▶募集・登録などのご案内

平成25年度

小・中学校の各種指導助手・支援員を募集します

職種

出願資格
職務内容
募集人員
任用期間
募集期間・問
原則として昭和55年4月1日以降生まれ、小学校教諭免許
児童に対する生活指導および学習指導な
状（専修、一種、二種は問わない）を有する者、または平
ど（学級担任のサポート）
成25年3月31日までに取得見込みの者
1月28日㈪
平成25年
原則として昭和55年4月1日以降生まれ、中学校教諭免許
～2月6日㈬
中学校
生徒に対する生活指導および学習指導な
4月1日～
状（専修、一種、二種は問わない）を有する者、または平
指導助手
ど
平成26年
成25年3月31日までに取得見込みの者
岩沼市教育委員会
3月31日
学校教育課
原則として昭和55年4月1日以降生まれ、特別支援学校免許状（養
特別な教育的支援を要する（障害のあ 若干名
（☎内線562）
、あるいは小学校教諭免許状（専修、一種、
特別支援 護学校教諭免許状）
る）児童生徒に対する生活指導および学
指導助手 二種は問わない）中学校教諭免許状（専修、一種、二種は問わない）
習指導など（学級担任のサポート）
※出 願 方 法 な ど、
を有する者、または、平成25年3月31日までに取得見込みの者
詳しくはお問い
平成25年
合わせください。
特別な教育的支援を要する（障害のあ
特別支援 大学もしくは短大を卒業した者、または平成25年3月31
4月1日～
る）児童生徒に対する日常生活上の介護
教育支援員 日で卒業見込みの者
平成26年
および学習支援など
3月24日
小学校
指導助手

臨時・嘱託職員登録受付のご案内

平成25年度に勤務することが可能な臨時・嘱託職員の登録者を募集します。臨時職員については、臨時
的に業務を処理する必要が生じた場合に登録者の中から業務ごとに必要な資格などを確認の上、後日、担
当部署からご連絡します。登録者全員が任用されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
1 登録職種など
職種

業務内容
一般事務

事務補助員
（臨時職員）

図書貸出および
返本整理など

主な勤務地
市役所など
市民図書館

学校図書館
業務補助員 校内美化、市内用達、
（臨時職員） 小修繕、来客接待など
市内小・中学校
調理補助員
給食調理業務
（臨時職員）

登録資格
（18歳以上が必須条件）

市内に住所を有する方

賃金

勤務時間

日額5,700円 7時間45分
時給  710円 4時間

市内に住所を有する方

時給  710円 4時間
日額5,700円 7時間45分
司書・司書補の資格を有する方
日額5,700円 7時間45分

その他

受付期間・受付課

1月4日㈮～2月8日㈮
パソコン操作の経験、資
※消印有効
格などあれば履歴書に記
政策企画課
載のこと。
（☎内線524・525）
土・日は7時間勤務（交
替制）

日額5,700円 7時間45分
7時間45分
日額5,900円
（8時～16時45分）

1月4日㈮～25日㈮
※消印有効
岩沼市教育委員会
教育総務課
（☎内線553）

保健師、助産師の資格を有
時給1,050円 8時30分 ～17時
1月4日㈮～2月8日㈮
する方
各種健診等の保
の間で事業の内
技術補助員
資格免許証などの写しを ※消印有効
健 事 業 の 補 助 業 市保健センター 管理栄養士の資格を有する方 時給  950円 容 で 調 整（ 月2
（臨時職員）
添付のこと
健康増進課
務
日 ～7日 の 勤 務
看護師、歯科衛生士の資格
（☎内線348）
時給  900円 となります）
を有する方

7時間45分

保育士資格を有する方
（7時30分～19時 保育士証または同資格取
（ 平 成25年3月 中 に 資 格 取 日額7,200円
15分の間でシフ 得見込証明書などを添付
保育補助員
得見込も含む）
保育業務
ト、土曜勤務有） のこと
（臨時職員）
※通勤距離に応じて交通 随時受付
保育士資格を有し、児童福祉
※履歴書と資格証明書な
費を支給します。
時給  900円 5時間30分
すぎのこ学園
施設での勤務経験がある方
どを添えて、直接子ども
放課後児童
市 内 児 童 館、
保育士証または同資格取 福祉課に持参のこと
児童の健全育成
時給
指導補助員
児童センター 無資格でも登録可
4時間～5時間
得見込証明書などを添付（郵送不可）
指導業務
800～900円
子ども福祉課
（臨時職員）
（4カ所）
のこと
（☎内線392）
時給  740円 4時間
調理補助員
市内保育所
給食調理作業
（臨時職員）
（4カ所）
日額5,900円 7時間45分
市内保育所
（4カ所）

精神障害者小規模 市 保 健 セ ン
技術補助員
作業所・コミュニ ター
（嘱託職員・
ティサロン通所者 旧勤労者活動
臨時職員）
の生活・作業指導 センター

精神保健福祉士、社会福祉 嘱託職員：
士、 作 業 療 法 士、 保 健 師、月額130,800円
看護師のいずれかの資格を 臨時職員：
日額6,600円
有する方

