仙台地方裁判所事務局総務課
緯 022（222）6111 内線3015
仙台家庭裁判所事務局総務課
緯 022（222）4165 内線4613

登米福祉会は、登米市が養護老人ホームきたかみ園を民間へ移管すること
に伴い、養護老人ホームを設置・運営するため設立された社会福祉法人で、
今年５月に法人認可されました。平成２
１年４月採用の職員を募集します。
【採用職種・採用予定人員・学歴・年齢・資格】
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※職種②、③、④については、施設経験者優先

看護師
准看護師
管理栄養士
調理師免許

※年齢の基準日は平成２１年４月１日

【試験日時】 １０月２６日（日）午前１０時～
【試験場所】
登米市役所登米庁舎２階会議室（登米市登米町寺池目子待井３８
１番地１）
【試験の内容】 ①一般教養の筆記試験 ②面接試験（書類選考、筆記試験合
格者に対して後日、面接を行います）
【応募方法】 持参、郵便
【提出書類】 ①履歴書（市販の物で、A4版のもの）②最終学歴卒業証明書ま
たは卒業見込証明書（卒業証書の写し可）③必要資格の写しまたは証明書
④応募者のあて先を明記した８
０円切手が張ってある返信用封筒⑤作文：市
販の原稿用紙（B４版）に「高齢者福祉事業に参加しようとする私」をテー
マに８
００字程度にまとめてください。
※応募書類は、選考の合否にかかわらず返却しません。
※応募書類の個人情報は、職員採用試験以外では使用しません。
【応募期間】 １０月１日（水）～１４日（火）必着
【試験結果】 合否については、文書で通知します。
【申し込み・問い合わせ】

登米調停協会では、家庭問題など
の相談会を開催します。予約は不要
で、相談は無料です。
【期日】 １０月２６日（日）
【受付時間】
午前９時３０分～午後２時
【場所】 中田農村環境改善センター
２階（日本間ほか）

社会福祉法人登米福祉会職員募集

職

調停相談会のお知らせ

【相談事項】 家庭問題
（夫婦間など）、
遺産相続に関する問題、金銭貸借
の問題、土地の境界問題、土地や
住宅の賃借問題、交通事故に関す
る問題など
【問い合わせ】
仙台地方裁判所登米支部内
登米調停協会
緯 0220（52）2011

女性医師による
女性の健康相談
思春期や更年期に伴う身体的・精
神的不調、家庭や職場でのストレス
などで悩んでいる女性の相談に応じ
ます。完全予約制で相談は無料です。
【相談日時】 １０月２
５日（土）
午後２時～５時
【場所】 石巻市
※詳しい場所は、予約時にお知ら
せします。
※上記のほかに、仙台市会場でも
相談を受けることができます。希
望する人はお問い合わせください
【予約先】
県女医会女性の健康相談室
緯 090（5840）1993
※電話は予約専用です。受け付け
は、土曜・日曜・祝日を除く午前
９時から午後５時まで。これ以外
の曜日や時間は、留守番電話に名
前と電話番号を録音してください。
後日、連絡します。

【問い合わせ】
〒 987－0511 登米市迫町佐沼字光ヶ丘１４
０番地２
県健康推進課 健康推進班
社会福祉法人登米福祉会 法人事務局 <
㈱宮城登米広域介護サービス社内>
緯 022（211）2623
緯 0220（23）2349
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活力に満ち、魅力あふれる地域の
景観づくりについて、みんなで考え
てみませんか。
【日時】 １１月４日（火）
午後１時～３時４
０分
【場所】 松島中央公民館（松島町）
【内容】 ①講演会：演題＝魅力ある
景観と観光振興、講師＝㈱ジェイ
ティビー常務取締役 清水愼一さ
ん②パネルディスカッション
【入場料】 無料
【募集人員】 ２００人
※応募多数の場合、抽選
【応募方法】 電話、ファクシミリ、
電子メール
※ファクシミリ、電子メールの場
合は、氏名、住所、連絡先を記入
の上、みやぎ景観フォーラム参加
希望と明記してください。
【応募期限】 １０月２４日（金）必着
【申し込み・問い合わせ】
県都市計画課
緯 022（211）3132
胃 022（211）3295
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「青年海外協力隊」
「日系
社会青年ボランティア」
参加者募集

