
■持ち物／
　・お子様の飲み物などはご持参ください。
　・お持ちの方は図書館利用カード、当日

作成を希望される方は身分証
■申込方法など／１月７日受付開始。電話

またはＥメールでお申し込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　市生涯学習課　☎22-3442
　　  kyosho@kesennuma.miyagi.jp

■日時／１月 19 日（土）10：00 ～ 12：00
■場所／気仙沼図書館
■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／おでかけほっとサロン『図書館へ行こう！』

図書館ツアーや幼児のための
本の選び方を教えてもらいます。

■講師／気仙沼図書館職員
■定員／ 15 組（先着順）
■参加費／無料（入退室自由）

●鮪立児童館   ☎ 32-3189
　・12 日（土）10:30~
　　（対象：どなたでも）
   　  「イケメン人情マジシャン・
　　　オーイズミさんのマジックショー」
　・17 日（木）10:30~ （対象：乳幼児親子）
     　「誕生会 & 新年おめでとう会」

参加者募集

＜児童館＞
●気仙沼児童センター　☎ 23-4648
　・20 日（日）10:30~15:30（対象：乳幼児親子～中高生）
　　　全国の児童館からいろんなあそびがやってくるよ！
　      「あそびに コンビニ in けせんぬま」
●鹿折児童館　 ☎ 22-6877
　・26 日（土）10:00~（対象：小学生）
        「お正月遊びを楽しもう」
　・24 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
         「誕生会 & ちょっと早い豆まき大会」
●赤岩児童館　☎ 22-6879
　・16 日（水）10:30~（対象：乳幼児親子）
        「誕生会 & 雪遊びごっこをしよう」
　・26 日（土）10:30~（対象：小学生）
        「高校生とあそぼう！！」
●大島児童館　 ☎ 28-2655
　・９日（水）10:30~（対象：乳幼児親子）
　　「お正月だよ！まゆ玉つくりをしよう！
　・12 日 ( 土 ) 10:00~（対象：小学生）
         「お正月遊び」

   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：「みんなのひろば」
　 ・17 日（木）10:30~11:00（対象：乳幼児親子）
　　「お誕生会」
　・23 日（水）10:30~11:15（対象：０歳児親子）
　　ぴよぴよあそびの日
　　「ぴよぴよ桃太郎の鬼たいじ」
　・30 日（水）10:30~11:30
　　（対象：１・２歳児幼児親子）
　　とことこあそびの日
　　「かわいい鬼に変身しよう！」

１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）
　・17 日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　　「１月生まれのお誕生会」
　　場所：「いこい」
　・24 日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　　「鬼のお面を作ろう」
　　場所：本吉子育て支援センター

✉

●１月のおでかけ児童館
　 日時／１月 10 日（木）10:30~11:30
　内容／「親子で楽しくあそぼう！」
　　　　海の仲間と一緒にみんなで遊びましょう♪
　対象／乳幼児親子
　場所／「いこい」
　問い合わせ先／
　・鹿折児童館 ☎22-6877
　・本吉子育て支援センター ☎42-2031
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■申し込み締め切り／１月 ４日（金）から 18日（金）まで  〔土日を除く〕  ※郵送は 18日必着
■申込方法／持参または郵送
■申し込み先／〒988-8501 ( 住所記載不要 ) 気仙沼市 子ども家庭課 宛（市役所ワン・テン庁舎２階）
■問い合わせ先／市子ども家庭課　☎ 22-6600　内線 445

保育所保育士・
児童館児童厚生員

【臨時・嘱託】（20 名程度）

保育所栄養士
【臨時】（若干名）

保育所用務員
【臨時】（７名）

保育所・児童館保育支援員
【臨時】（若干名）

職種【 募集人員 】 主な業務内容主な業務内容

平成 31 年度 採用
市の臨時職員を募集します
平成 31 年度 採用
市の臨時職員を募集します

■対象／市内に事業所を設置している業者（地
元業者・地元食材を活用した給食を提供す
るため）

■食材の種類／
　米・野菜類・果物類・

魚介類、肉類、豆腐
類、牛 乳・乳 製 品、
パンなど

申し込みに必要な書類申し込みに必要な書類

保育所保育業務・
児童館等業務

保育所調理業務
および給食事務・
栄養指導

保育所の用務
および調理補助

保育所保育業務・
児童館業務の支援

①市販の履歴書（顔写真添付）
②ハローワーク気仙沼の紹介状
③保育士証、または幼稚園教諭免許
　状等の写し
④保健師・看護師免許証の写し（保育所）

①市販の履歴書（顔写真添付）
②ハローワーク気仙沼の紹介状
③栄養士免許証の写し

①市販の履歴書（顔写真添付）
②ハローワーク気仙沼の紹介状

平成 31 年度  市立保育施設への給食食材納入業者を募集します

●保育所職員

幼稚園講師
【臨時】（若干名）

幼稚園用務員
【臨時】（６名）

職種【 募集人員 】 主な業務内容主な業務内容 申し込みに必要な書類申し込みに必要な書類

幼稚園の補助教員

幼稚園の用務など

①市販の履歴書（顔写真添付）
②ハローワーク気仙沼の紹介状
③幼稚園教諭免許状の写し

①市販の履歴書（顔写真添付）
②ハローワーク気仙沼の紹介状

●幼稚園職員

■雇用期間／
　平成 31 年４月１日から
　１年間

■申し込み締め切り／１月 15日（火）から 23日（水）まで  〔土日を除く〕  
■申込方法／直接窓口に持参してください（郵送不可）。
■問い合わせ先／市教育委員会 学校教育課（魚市場前 1-1 ２階）　☎ 22-6600 内線 114

試験日時・場所・科目試験日時・場所・科目

●日時／１月 26 日（土）
　※時間・場所は別途連絡します。
●科目／論文・面接

■募集期間／
　１月 10 日（木）から１月 25 日（金）まで
■その他／平成 30 年度に契約がある業者へは

別途通知します。新規申し込みの場合は、
事前にご連絡ください。

■問い合わせ先／
　市子ども家庭課 育成支援係 
　☎22-6600 内線 443

試験日時・場所・科目試験日時・場所・科目

●日時／
　１月 26 日（土）
　※時間は別途連

絡します。
●場所／
　ワン・テン庁舎
　２階
●科目／面接
　※遠 方 に お 住 ま

いの方は、面接
日の相談に応
じます。
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