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個人種目 1 位 2 位

ソフトテニス 男子 加藤 稜人・佐藤 智宏（岩沼北） 森田 龍弥・遠藤 直斗（岩沼北）
女子 郡山 なつみ・菅野 未来（岩　沼）引地 ゆい・猪股 莉里香（岩　沼）

バドミントン
シングルス

男子 長田 歩夢 （岩　沼） 前田 望夢 （岩　沼）
女子 佐藤 未蘭 （岩沼西） 鈴木 乃愛 （岩沼北）

バドミントン
ダブルス

男子 鈴木 健太・安部 拓真（岩　沼） 小屋 泰樹・八島 友揮（岩　沼）
女子 三浦 梨夏子・日野 希良莉（岩沼北） 小野 凛・横山 杏蘭（岩沼北）

卓球 男子 針生 大輔 （岩　沼） 武田 悠太郎 （岩沼北）
女子 渡邊 桃菜 （岩沼西） 森 優香 （岩沼西）

剣道 男子 狩野 陽平 （岩沼西） 近野 大地 （岩沼北）
女子 鈴木 碧 （岩　沼） 東 真生香 （岩　沼）

柔道 50 キロ級 男子 髙橋 領 （岩沼西） 菅野 風流 （岩　沼）
柔道 55 キロ級 男子 大津 壮陽 （岩沼西） ※出場 1 名
柔道 60 キロ級 男子 林 隼矢 （岩　沼） ※出場 1 名
柔道 66 キロ級 男子 村井 優大 （岩　沼） ※出場 1 名
柔道 73 キロ級 男子 小野 颯雅 （岩　沼） ※出場 1 名
柔道 81 キロ級 男子 三浦 大寿 （岩　沼） ※出場 1 名
柔道 90 キロ級 男子 相原 勇希 （岩　沼） ※出場 1 名
柔道 57 キロ級 女子 菊地 陽真 （玉　浦） ※出場 1 名
柔道 60 キロ級 男女混合 林 隼矢 （岩　沼） 菊地 陽真 （玉　浦）

柔道 60 キロ超級 男子 村井 優大 （岩　沼） 相原 勇希 （岩　沼）

団体種目 1 位 ２位 ３位
野球 男子 岩　沼 玉　浦

サッカー 男子 岩　沼 玉　浦 岩沼西
ソフトボール 女子 岩沼西 岩　沼

ソフトテニス 男子 岩沼北 岩　沼 岩沼西
女子 岩　沼 玉　浦

バレーボール 男子 岩沼西 岩　沼
女子 玉　浦 岩沼西 岩　沼

バドミントン 女子 岩沼北 岩沼西 岩　沼

バスケットボール 男子 岩　沼 岩沼西 玉　浦
女子 岩沼西 岩沼北 岩　沼

卓球 男子 岩沼西 岩沼北 岩　沼
女子 岩沼西 岩　沼

剣道 男子 岩　沼 岩沼西 岩沼北
女子 岩　沼 岩沼西 岩沼北

　6月 6日、岩沼市中学校総合体育大会が行われ、武道・球技の 10種目が競われました。この大会の優
勝団体（者）や上位入賞者は、市を代表して県大会に出場することができ、毎年、優勝の栄冠と県大会の
出場資格を争う熱戦となっています。
　結果は、以下のとおりです。（敬称略）

岩沼市中学校総合体育大会

▶市中学校総合体育大会結果
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●第1次試験／9月20日㈰
●採用時期／平成28年4月以降（前倒し採用あり）
●試験案内・受験申込書配布および申込受付
期	間／7月1日㈬～8月10日㈪（郵送申込は8月10日
㈪必着）8時30分～17時（土・日・祝日は除く）

場所／〒989-2480　岩沼市桜1丁目6番20号
　政策企画課人事職員係（市役所5階南側）
※�なお、郵送を希望する場合は、封筒の表に「初級試験
案内請求」または「社会人経験者試験案内請求」と朱
書きし、宛先を明記した返信用封筒（A4判が入る大
きさ・角型2号）に120円切手を貼付したものを必ず
同封してください。
問／政策企画課人事職員係（☎内線524・525）

