
■申し込み方法／登録申請書を提出してください。
申込用紙は、宮城県のホームページからダウンロー
ドできます。登録は随時受け付けています。

■申し込み・問い合わせ先／
　市危機管理課 消防団係　☎22-0983（消防本部内）

＜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（水）10:30~11:15（対象：０歳児親子）
　　ぴよぴよあそびの日
        「かわいいこいのぼりを作ろう」
　・19 日（金）10:30~11:30（対象：１歳児以上親子）
　　とことこあそびの日「お誕生会 & こいのぼり作り」

＜児童館＞
●気仙沼児童センター　☎ 23-4648
　・20 日（土）14:00~（対象：小学生）
　      「春のお楽しみ会♪」
●赤岩児童館　☎ 22-6879
　・13 日（土）13:30~（対象：小学生）
        「進級おめでとう！お楽しみ会」
　・18 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
        「誕生会 & みんなであそぼう」
●鹿折児童館　 ☎ 22-6877
　・13 日（土）13:00~ （対象：幼児・小学生）
　　「ポケモンカーがやってくる」
　・25 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
         「誕生会 & こいのぼり製作」

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ

●本吉子育て支援センター　☎ 42-2031
　（津谷保育所内）
     ・４日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　　「『いこい』であそぼう」場所：「いこい」
　・18 日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　　「春のお楽しみ会」場所：本吉子育て支援センター

４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。

●大島児童館　 ☎ 28-2655
　・18 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
　　「春ですよ！みんなであそびましょう♪」
　・20 日 ( 土 ) 10:00~
        （対象：小学生）
         「スライムを作ってみよう！」
●鮪立児童館   ☎ 32-3189
　・18 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
   　  「４月のお誕生会 &
　　　お花見をしよう！」
　・20 日（土）10:00~ （対象：小学生）
     　「みんなでおめでとう会 &
　　   ホットケーキをつくろう！！」

気仙沼図書館・気仙沼児童センター
第39回 東北建築賞「作品賞」を受賞

　東北地方に建設された優秀な建築作品をたたえる「第39回東北建築賞」で、気仙沼図書館・気仙沼児童センターが、「作品賞」を受賞しました。（市内の建物で初）

　消防団員に対して割引などのサービスのご協力をいただく「みやぎ消防団応援
事業所」を募集しています。本市消防団員は震災前から約 100 人減少しており、
消防団員を増やすために、ご協力をお願いします。

■協力内容／料金の割引や飲食物のサー
ビスを提供（サービス内容は各事業所
ごと）

■提供方法／県内の消防団員とその家族
が「消防団員カード」を提示した場合

ー消防団応援事業所 募集ー消防団員を応援しませんか？消防団員を応援しませんか？
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健康プラザ
Healthy plaza

健診・教室名 実 施 日 受付時間 場　所 対　　象 備　　考

子育て相談

17日（水） 9:30～10:30 すこやか
就学前のお子さんと
保護者

・内容：お子さんの発育・発達、
食事、歯磨き、トイレトレーニン
グなどの子育てに関する相談

・持ち物：母子健康手帳
25日（木） 9:30～10:30 燦さん館

26日（金） 9:30～10:00 いこい

パパママ教室 A
※要予約

5/
13日（月）13:10～13:25 すこやか

妊婦とご家族
（定員 15 組）

・内容：お産に関する講話、沐
浴実演、抱っこ・衣服着脱・
おむつ替え体験

・持ち物：母子健康手帳

離乳食教室
※要予約

5/
14日（火） 9:30～9:50 すこやか

生後５～６か月のお
子さんと家族
（定員 15 名）

・持ち物：母子健康手帳・筆記
用具・問診票・エプロン・三
角巾・おんぶひも・その他お
子さんに必要なもの

～産後の方へ～
女性のための
ボディケア講座
※要予約

22日（月）12:45～13:00 すこやか

出産後、１ヶ月健康
診査にて異常がな
く、医師による運動
制限のない産後２ヶ
月～５か月の方
（定員 15 名）

・内容：バランスボールを使用
した有酸素運動や心身のリフ
レッシュ方法など

・持ち物：飲み物・母子健康手帳・
いつものお出かけセット
※運動しやすい薄手の服装でお
越し下さい

※乳幼児健康診査については、対象時期に合わせて個別通知をしています。また、ホームページに掲載していますのでご確認ください。
■予約・問い合わせ先／市健康増進課（☎ 21-1212）

教室・相談

日 診療機関（所在地）・電話番号・備考 診療機関（所在地）・電話番号 薬局（所在地 )・電話番号

７日（日）
小野医院（唐桑町宿浦）
☎ 32-3128・内科、小児科
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

田中前加藤歯科医院（田中前）
☎ 22-1167 ー

14日（日）
森田医院（八日町）
☎ 22-6633・内科のみ、
8:30 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00

金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

21日（日）
条南整形外科（田中前）
☎ 29-6711
9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00

菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）
☎ 22-2235

条南マリン薬局（田中前）
☎ 21-2227
田谷薬局（田中前）
☎ 25-1381

28日（日）

三条小児科医院（田中前）
☎ 23-0088
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00 条南歯科医院（田中前）

