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　市内学校給食施設に勤務する会

計年度任用職員（調理員）を募集

しています。調理師免許や給食施

設での調理経験がなくても応募が

可能です。子どもたちの心と体を

育てるおいしい給食を作ってみま

せんか。

■業務内容　食材の洗浄や下処理

など、学校給食施設での調理業務

全般

■任用期間　任用後から４年３月

末まで（継続任用の場合あり）

■勤務時間　早番遅番のシフト制

で🈷～金の午前７時半～午後４時

55 分（休憩１時間）のうち１日

７時間 45 分以内　※短時間勤務

応相談

■募集人数　若干名

■選考方法　書類選考と面接

■給与　日額6,395～6,680円（短

時間パートは別途時給による）

■勤務場所　①東水沢学校給食セ

ンター、②胆沢学校給食センター

■申し込み方法　ホームページに

掲載の履歴書に必要事項を記入し

て提出　※履歴書は申込先にも備

え付けています

■申込期限　12 月 17 日金
■問い合わせ・申込先　市教育委

員会事務局学校教育課学校健康係

（江刺総合支所・〒023-1192※住

所記載不要、☎ 34-1633）

　こころサロンは、大切な人を自

死で亡くした経験を持つ遺族が集

まり、お互いに分かち合い、支え

合う場です。ゆっくりお茶を飲み

ながら、お話しませんか。

■対象　家族や親族などの大切な

人を自死で亡くされた人

■内容　遺族同士の情報交換、遺

族の心のケアに関する情報提供

■日時　４年１月８日土、３月５

日土午後１時半～３時

■場所　奥州地区合同庁舎分庁舎

２階・第３相談室

■問い合わせ・申込先　奥州保健

所保健課（☎22-2831）

　東京周辺の学校に通う本県出身

者の学生寮「県学生会館」では、

４年度の寮生を募集します。応募

資格や応募方法など詳しくはホー

ムページをご覧ください。

■所在地　東京都豊島区要町二丁

目５－５

■費用　寮費月額８万円（朝夕

２食付き）、自治会費月額 500 円、

入寮時諸費用 10 万円

■室内　洋室 13.5 ㎡（全室個室）

■設備　机、ベッド、クローゼッ

ト、洗面化粧台、冷暖房機器など

■選考日　①４年２月 15 日火、

②３月 11 日金
■応募期間　①４年１月 20 日木

会計年度任用職員

（調理員）の募集

　市では、次の行政計画について、策定、見直しの作業を進めています。

　今回、それぞれの計画案に対する意見を募集しますので、市民の皆さ

んのご意見をお寄せください。

■■ 各種行政計画（案）への

　　　 パブリックコメント（意見募集）を行います ■■

■■ 学校支援ボランティア研修会を開催します ■■

■日時　12 月 16 日木午前 10 時～ 11 時半

■場所　水沢地区センター　研修室・視聴覚室

■内容　説明「学校支援活動を行う前に知っておきたいこと」

　　　　活動紹介「学校支援活動をのぞいてみよう！」

　　　　 ● ペープサート（大型紙芝居）

　　　　　　講師：水沢中学校支援地域本部「ままど～る」

　　　　 ● 子どもたちとの校内装飾づくり

　　　　　　講師：江刺第一中学校支援地域本部など

■対象　学校支援ボランティア、

　　　　学校支援ボランティアに関心のある人

■定員　40 人（先着順）

■申し込み方法　申込先に氏名、電話番号を電話、

ファクスまたはメール

■問い合わせ・申込先　本庁生涯学習スポーツ課

生涯学習係（江刺総合支所・☎ 34-2497、 35-

7466、 shousupo@city.oshu.iwate.jp）

　学校支援ボランティアに興味のある人や、子どもたちのために活

動したい人など、どなたでも参加できます。

　学校や子どもたちを支える活動について、一緒に学びませんか。

　奥州金ケ崎行政事務組合消防本部は、（一財）自治総合センターの宝くじ収

益金を活用したコミュニティ助成事業により、少年消防クラブの制服を更新

しました。地域の火の用心広報活動のほか、各種行事に活用していきます。

　本年度は、次の団体が宝くじの助成を受けましたので、紹介します。

○コミュニティ助成事業とは

　一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、自治会など地域に密着して活動する

団体が実施するコミュニティ活動を支援し、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図る事業です。

■問い合わせ　奥州金ケ崎行政事務組合消防本部（☎ 24-7211）