嘱託職員：
週29時間
臨時職員：
7時間45分

1月4日㈮～2月8日㈮
資格免許証などの写しを
※消印有効
添付のこと
社会福祉課（☎内線357）

2

勤務条件など
⑴任用期間
臨時職員…6カ月以内です。ただし6カ月を超えない範囲で一度だけ更新する場合があります。
嘱託職員…原則として1年間です。ただし必要に応じて更新する場合があります。
⑵勤務日数
臨時職員…基本的に毎週月曜日～金曜日の週5日ですが、職種や各月の業務内容により変動があります。
嘱託職員…週29時間の範囲で勤務日数を調整します。
⑶賃金支払日
臨時職員…月末締め翌月10日支払い（休日および土日の場合はその前日）
嘱託職員…月末締め当月21日支払い（休日および土日の場合はその前日）
⑷社会保険
任用期間などにより社会保険および雇用保険に加入していただくことがあります。
3 申込方法・登録の受付期間
希望する方は、職種を記入の上、履歴書を（職種によって証明書なども添付のこと）〒989-2480 桜1丁目
6番20号 岩沼市役所上記右欄の各受付課まで提出してください（郵送可）
。ただし、子ども福祉課で受け付け
を行う職種については3階子ども福祉課までご持参ください。嘱託職員採用の際は作文・面接による試験を実
施予定（2月中旬頃）です。なお、後日、就職などにより登録を取り消したい場合は速やかにご連絡ください。
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▶いわぬま物語発掘

馬事博物館と政宗騎馬像
※1
※2

岩沼の誇る大馬市を今に伝える竹駒
神社の馬事博物館は、昭和 年に開館
※１ ばくろう
とよぞう
しましたが、これには博労の渡邊豊蔵
が関わっています。豊蔵は若くして東
北や関東一帯から博労が集まる岩沼馬
市を取り仕切りました。日本でも指折
りの博労として豊蔵が知られるのは当
時、日露戦争後に軍馬の需要が増して
岩沼馬市が大盛況であったためです。
豊蔵は度量が大きく、親分肌の人で、
地域で不遇な方を哀れんでは墓碑を建
てたり、郷土力士の活躍を支援したり
もしました。岩沼町長や竹駒神社の総
代も務めています。
馬事博物館は、豊蔵のつながりから
一、一〇〇点を超える馬に関する貴重
な収集品を神社が寄贈されたのを受け
て建築されました。
※２
ところで、館内には、金色の政宗騎
馬像が展示されていますが、なんとこ
れは仙台城址に立つ政宗騎馬像の原型
試作品です。なぜここに？
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か つ て、 柿 岡 曲 馬 団 と い う サ ー カ
ス団が初午祭りに来る直前、台湾興行
中に失火して馬やライオンなどを焼失
してしまった時のこと。困ったサーカ
ス団は、豊蔵に馬 頭を用立ててくれ
と頼み込みます。豊蔵は初め断わりま
すが、必死で食い下がるので仕方なく
了承しました。なんとか馬を貸しても
らうと、急ごしらえの芸でしたが興行
は大当たり。全て豊蔵のおかげと、毎
年初午の興行前には必ず豊蔵宅へ挨拶
に訪れたそうです。
担当・問／政策企画課（☎内線529）

か き お か きょく ば だ ん

サーカスと博労

昭和 年、宮城県青年団から政宗三
百回忌の記念事業として銅像制作を依
こ む ろ とおる
頼された彫刻家小室達（現・柴田町出
身）は、制作に当たり、馬について研
究します。その際、豊蔵にも指導を求
めた関わりから、博物館に原型試作品
が奉納されたのでした。
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博労：牛馬の売買や仲介を業とする人。
政宗騎馬像：仙台城址の像は2代目。初代は胸像のみが仙台市博物館の敷地内にある。
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申込・問／さわやか市政推進課
（☎内線642～645）
期 日／2月9日㈯～10日㈰（1泊2日）
場 所／尾花沢市（市のバスを利用）
対 象／市内在住の小学4年生～6年生
定 員／20人
※申込多数の場合は抽選となります。
宿泊先／山形県尾花沢市鶴子地区（民泊）
参加費／8,000円
申込受付期間／1月7日㈪～18日㈮
申込方法／市役所6階さわやか市政推進課と市内小学校に
備え付けの申込用紙、または市のホームページに掲載の
申込用紙に必要事項を記入し、郵送または持参してくだ
さい。
（ファクス不可。郵送の場合は18日㈮必着）

渡邊豊蔵
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雪 の交流をしませんか！
友好都市尾花沢市で

「雪まつり体験交流」参加者募集
山形県尾花沢市は岩沼市の友好都市（お友だち）です。山形県内
でも特に雪の多い地域として知られている尾花沢で「雪」を通した
触れ合いに参加してみませんか。雪まつりの見学や民泊、スキーな
ど、盛りだくさんの楽しい体験が待っています！
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