【応募資格】 満２０歳から満３
９歳まで
の日本国籍を持つ人
【募集人員】
＝約1,
400人＝約40人
【募集職種】 ＝農林水産、加工、
保守操作、土木建築、保健衛生、
教育文化、スポーツ、計画・行政
の８部門、約１２０職種＝教育文
化、保健衛生、福祉部門など約１０
職種、日本語教育が大半
【派遣国】 ＝アジア、アフリカ、
中南米、中近東など約８
０カ国＝
中南米（アルゼンチン、ボリビア、
ブラジル、チリ、コロンビア、ド
ミニカ共和国、メキシコ、パラグ
アイ）地域の日系団体
【派遣期間】 ＝１年間または２年
間＝２年
【待遇など】 規程に基づき、往復旅
費、現地生活費、住居費、国内積
立金などを支給します。
【体験談＆説明会】
▼

【問い合わせ】
▼

１０月の広報テーマは「法の日を迎
えて～裁判員制度の円滑なスタート
のために～」および「裁判員制度～
初めての名簿記載通知を目前に控え
て～」です。

▼

裁判所からのお知らせ

「みやぎ景観フォーラム」
参加者募集

日時＝①１０月８日（水）午後６
時３０分～②１０月１
９日（日）午後２
時３０分～③１０月２８日（火）午後６
時３０分～
▼ ▼

詳しくは、最高裁ホームページを
ご覧ください。
【URL】 ht
t
p:
/
/
www.
cour
t
s
.
go.
j
p/

場所＝仙台第一生命タワービル

知りたい家族
【テーマ・内容】
アルコール依存症者の回復と生活
の仕方
精神保健福祉相談
【日時】 １０月２４日（金）
午後１時３０分～３時
【対象者】 心の悩み、ストレスなど
を抱えた本人・家族・関係者など
・共通事項
【場所】 県東部保健福祉事務所
登米地域事務所
【相談料】 無料
【予約方法】 事前に電話で予約して
ください。
【問い合わせ】
県東部保健福祉事務所
登米地域事務所 母子・障害班
緯 0220（22）6118

10月の
パソコン無料相談室
パソコンで困っている人のため、
無料相談会を開催します。パソコン
の持ち込みが可能な人は、持参して
ください。

内容＝応募資料の配布、活動紹
介の映画上映、概要説明、体験談
発表、個別応募相談など

【日時】 １０月２６日（日）
午前１０時～正午

【応募方法】 独立行政法人国際協力
機構（J
I
CA）ホームページ内・青
年海外協力隊ページで確認してく
ださい。

【申込期限】 ５日前まで

青年海外協力隊
開発途上国の人たちと共に生活し、 【問い合わせ】
J
I
CA東北支部ボランティア担当
相互に理解しながら技術や経験を生
緯 022（223）4772
かして、人々の自助努力を促進させ
※時間＝土曜・日曜・祝日を除く
る形で協力活動する海外でのボラン
午前９時２０分～午後５時２０分
ティアです。
日系社会青年ボランティア
青年海外協力隊とほぼ同じ制度で
県東部保健福祉事務所
実施されていますが、中南米の日系
10月の相談
人・日系社会への協力を通じてその
国の人 々や社会へ貢献するボラン
アルコール家族教室
ティアです。
【日時】 １０月１
５日（水）
【募集期間】
午後１時３０分～３時３０分
１０月１日（水）から１１月１０日（月） 【対象者】 飲酒の問題で悩んでいる
※受け付けは郵送のみ
家族、アルコール依存症について

【場所】 米谷公民館
【申し込み・問い合わせ】
NPO法人パソコン・ネット・みやぎ
緯 0220（21）5262

登米祝祭劇場
10月のイベント情報
◆登米祝祭劇場友の会合唱団・１０周
年記念コンサート
【日時】 １０月２６日（日）午後２時～
【場所】 大ホール
【入場料】 前売り：500円
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
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