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～宮城県中学校駅伝競走大会～
　9月30日、利府町の宮城県総合運動公園で「宮城県中学
校駅伝競走大会」が行われました。男女とも、市を代表し
て岩沼西中学校の選手が出場し、男子チームは31校中13
位、女子チームは30校中15位という成績を残しました。
　男子の部では6区の大久保瑠人さんが区間第3位となり
ました。

～少年の主張宮城県大会～
　9月30日、登米市新田中学校で「少年の主張宮城県大会」が行われました。市からは岩沼西中学校2年生の合
川礼菜さんが仙台地区代表として出場し、青少年のための宮城県民会議会長賞を受賞しました。

問／農政課（☎内線316）

　市内には女性農業者が活動する団体で構成される岩沼市生活研究グループ連絡協議会があり、ハナトピア岩
沼秋の収穫祭での千人鍋の調理・配布や市内外の産直施設への地元産野菜の出荷など幅広く活動されています。
　今回は、同協議会で活動している小川クラブさんより「おいしい！かんたん！カリカリ梅」の作り方を教え
ていただきました。梅には疲労の原因となる乳酸を減らすといわれているクエン酸が多く含まれており、疲労
回復効果も期待できます。意外と簡単にできるので、ぜひ親子で作って食べてみてください。

いわぬま食育通信 Vol.37（奇数月掲載）

中学校新人大会結果（9月24日開催）

県大会でも健闘！

団体種目 1位
野球 岩沼北
サッカー 岩沼西
ソフトボール 岩　沼

バレーボール 男子 岩　沼
女子 岩沼北

バドミントン 女子 岩沼北

バスケットボール
男子 岩沼西
女子 岩沼北

卓球
男子 岩　沼
女子 岩　沼

剣道
男子 岩沼西
女子 岩　沼

男子（6区間・18.20km） 女子(5区間・12.65km)
順　位 13 15
タイム 1時間2分44秒 49分34秒

選手名
（走順）

大嶋 祐也 橘内 伶奈
佐藤 完太 大泉 星香
佐藤 洸太 菊地 葵
村上 善紀 吉原 果倫
宮﨑 柊馬 長谷川 夕海

大久保 瑠人

個人種目 1位

ソフトテニス 男子ダブルス 相澤 真大・髙橋 拓紀（岩沼西）
女子ダブルス 菅原 すみれ・小山 乃亜（玉浦）

バドミントン
シングルス

男子 前田 望夢（岩沼）
女子 佐藤 未蘭（岩沼西）

バドミントン
ダブルス

男子 髙橋 悠弥・阿部 優太（岩沼）
女子 松田 汐李・渡邊 沙耶（岩沼北）

卓球 男子シングルス 田代 一稀（岩沼北）
女子シングルス 吉田 凜香（岩沼）

剣道

男子1年 齋藤 樹（岩沼西）
男子2年 小野寺 亮太（岩沼西）
女子1年 近野 伶奈（岩沼北）
女子2年 鈴木 碧（岩沼）

柔道 男子軽量級 菊地 壮太（玉浦）
男子重量級 山下 廉（岩沼）

※団体・個人種目とも1位のみ掲載。（敬称略）

（敬称略）

◇おいしい！かんたん！カリカリ梅◇

＜材料＞
青梅………… 1kg…
砂糖………… 1kg
焼酎………… 少々

＜作り方＞
①青梅を塩水（水1ℓに塩10ｇの割合）に一晩つけ、あくを抜きます。
②…水を切り、梅はヘタをとり、梅の割れ目のところから種に包丁がつく程
度に包丁を入れ、梅をつぶします。
③容器に梅→砂糖→梅→砂糖となるよう重ねて2～3日寝かせます。
④…容器にたまった汁を鍋にあけ沸騰させ冷ましたものを梅にかけ、冷蔵庫
に入れます。
⑤…1週間程でまた汁が出るので、その汁を鍋にあけ沸騰させ、冷ましたも
のをまた梅にかけ、カビ防止に焼酎をふりかけ冷蔵庫で保存します。
※保存して1カ月程したらおいしく召し上がれます。
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宝くじのコミュニティ助成事業で
防災用資機材を整備しました

　一般財団法人自治総合センターが宝くじの受託
事業収入を財源として実施しているコミュニティ
助成事業を活用し、フレッシュタウン町内会（渡
邊孝二会長）が自主防災組織活動で使用する資機
材（大型テント、ホワイトボード、発電機、倉庫
など）を整備しました。この事業により、地区内
の桑原公園が一時避難場所として一段と機能する
ようになったとともに、より充実した防災活動を
行うことができるようになりました。

