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　登米祝祭劇場
　３月のイベント情報

◆秋山清人復活展「登米のまほろば

ぱぁっと２」

【日時】　３月２日（火）～３１日（水）

　午前１０時～午後５時

　（最終日は正午まで）

【場所】　レストラン蓮房

【入場料】　無料

【問い合わせ】　登米祝祭劇場

　緯 0220（22）0111

◆ヤマハ音楽教室発表会　スプリン

グコンサート

【日時】　３月２１日（祝）

　午前９時２０分～

【場所】　大ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　佐々木時計楽器店

　緯 0220（22）2255

◆音楽の贈り物Vｏl．４

【日時】　３月２７日（土）午後２時～

【場所】　小ホール

【入場料】　大人＝1,000円

　中高生＝700円　小学生＝500円

【問い合わせ】　Ｓｈｏｗ－ＷＡス

　テージアンサンブル

　緯 0228（45）5693

◆佐沼ミューズ音楽院　第５回ピア

ノ発表会

【日時】　３月２８日（日）午前１時～

【場所】　小ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　佐沼ミューズ音楽院

　緯 090（2956）3349

　予備自衛官補募集

　社会福祉法人
　清山会職員募集

【日時】　３月１８日（木）

　午後６時開演（午後５時開場）

【場所】　登米祝祭劇場　大ホール

【コンサート出演者】　

　陸上自衛隊東北方面音楽隊

【入場料】　無料（要入場整理券）

【入場者数】　８００人

【問い合わせ】　花登米法人会

　緯 0220（22）6617

　第３回市民ふれあい
　コンサート開催

　国税専門官採用試験の
　お知らせ

　仙台国税局では、活力あふれる税

務職員を募集します。

【受験資格】

　①昭和５６年４月２日から平成元年

　４月１日生まれの人

　②平成元年４月２日以降生まれの

　人で次の（１）、（２）に該当する人

　（１）大卒者および平成２３年３月ま

　でに大学卒業見込みの人

　（２）人事院が（１）と同等の資格

　があると認める人

【申込受付期間】

　４月１日（木）～１４日（水）

【申込書請求先】　最寄りの税務署、

　仙台国税局人事第二課または人事

　院東北事務局

【問い合わせ】

　仙台国税局人事第二課

　試験研修係

　緯 022（263）1111　内線3236

【応募資格】

　①一般＝１８歳以上３４歳未満の人

　②技能＝１８歳以上で保有する技能

　に応じて５３歳～５５歳未満の人

【受付期限】　４月９日（金）まで

【試験日】　４月１７日（土）～１９日（月）

　のうち１日を指定されます。

【採用後の教育訓練】

　①＝３年以内に５０日

　②＝２年以内に１０日

　※招集手当（日額7,900円）・招集

　旅費が支給されます。食事は無料

　支給、被服は無料貸与されます。

　※訓練期間中は、駐屯地内の宿舎

　に起居することになります。

【教育訓練場所】

　陸上自衛隊多賀城駐屯地

【待遇など(身分）】　

　非常勤の特別国家公務員

【願書請求先・問い合わせ】

　自衛隊宮城地方協力本部

　登米地域事務所

　緯 0220（34）2244

【募集職種】　

　①介護職員　若干名

　②看護師（准看護師も可）　若干名

　③保育士　若干名

　※すべての職種で普通自動車免許

　が必要になります。（見込み含む）

【勤務場所】

　葛特別養護老人ホーム柳風園

　（津山町柳津字平形１４０番地２）

　葛津山デイサービスセンター

　（津山町柳津字平形１３９番地１）

　葛杉の子保育所

　（津山町横山字本町３９番地６）

【申込方法】　履歴書を郵送または持

　参してください。

【申込期限】　３月１２日（金）必着

【選考方法】　本人に通知します。

【申し込み・問い合わせ】

　〒986-0401

　登米市津山町柳津字平形140番地２

　社会福祉法人清山会　事務局　阿部

　緯 0225（68）2175　

　第二課　試験係

　緯 022（221）2022

　国家公務員採用試験の
　お知らせ

　人事院では、国家公務員採用Ⅰ種

およびⅡ種試験（大学卒業程度）を

実施します。

【受付期間】　

　 ▼郵送

　①Ⅰ種＝４月１日（木）～８日（木）

　②Ⅱ種＝４月１２日（月）～２１日（水）

　※いずれも受付最終日消印有効

　 ▼インターネット

　①４月１日（木）～３日（土）

　②４月１０日（土）～１４日（水）

【第１次試験】　

　①５月２日（日）

　②６月２０日（日）

【その他】　申込用紙の請求や受験資

　格などの詳しい内容については、

　人事院ホームページまたは、下記

　に問い合わせください。

【URL】　http://www.jinji.go.jp/

　saiyo/saiyo.htm

【問い合わせ】

　人事院東北事務局

Mar.201019

　裁判所からのお知らせ

　３月の広報テーマは「労働審判制

