3442
　　  kyosho@kesennuma.miyagi.jp

●鹿折児童館　 ☎ 22-6877
　・20 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
        「誕生会 & クリスマス

リースを作ろう！」
　・22 日（土）10:00~
　　（対象：小学生）
         「クリスマスパンケーキを作ろう！」
●赤岩児童館　☎ 22-6879
　・20 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
        「誕生会 & クリスマス飾りをつくろう」
　・22 日（土）10:30~（対象：小学生）
        「おたのしみクリスマス会」

参加者募集

＜児童館＞
●気仙沼児童センター　☎ 23-4648
　・15 日（土）14:00~（対象：小学生）
　      「ハッピー・クリスマス会」
●大島児童館　 ☎ 28-2655
　・15 日（土）10:00~（対象：小学生）
　　「立教大生とクリスマス会をしよう♪」　
　・18 日 ( 火 ) 10:30~（対象：乳幼児親子）
         「クリスマス会 & 誕生会をしよう♪」
●鮪立児童館   ☎ 32-3189
　・20 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
   　  「クリスマス会 & 誕生会」※要申込
　・22 日（土）10:00~ （対象：小学生）※要申込         

　「ハッピー・クリスマス会」

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ

＜子育て支援センター＞
●気仙沼子育て支援センター　☎ 23-4648
　（児童センター内）※場所：「みんなの広場」
　 ・13 日（木）10:30~11:00（対象：乳幼児親子）
　　「12 月生まれのお誕生会」
　・20 日（木）10:30~11:30（対象：１・２歳児親子）
　　「ミニクリスマスツリーをつくろう♪」
　・21日（金）10:30~11:15（対象：０歳児幼児親子）
　　「クリスマス帽子をつくろう♪」

12 月の児童センター、児童館、子育て支援センターのイベントをお知らせします。
市内の各児童館では、幼児の親子や小学生を対象にした様々な行事を開催しています。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

子育てほっとサロン子育てほっとサロン

●本吉子育て支援センター　☎ 42-2031
　（津谷保育所内）
　・６日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　　「クリスマス飾りをつくろう」
　　場所：本吉子育て支援センター
　・20 日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　　「クリスマス誕生会」場所：「いこい」✉

ランドセルランドセル
平成 31 年度 新入学児童に　　　　　
　　　　　　   をプレゼントします
■募集内容／ランドセル（男児女児 各５個）
■対象／ひとり親家庭の新入学児童
■応募方法／お問い合わせください。応募者多

数の場合は、抽選で決定します。

■ランドセルの色／
　お問い合わせください。
■応募締切／
　12 月 14 日（金）必着
■申し込み・問い合わせ先／
　公益財団法人 宮城県母子福祉連合会
　☎022-295-0013　fax 022-256-6512
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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。
■ 問い合わせ先／市人事課 人事研修係　☎ 22-6600　内線 346

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 】

職種区分 【 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
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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（一次試験）
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会場

一次試験
会場

上
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■区分／上級：大学卒業程度

■申し込み締め切り／ 12月 28日（金）まで
■一 次 試 験 実 施 日 ／ １ 月 20日（日） 午前９時20分から

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

市立認可保育所で働く

臨時保育士を募集しています

市立認可保育所で働く

臨時保育士を募集しています

■応募資格／保育士、幼稚園教諭、看護師、
保健師、いずれかの有資格者

■勤務場所／市立認可保育所
■業務内容／保育業務
　　　　　　（主に０から２歳児の保育）
■勤務形態／
　月曜日から土曜日のうち週５日勤務
　（シフト交代制）
　①午前７時 30 分から午後４時 15 分まで
　②午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
　③午前９時 45 分から午後６時 30 分まで
■日給／ 8,000 円（時給 1,032 円）
■雇用開始／平成 31 年１月から
■申し込み方法／お問い合わせください。

保育士バンクのしくみ
保有資格、希望の勤務条件などを登録

条件に合った求人が出ると、市から連絡があります

市子ども家庭課での面接などを経て採用決定

気仙沼
市立病院
会議室

■保育士バンク／保育資格のある方の登録制度
（保育士バンク）を導入しています。来年４

月からの勤務や短時間の勤務など、ご希望
の条件を伺います。登録にご協力ください。
詳しくはお問い合わせください。

■申し込み・問い合わせ先／
　市 子ども家庭課　☎22-6600　内線445
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