▶臨時・嘱託職員登録受付

臨時・嘱託職員登録受付のご案内
平成 26 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、あらかじめご了承願います。
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登録職種など
職種

業務内容

主な勤務地

事務補助員
一般事務
（臨時職員）

登録資格
（18歳以上が必須条件）

勤務時間

賃金

7時間45分

日額5,700円

4時間

時給710円

その他

パソコン操作
1月6日㈪～2月7日㈮
の経験、資格
※消印有効
などあれば履
政策企画課
歴書に記載の
（☎内線524・525）
こと

市役所など 市内に住所を有する方

市保健
技術補助員 各種健診などの
（臨時職員） 保健事業の補助業務 センター

保健師、助産師の資
格を有する方

管理栄養士の資格を
有する方
看護師、歯科衛生士
の資格を有する方

受付期間
受付課

時給1,050円
8時30分 ～17時 の
間で事業の内容で調
時給950円
整（ 月2日 ～7日 の
勤務となります）
時給900円

1月6日㈪～2月7日㈮
資格免許証な
※消印有効
どの写しを添
健康増進課
付のこと
（☎内線345・348）

保育補助員
保育業務
（臨時職員）

7時間45分
日額7,200円
（7 時 30 分～19 時
保育士資格を有する
時給900円
市内保育所
15分の間でシフト、
方（平成26年3月中に
※交通費相当分
（4カ所）
土曜勤務有）※短時
資格取得見込も含む）
を上乗せ支給。
間勤務を希望する場
合は、要相談。

放課後児童
児童の健全育成
指導補助員
指導業務
（臨時職員）

市内児童館
児童福祉施設での勤
児童センター
務経験のある方
（4カ所）

4時間または5時間

時給
800～900円

調理補助員
給食調理作業
（臨時職員）

市内保育所
（4カ所）

4時間
7時間45分

時給740円
日額5,900円

週29時間

履歴書に資格 1月6日㈪～3月7日㈮
免許証などの ※消印有効
月額130,800円
写しを添付の 社会福祉課
こと
（☎内線358）

精神障害者小規模作
業所通所者、精神障
技術補助員
害者コミュニティサ
（嘱託職員）
ロン通所者の生活・
作業指導

精神保健福祉士、作
市保健
業療法士、社会福祉
センター、
士、保健師、看護師
旧勤労者活
のいずれかの資格を
動センター
有する方

情報公開室
情報公開室の
運営補助員
運営補助業務
（嘱託職員）

市内に住所を有し、情
7時間45分
報公開制度等に理解が
市役所
月13日程度
月額74,900円
情報公開室 あり、パソコン初級程
（原則月・水・金）
度の操作ができる方
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保育士証また
は同資格取得
見込証明書添 随時受付
付のこと
※履歴書と資格証明書
などを添えて、直接子
保育士証また ども福祉課に持参のこ
は同資格取得 と。
見込証明書が 子ども福祉課
あれば添付の （☎内線396）
こと

任期1年

2月3日㈪～13日㈭
※履歴書を添えて、直接
総務課に持参のこと。
総務課
（☎内線514・518）

勤務条件など

(1) 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。
(2) 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。
(3) 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）
(4) 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

登録方法

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 岩沼市桜 1
丁目 6 番 20 号 岩沼市役所』、上記表の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、
総務課で受け付けを行う職種については直接ご持参ください。嘱託職員採用の際は面接など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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いわぬま食育研究会「春に向かって体が目覚める野菜料理」

日時／２月６日㈭ 10時～12時 参加費／1,000円（食材費含む）
講師／三浦 まさみ先生（野菜ソムリエ） 定員／10名程度
申込・問／布田（ 090-8423-7530）

朝日山探鳥会（参加費無料）

日時／2月23日㈰ 9時～11時30分
場所／朝日山公園（第一広場駐車場に9時集合）
持物／観察用具（双眼鏡、図鑑など）、筆記用具
※観察用具を持たない方も、気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）

生活習慣病セミナー

～糖尿病教室～

予約不要です。お気軽にご参加ください。
日時／2月12日㈬・26日㈬ 14時～15時
テーマ／血糖値が下がりすぎると…（低血糖の予防）
場所／総合南東北病院 中央棟2階講堂

問／総合南東北病院 栄養管理課（月～土9時～17時 ☎23-3151）

みんなで学ぼう放射能

そして安心を取り戻そう

日時／2月24日㈪ 10時～12時 場所／西公民館 研修室
テーマ／一年間を振り返って、今後の活動
参加費／100円 主催／放射能からいわぬまを守る会

問／小川（ 090-5555-0756）http://hakaritai.blog.so-net.ne.jp

岩沼市吹奏楽団 第16回定期演奏会

今年もイワスイ定期演奏会の時期がやってきました！
目で耳で心で楽しみ、笑って感動できるイワスイの定期
演奏会。お誘い合わせの上、ご来場ください！※入場無料。
日時／2月23日㈰ 開場13時30分 開演14時
音楽監督／山本 智宏 会場／市民会館 大ホール
演奏曲／北からの風よ、ウルトラ大行進、フライ・ミー・トゥ・
ザ・ムーンほか