団体名 事業内容 助成金額

衣川瀬原火の用心子供会 少年消防クラブ制服 70 万円※

■■ 宝くじ助成金で制服を更新しました ■■

■助成内容

こころサロン奥州

県学生会館入寮生を募集

～２月 10 日木、②２月 16 日水～

３月８日火
■問い合わせ・応募先　（公財）県

学生援護会（☎ 03-3972-4783）

県学生会館
ホームページ▶

■対象計画　①第２次奥州市環境基本計画、②第２次奥州市一般廃棄物

処理基本計画、③奥州市食品ロス削減推進計画

■閲覧場所　募集期間中に市ホームページのほか、本庁生活環境課、各

総合支所地域支援グループで閲覧可能

■募集期間　12 月１日水～４年１月７日金（必着）

■応募方法　市ホームページまたは閲覧場所で配布する意見書様式に記

入し、直接、郵送、ファクス、電子メールのいずれかで提出

■問い合わせ・提出先　本庁生活環境課（〒 023-8501 ※住所記載不要、

☎ 34-2340、 51-2374、 seikatsu@city.oshu.iwate.jp）

昨年の研修の様子

※金ケ崎町の２団体を含む計３団体分の助成金額となります

各種相談日程 12月
❶❶行政相談行政相談

❷❷人権相談人権相談

❸❸消費生活相談消費生活相談

❹❹無料法律相談無料法律相談

❺❺多重債務者弁護士無料相談多重債務者弁護士無料相談

❽❽ひきこもり・ニートなどの若者の居場所ひきこもり・ニートなどの若者の居場所

　「ほっと　「ほっと♥♥ひろば」ひろば」

❻❻くらしとお金の安心相談くらしとお金の安心相談

❾❾年金相談年金相談

❼❼奥州市若者支援相談奥州市若者支援相談

※□予は要予約

※要予約

※要予約

※要予約

※前日までに要予約

▼問い合わせ・予約先
❶～❻ 本庁市民課総合相談室（☎34-2915）

❼❽ 本庁こども家庭課（☎34-1585）

❾ 一関年金事務所（☎0191-23-4246）

■ラジオ　奥州エフエム放送（77.8 MHz）

　「おうしゅう伝言板」で市政情報を配信中!!

　放送日：月～金　❶午前 8時15分　❷午後 0時42分

　　　　　　　　　❸午後 5時54分

■人口・世帯数　３年10月31日現在（ ）内は前月比

　人　口 113,388 人（-70） 男55,147（-28） 女58,241（-42）

　世帯数 46,061世帯（-15）会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
10日金

13:00 ～ 15:00
24日金

江刺総合支所市民生活グループ ８日水 9:30 ～ 11:30

前沢総合支所市民福祉グループ ９日木 9:00 ～ 12:00

胆沢総合支所市民生活グループ 28日火 13:30 ～ 15:00

衣川保健福祉センター ９日木 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
２日木

13:30 ～ 15:30
16日木

いわて生協コープアテルイ ５日日 10:00 ～ 12:00

江刺総合支所市民生活グループ ８日水

13:30 ～ 15:30
白山地区センター ２日木
若柳地区センター ２日木
衣川保健福祉センター ９日木

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 月～金 9:00 ～ 17:00
（受付は 16:00 まで）

江刺総合支所市民生活グループ□予 毎週月

10:00 ～ 15:00
前沢総合支所市民福祉グループ□予 毎週火
胆沢総合支所市民生活グループ□予 毎週木
衣川保健福祉センター□予 毎週金

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 ８日水 10:00 ～ 16:00

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
１日水

10:00 ～ 15:00
21日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 15日水
13:00 ～ 16:00

江刺総合支所市民生活グループ １日水

会   場 開催日 時  間

本庁こども家庭課
毎週

月火木金 9:00 ～ 16:00

会   場 開催日 時  間

水沢南地区センター
７日火

13:30 ～ 15:30
21日火

会   場 開催日 時  間

江刺総合支所 ２日木 10:00 ～ 15:15

※ 12 月４日～ 10 日は人権週間です