☎ 23-5570 ー志田整形外科医院（東新城）
☎ 22-6838・整形外科のみ
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

29日（月）齋藤外科クリニック（東新城）
☎ 22-7260　9:00 ～ 12:00（午前のみ）

三浦齒科医院（本吉町津谷
明戸）☎ 42-2418 ー

4 月 30 日から 5 月６日までの診療体制、営業薬局の状況は、広報けせんぬま 4 月 15 日号で紹介します。

休日当番医・調剤薬局 変更になる場合もありますので、あらかじめお問い合わせの上、受診願います。
診療時間 9:00~17:00　※歯科診療時間9:00~12:00、14：00～17：00（最終受付16：30）

日 時　間 場　所 内　　容

15日(月) 10:00～15:00 イ オ ン 気 仙
沼店

保健師や看護師
等による血圧測
定・健康相談

まちの保健室
日 場　所 受付時間

７日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

11日（木）
階上公民館 10:30 ～ 12:00
本吉広域防災センター 13:30 ～ 15:00
すこやか 16:00 ～ 17:00

19日（金）気仙沼保健福祉事務所 10:30 ～ 12:00
13:00 ～ 16:30

献血日程
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■申し込み方法／登録申請書を提出してください。
申込用紙は、宮城県のホームページからダウンロー
ドできます。登録は随時受け付けています。

■申し込み・問い合わせ先／
　市危機管理課 消防団係　☎22-0983（消防本部内）

＜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（水）10:30~11:15（対象：０歳児親子）
　　ぴよぴよあそびの日
        「かわいいこいのぼりを作ろう」
　・19 日（金）10:30~11:30（対象：１歳児以上親子）
　　とことこあそびの日「お誕生会 & こいのぼり作り」

＜児童館＞
●気仙沼児童センター　☎ 23-4648
　・20 日（土）14:00~（対象：小学生）
　      「春のお楽しみ会♪」
●赤岩児童館　☎ 22-6879
　・13 日（土）13:30~（対象：小学生）
        「進級おめでとう！お楽しみ会」
　・18 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
        「誕生会 & みんなであそぼう」
●鹿折児童館　 ☎ 22-6877
　・13 日（土）13:00~ （対象：幼児・小学生）
　　「ポケモンカーがやってくる」
　・25 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
         「誕生会 & こいのぼり製作」

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ

●本吉子育て支援センター　☎ 42-2031
　（津谷保育所内）
     ・４日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　　「『いこい』であそぼう」場所：「いこい」
　・18 日（木）10:00~（対象：乳幼児親子）
　　「春のお楽しみ会」場所：本吉子育て支援センター

４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。

●大島児童館　 ☎ 28-2655
　・18 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
　　「春ですよ！みんなであそびましょう♪」
　・20 日 ( 土 ) 10:00~
        （対象：小学生）
         「スライムを作ってみよう！」
●鮪立児童館   ☎ 32-3189
　・18 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
   　  「４月のお誕生会 &
　　　お花見をしよう！」
　・20 日（土）10:00~ （対象：小学生）
     　「みんなでおめでとう会 &
　　   ホットケーキをつくろう！！」

気仙沼図書館・気仙沼児童センター
第39回 東北建築賞「作品賞」を受賞

　東北地方に建設された優秀な建築作品をたたえる「第39回東北建築賞」で、気仙沼図書館・気仙沼児童センターが、「作品賞」を受賞しました。（市内の建物で初）

　消防団員に対して割引などのサービスのご協力をいただく「みやぎ消防団応援
事業所」を募集しています。本市消防団員は震災前から約 100 人減少しており、
消防団員を増やすために、ご協力をお願いします。

■協力内容／料金の割引や飲食物のサー
ビスを提供（サービス内容は各事業所
ごと）

■提供方法／県内の消防団員とその家族
が「消防団員カード」を提示した場合

ー消防団応援事業所 募集ー消防団員を応援しませんか？消防団員を応援しませんか？
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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

行政【 ５人程度 】 〔昭和 63．４．２~平成 10．４．１生〕

〔昭和 59．４．２~平成 10．４．１生〕
土木【 ４人程度 】
化学【 若干名 】

建築【 若干名 】
電気【 若干名 】

助産師【 若干名 】

職種【 募集人員 】 受験資格  〔　〕は生年月日の範囲
※必要資格は平成 32 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 32 年３月までに取得見込みの方を含む

ＳＰＩ
総合検査

試験科目
（一次試験）

試験科目
（一次試験）

上
　
　
　
　級

区
分

中
　
　級

■区分／上級：大学卒業程度、中級：短期大学卒業程度

■申し込み受付期間／ ４月 ３日（水）から19日（金）まで
■一次試験会場・実施日／・全国47都道府県のテストセンター：４月15日（月）から27日（土）まで
　　　　　　　　　　　  ・気仙沼市立病院（助産師および中級のみ）：４月 27日（土）