度について」です。詳しくは最高裁

ウェブサイトをご覧ください。

【問い合わせ】

　 ▼仙台地方裁判所事務局総務課

　緯 022（222）611５　

　 ▼仙台家庭裁判所事務局総務課

　緯 022（222）4165　

【URL】 http://www.courts.go.jp/

　津軽三味線＆舞踊
　チャリティーショー

　宮内庁から
　詠進歌募集のお知らせ

　林林館陶芸教室
　参加者募集

　く具体的に）を縦書きで書いてく

　ださい（書式図参照）。

　無職の場合は、「無職」と書いてく

　ださい（以前、職業に就いたこと

　がある場合には、なるべく元の職

　業を書いてください）。 

　なお、主婦の場合は、「主婦」と書

　いても差し支えありません。 

　用紙は半紙とし、記載事項は全

　て毛筆で自書してください。

　病気または身体に障害を持って

　いるため毛筆で自書することがで

　きない場合は、下記によることが

　できます。 

　（1）代筆（墨書）による。代筆の

　理由、代筆者の住所および氏名を

　別紙に書いて詠進歌に添えてくだ

　さい。 

　（2）本人がワープロやパソコンな

　どを使用して印字する。この場合、

　これらの機器を使用した理由を別

　紙に書いて詠進歌に添えてくださ

　い。 

　（3）視覚障害の人は、点字で詠進

　しても差し支えありません。

【注意事項】　

　次の場合、詠進歌は失格になりま

　す。

　１．お題を詠み込んでいない場合

　や短歌の定型でない場合、また用

　紙が縦長の場合 

　２．一人で二首以上詠進した場合

　や毛筆でない場合 

　３．詠進歌が既に発表された短歌

　と同一、または著しく類似した短

　歌である場合 

　４．詠進歌を歌会始の行われる以

　前に、新聞・雑誌そのほか出版物、

　年賀状などにより発表した場合 

　５．詠進歌の詠進要領 （1）に記

　した代筆の理由書を添えた場合を

　除き，同筆と認められるすべての

　詠進歌 

　6 住所・氏名・生年月日・職業を

　書いていないもの、そのほかこの

　詠進要領によらない場合 

【詠進の期間】　

　お題発表の日から9月30日までと

　し、郵送の場合は、消印が9月30

　日までのものを有効とします。

【書式図】　

　

　五月人形（かぶと飾り）を作って

みませんか。

【日時】　３月２８日（日）、２９日（月）

　いずれも午前１０時～正午

【場所】　林林館（東和町）２階

【講師】　 瑞  樹  窯 　
みず き がま

 笠 
かさ

 政  彦 さん
まさ ひこ

【材料費】　2,000円～

【募集人員】　各２０人

【申込方法】　電話

【申込期限】　開催日の３日前

【申し込み・問い合わせ】

　 ▼林林館（火・木曜日は休み）

　緯 0220（45）1821

　 ▼森の茶屋

　緯 0220（45）1218

　日ごろ、地元の人々が青森まで出

向いて、津軽の民謡や舞踊、津軽三

味線などに触れる機会が少ないこと

や、地域においても、在宅で生活し

ていて、外出する機会や交流する場

の少ない障害者や高齢者の人々に、

ぜひ聞いていただきたいという思い

から、青森の豪華メンバーを招き入

れ、地域文化交流が楽しめるチャリ

ティーショーを開催します。

【日時】　３月２８日（日）

　正午開演（午前１１時開場）

【場所】　登米祝祭劇場　大ホール

【主催】　ボランティアひまわりの会

【後援】　登米市、市社会福祉協議会

【入場料】　※全席自由　

　１枚＝3,000円（当日券＝3,500円）

　高校生以下＝無料

　※障害者や介護の付添人は、無料

　です。

【収益金】　一部を市社会福祉協議会

　に寄付します。

【内容】　青森県津軽の伝統ある民謡

　と舞踊、三味線を交えた民謡・舞

　踊ショー

【問い合わせ】　

　ボランティアひまわりの会

　代表：及川圭助

　緯 0220（58）2414

　緯 080（6037）6221　

【お題】 「葉」

　※「若葉（わかば）」，「落葉（らく

　えふ）」，「葉緑素（えふりよくそ）」

　のように「葉」の文字の入った熟

　語を使用しても差し支えありませ

　ん。

【詠進歌の詠進要領】

　 詠進歌は，お題を詠み込んだ自

　作の短歌で一人一首とし、未発表

　のものに限ります。 

　書式は、半紙（習字用の半紙）　

　を横長に用い、右半分にお題と短

　歌、左半分に郵便番号・住所・電

　話番号・氏名（本名・振り仮名付

　き）、生年月日および職業（なるべ

【申込先】　

　「〒100-8111 宮内庁」とし、封筒

　に「詠進歌」と書き添えてくださ

　い。

　詠進歌は、小さく折って封入して

　差し支えありません。

【問い合わせ】

　疑問がある場合は、直接、宮内庁

　式部職あてに、郵便番号・住所・

　氏名を記入し、返信用切手を貼っ

　た封筒を添えて、９月２０日までに

　問い合わせください。

　そのほか詳しい内容については、

　宮内庁ホームページ（http://www．

　kunaicho.go.jp/）をご覧ください。