問／防災課（☎内線542）

全国瞬時警報システム（Jアラート）を用いた
全国一斉情報伝達訓練を行います

訓練放送日時
11月29日㈫　11時ごろ

訓練ですので、お間違えのないようご注意ください！
　市では現在、防災行政無線の試験放送を毎月2回、第1・
第3月曜日（休日の場合はその翌日）の13時ごろより行っ
ていますが、11月は定期試験放送に追加して、国からの
緊急情報受信・伝達訓練に係る放送を行います。
※ 全国一斉訓練のため、他地域も同時に訓練が行われます。

地域によってはさまざまな伝達手段を用いて訓練が行わ
れる場合がありますが、岩沼市では防災行政無線のみを
起動して放送を行います。（放送内容は試験放送と異な
ります）
	Jアラートとは	
　地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工
衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。
問／防災課（☎内線542）

○嘱託職員（平成29年度）
職種 業務内容 主な勤務地 登録資格 賃金 勤務時間 募集人数 その他 受付期間・受付課

保育補助員 保育業務 市内保育所
（4カ所）

保育士の資格を有する
方

月額
141,300円

（予定）

週29時間
（7時30分～19時の
間でのシフト制・土
曜日勤務有）

5人

保育士証また
は教諭免許状
を添付のこと

11月7日㈪
～21日㈪

※履歴書と資
格証明証など
を 添 え て、 直
接子ども福祉
課に持参して
ください。
※採用試験は、
12 月 22 日 ㈭
に実施します。

子ども福祉課
（☎内線397）

放課後児童
指導補助員

児童の健全
育成指導業
務

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、げんき放課後児童
クラブ

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

週29時間
（8時～19時の間で
のシフト制・土曜日
勤務有）

すぎのこ学園 障害児保育
補助業務 すぎのこ学園 保育士資格を有する方

月額
137,000円

（予定） 週29時間
（8 時 30 分 ～ 17 時
15分の間でのシフト
制）

1人

子育て支援
センター

子育て支援
業務 岩沼みなみプラザ

保育士資格を有する方
※子育て支援業務経験
のある方

月額
137,000円

（予定）
1人

雇用期間／原則1年、勤務実績などにより延長可能
勤務日数／基本的に毎週月曜日～土曜日の週5日シフト制ですが、職種や各自の業務内容により変動があります
賃金支払日／月末締翌月25日支払（休日および土・日の場合はその前日）
社会保険／社会保険および雇用保険に加入していただきます。

○臨時職員（平成29年度）
職種 業務内容 主な勤務地 登録資格 賃金 勤務時間 その他 受付期間・受付課

保育
補助員 保育業務 市内保育所

（4カ所）

保育士資格を有す
る方

（平成29年3月ま
でに資格取得見込
みも含む）

日額　7,300円（予定）
※勤務経験により加算支給有
※市職員に準ずる交通費相当
額を支給

7時間45分
（7時30分 ～19時15
分の間でのシフト制・
土曜日勤務有） 保育士証ま

たは同資格
取得（見込）
証明証、教
諭免許状を
添付のこと

11月7日㈪～21日㈪

※履歴書と資格証明証
などを添えて、直接子
ども福祉課に持参して
ください。
※受付期間以降は、随
時受け付けます。

子ども福祉課
(☎内線397）

時給　900円（予定）
※市職員に準ずる交通費相当
額を支給

4～6時間
（7時30分 ～19時15
分の時間帯で要相談）

放課後
児童指導
補助員

児童の健
全育成指
導業務

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

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（予定）
※市職員に準ずる交通費相当
額を支給

通常4～5時間
学校の長期休暇中は7
時間

無資格の方 時給　800円

調理
補助員

給食調理
作業

市内保育所
（4カ所）

日額　6,000円 7時間45分

時給　770円 4時間

雇用期間／原則2カ月（第一種臨時職員）または6カ月（第二種臨時職員）以内
※第二種臨時職員に関しては、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。
勤務日数／基本的に毎週月曜日～金曜日の週5日ですが、職種や各自の業務内容により変動があります。
賃金支払日／月末締翌月15日支払（休日および土・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。
※交通費相当額については、問い合わせください。

嘱託職員・臨時職員募集のご案内
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