平成 32 年度 採用

市職員募集のお知らせ
平成 32 年度 採用

市職員募集のお知らせ

市立保育所・こども園で働く

臨時保育士を募集しています
市立保育所・こども園で働く

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／市立保育所・こども園
■勤務形態／
　勤務日数：月曜日から土曜日のうち週５日
　勤務時間：１日７時間 45 分勤務
　　　　　　（シフト交代制）
　※短時間勤務をご希望の方はご相談ください。
■申し込み方法・期間／随時募集しています。

お問い合わせください。
■問い合わせ先／
　市子ども家庭課 ☎22-6600 内線 445

〔昭和 59．４．２~平成 10．４．１生〕
それぞれ建築士（一級または二級）、電気主任技術者資格を有する方

〔昭和 55．４．２~平成 10．４．１生〕
助産師資格を有する方

理学療法士【 若干名 】
作業療法士【 若干名 】
看護師【８人程度 】

〔昭和 59．４．２~平成 11．４．１生〕
それぞれ理学療法士、作業療法士、看護師資格を有する方

●対象者

●助成金額／１人あたり10万円（口座振込）

①就職助成金
　本年４月１日以降に市
内の保育所などに就職し
た有資格者（保育士、幼稚
園教諭など）で、１年以上
の雇用契約となっている
方（非正規雇用を含める）

②移住費用助成金
　本年４月１日以
降に市内の保育所
などへ就職し、就職
日前後１月以内に
移住した方（非正規
雇用を含める）

市内で保育士や幼稚園教諭などで
新規採用された方に助成金を支給します
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児童扶養手当などの
手当月額が
４月から変わります

　平成 31 年度の児童扶養手当額および特別児
童扶養手当額、特別障害者手当額、障害児福
祉手当額は、全国消費者物価指数の変動によ
り、４月以降の手当額が１．０％引き上げられ
ます。
　現在手当を受給している場合、引き上げに
伴う新たな手続きは不要です。

42,910円
42,900円～10,120円

52,200円 34,770円

特別障害者手当 27,200円

障害児福祉手当 14,790円

　改定後月額

１級 ２級特別児童扶養手当

手当・区分

全部支給
一部支給

児童扶養手当※

各手当の改定後月額など（４月分から）

※ 第２子以降加算は 10,140 円～ 5,070 円
　 第３子以降加算は   6,080 円～ 3,040 円

■問い合わせ先／
・児童扶養手当･特別児童扶養手当
　市子ども家庭課 児童福祉係 ☎22-6600内線435
・特別障害者手当･障害児福祉手当
　市社会福祉課 障害福祉係 ☎22-6600内線438

 information information
　暮らしの情報

　「土地・家屋価格等縦覧帳簿」縦覧制度は、
納税者が所有する土地・家屋の評価額が適正
かどうか、固定資産課税台帳などを確認し、
登録されている市内の他の土地・家屋の価格
と比較できる制度です。縦覧できる方や場所
などは次のとおりです。
■縦覧期間／４月１日（月）から５月 31 日（金）

までの、午前８時 30 分から午後５時 15 分
まで（土･日･祝日を除く）

■縦覧できる方／本市固定資産税の納税義務者
か同居する家族、納税管理人（それ以外の方
は納税義務者本人の委任状が必要 )

※委任状様式は市税務課に備え付けのほか、
市ホームページよりダウンロード可能です。

※納税する土地と家屋の価格が縦覧できます。
■縦覧場所／市税務課 （本庁舎１階）、唐桑・

本吉総合支所総務企画課、階上・大島出張所
■お持ちいただくもの／
　【本人】印鑑、本人確認書類（運転免許証など）
　【代理人】印鑑、本人の記名・押印のある委

任状、代理人の本人確認書類
■手数料／無料
■問い合わせ先 ／市税務課 固定資産係
　☎22-6600 内線 245 ～ 248

土地・家屋価格等縦覧帳簿
をお見せします
～平成31年度固定資産の価格が決定～

防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode34 ~

■問い合わせ先／市危機管理課 防災情報係 ☎ 22-3402

毎月 11 日は「防災を考える日」です。
震災の教訓や災害への日頃の備えなどについて、家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。

答え：②津波警報

津波からの避難は、すぐ高台へ！

東北地方太平洋沖地震津波浸水図は、市の
ホームページ ［ 暮らしの情報 > 安心・安全 > 
防災 > 気仙沼市防災マップ ］から確認でき
ます。

■東北地方太平洋沖地震津波浸水図で確認しましょう
　東北地方太平洋沖地震津波浸水図は、東北地方太平洋沖地震による津波の浸
水範囲と、東日本大震災後に使用可能な避難所などを表示しています。浸水区
域の外であっても、津波の大きさや地形によっては被害が生じてしまいますの
で、日ごろから避難や防災について皆さんで話し合いましょう。

■防災基礎クイズ
Ｑ　予想される津波の高さが高いところで１ｍを
　超え、３ｍ以下の場合に発表される警報は、次
　のうちどれでしょう？
　　①高潮警報　②津波警報　③大津波警報

「津波の浸水範囲を確認しましょう」　
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