試験の
職種

採用予
定人数 受験資格

初
　
級

事　務 若干名
　平成6年4月2日～平成10年4月1日に生まれ
た方（ただし、学校教育法による短期大学または
高等専門学校（高専）を卒業、または平成28年3
月までに卒業見込みの方は、受験できません）

消　防 若干名

①�平成2年4月2日～平成10年4月1日に生まれた方
②採用後、岩沼市内に居住可能な方
③�両眼の裸眼視力（矯正不可）が0.3以上で、色覚
が正常な方

④聴力が、左右とも正常な方

社
会
人
経
験
者

土　木 若干名

　昭和57年4月2日～昭和63年4月1日に生まれ
た方で「土木施工管理技士」または「二級土木施
工管理技士」のいずれかの資格を有し、かつ、平
成28年3月末時点で当該資格に関する民間企業な
どでの実務経験が通算5年以上ある方

栄養士 若干名
　昭和59年4月1日～平成3年4月2日に生まれ
た方で栄養士の資格を有し、かつ、平成28年3月
末時点で当該資格に関する民間企業などでの実務
経験が通算5年以上ある方

※詳細については試験案内または市のホームページで必ずご確認願います。

1	登録職種
職種／放課後児童クラブ指導補助員�
業務内容／児童の健全育成指導業務
主な勤務地／市内児童館・児童センター（4カ所）
　北児童センター分室すずかけ放課後児童クラブ
勤務時間／通常：4～5時間、長期休暇：7時間
登録資格・賃金／
　◆�保育士・幼稚園教諭・学校教諭のいず
れかの資格を有する方

　　�時給900円（市職員に準ずる交通費相
当額を上乗せ支給）

　◆無資格の方
　　時給800円
受付期間／随時受付
※�履歴書と資格証明書などの必要書類を持
参してください。
2	勤務条件など
雇	用期間／原則として、2カ月（第1種臨
時職員）または6カ月（第2種臨時職員）
以内です。ただし第2種臨時職員に関し
ては、6カ月を超えない範囲で1度だけ
更新する場合があります。

勤	務日数／基本的に毎週月曜日～金曜日の
週5日ですが、職種や勤務先の業務内容
により変動があります。

賃	金支払日／月末締翌日15日支払
　（土・日・祝日の場合はその前日）
社	会保険／任用期間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

受付・問／子ども福祉課（☎内線394）

　市では、厳しい財政状況の中で、独自の収入を確保するとともに、地域経済の活性化を図ることを
目的として、平成21年度より市の持つ公有財産や資源を活用した有料広告事業を行っています。
　「窓口封筒」、「バナー広告（ホームページ）」、「市民バス」、これらに掲載する広告を集めていただ
ける3つの事業者（広告代理店など）を募集します。

③市民バス
　「市民バス」の車体（後部窓ガラス）または車
内に掲示する広告を募集していただける事業者を
募集します。募集要領や仕様書などを下記のとお
り配布します。
配	布方法／生活環境課（市役所3階）の窓口また
は市のホームページ
配布期間／7月1日㈬～31日㈮
提出期限／8月7日㈮
担当／生活環境課（☎内線333）

①窓口封筒
　市民課などの窓口で使用する封筒に広告を掲載
して作成し、市に無償で提供していただける事業
者（広告代理店など）を募集します。
担当／市民課（☎内線223）
②バナー広告（ホームページ）
　市のホームページにある10枠の広告枠を一括し
て購入いただき、広告を募集していただける事業
者を募集します。
担当／総務課（☎内線518）
※�①・②いずれも配布・募集期間は7月1日㈬～10日㈮
で、募集要領や申込書などは各担当課で配布するほか、
市のホームページからダウンロードすることもできます。

平成27年度　岩沼市職員採用試験
（初級／高校卒業程度・社会人）

平成27年度　臨時職員募集

広告代理店などを募集します
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