問／佐藤（ 080-3336-7050）

第3回武隈の里ひな人形まつり

岩沼市に春の訪れをつげるイベントであるひな人形ま
つりを実施します。今回は多くの商店に協力をいただき、
60カ所での展示となります。商店のラリーなどの新しい
企画もあります。ぜひおいでください。
展示予定／プレオープン2月15日㈯ 中心商店街
正式オープン3月1日㈯～31日㈪ 中心商店街、公共施設など
ポスト展示4月1日㈫～5月30日㈮ 猪俣時計店2階
特別イベント 3月2日㈰、9日㈰、16日㈰、22日㈯
会場／猪股時計店 問／まちづくりネット 及川（☎24-4090）

マーチング・バトンのイベント開催（入場無料）
「NorthBeat～マーチング・バトンの祭典～-3rd Season-」
音楽と芸術で、皆さんの心を熱くします！
日時／2月9日㈰ 13時～16時（12時30分 開場）
場所／総合体育館

主催／東北マーチング・バトントワーリング活性化実行委員会
問／鶴巻（ 090-2140-2561）

※会場には暖房設備がないため温かい服装でお越しください。
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第9回自然塾セミナー

岩沼の自然をより広く知る自然塾セミナーを開きます。
関心のある方は、ぜひおいでください。
日程／①3月2日㈰ 9時30分集合「野鳥観察会」
②3月19日㈬ 19時～21時「岩沼の昆虫」
場所／①朝日山公園駐車場 ②市民会館 会議室
参加費／500円 申込・問／髙橋（☎22-4571）

みこしをかつぐ会

会員募集

今年で会発足20年目を迎えました。竹駒神社初午大祭
での神輿（みこし）渡御などに参加する会員を募集中です。
今年の神輿渡御／3月15日㈯ 参加費／2,000円
参加申込・問／みこしをかつぐ会 事務局（竹駒神社☎22-2101）

バイオマス燃料（BDF）利活用のお願い

廃食用油を回収し代替燃料（通称BDF）などにリサイクルす
る活動や遊休農地に景観作物などを栽培する活動をしています。
現在の市民回収拠点と連絡先／二木1丁目（布田☎220982）
・館下1丁目（豊川☎22-3528）
・土ケ崎1丁目（加
藤☎22-0089）
・相の原2丁目（飯森☎22-3518）
・たけ
くま1丁目（宝島☎0120-972-919）
・松ケ丘2丁目（及
川☎22-2981）
・桜1丁目（ジュン☎24-3970）
回収日時／毎月１回目の資源回収日の午前
町内会の協力／栄町町内会4カ所、そのほか有志の方
回収拠点募集／随時受付（お店も歓迎します）
BDFの利用／環境改善に協力していただける方

回収量／平成25年度４～12月分9,741ℓ（ドラム缶49本相当）
申込・問／いわぬまバイオ・リサイクル協議会
事務局 島津（ 090-7796-7958）

健康予防講座

内容／2月20日㈭ 柔らかな筋肉を作ろう!! 10時～11時

2月27日㈭ 腰痛を予防しよう
10時～11時
会場／NPOやまぼうし（相の原1丁目2-28）
対象／おおむね65歳以上、介護認定を受けていない方
参加費／1回につき500円 持ち物／タオル、飲み物

定員／10人程度 ※事前に申し込みください。送迎も可能です。
申込・問／NPOやまぼうし

大友・高橋（☎23-2672）

体験見学できます！今からでも大丈夫！

☆メラメラダンス教室 月2回金曜夜間（岩小）
NHKに出演中のNOBU高橋先生が教える教室！！

楽しくダンス＆いっぱい動いてメラメラ脂肪を燃やします！

○ミニバスケット教室 毎週水曜夕方（南小）
○ヨガ教室 木曜午前（市民会館）
・夜間（岩中 ほか）
○エアロビ教室 月曜午前（体育センター）・火曜夜間（岩小）

○シニアスポーツ教室 木曜午前（体育センター）
テニス・バレーなどを体験します。
○二木探検隊
畑作りや温泉旅などを中心に活動しています！（不定期）
※参加費など、詳しくは、お問い合わせまたはホームペー
ジをご覧ください！
問／レッツいわぬま（体育センター内 ☎23-9355）

