採用予定
定 看護師２人

おおむね 年後を見据えた

年団東北ブロック柔道交流大
しかし気持ちを一つに相手

で︑苦戦も強いられました︒

の代表チームに比べると小柄

委員会と住民が意見を交わす

画﹂の策定に向けて︑県教育

んだ﹁第二次高等学校整備計

県立高校の配置計画を盛り込

つけた同少年団ですが︑他県

日︑盛岡市で開か
に向かい︑３部門で予選を突

東北６県の代表チームが力

れました︒三船十段記念館柔
破︒小学生女子の部決勝では︑
する地域別懇談会﹂は 月９

と技を競う第 回スポーツ少

道スポーツ少年団︵山下豊弘
宮城県代表の大崎柔道クラブ
日︑合同庁舎で開催︒管内か

部で準優勝︒惜しくも優勝は
トゲッターとして活躍した三

小学生女子チームのポイン

会は 月

代表︶は全４部門に出場し︑
に競り負けるも１対１︵内容

逃しましたが︑小学生︑中学
浦七海さん︵久慈小６年︶は

ブロックに分かれて予選３試

同大会は︑はじめに２つの
学生最後の県大会︒頑張って

勝したかったです︒２月は小

相手に勝ったので︑何とか優

次の日程で入所面接を行い

県内の状況と皆さんの声も取

国 の 法 律 を 基 準 と し な が ら︑

統合するわけではありません︒

だ︑それ以下の高校をすべて

いのは１校４から６学級︒た

い て 資 料 を 説 明 し︑
﹁望まし

規模校の長所や課題などにつ

者から寄せられました︒

する熱のこもった意見が参加

て﹂など︑高校統合を不安視

産業や経済状況なども考え

経済的負担も心配﹂
﹁地域の

しい﹂
﹁統合すれば保護者の

活性化の核︒将来も残してほ

課長が︑生徒数の減少や︑小

はじめに上田幹也高校改革
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﹁第 ２回今後の県立高校に関

小学生男子の部で第３位︑小
ら約 人が集まりました︒

高校配置 住民の意見熱く

差︶の接戦を展開しました︒

生の男女ともに東北の舞台で

合を行い︑各ブロック上位２
優勝したいです﹂と力強く前

﹁準決勝では県予選で負けた

チームが準決勝に進む仕組み︒
を向いていました︒

平成 年度から新たに保育

入所申込書などの書類や入

ますので︑都合に合わせてお

時

ます﹂と理解を求めました︒

り入れ︑計画案を考えていき
室長は﹁地域の実情など︑貴

最後に佐々木修一学校教育

▼対象

歳﹂の子どもが受ける

ご連絡ください︒

する場合は︑保健推進課まで

ことができます︒接種を希望

歳〜

期３回の接種を完了した﹁９

第２期の予防接種は︑第１

２期接種は完了後

当分の間︵期限未定︶

▼接種可能期間

第１期３回のうち不足分

▼接種可能回数

でいない子どものみ

※第１期３回の接種が済ん

９歳〜

歳

健推進課までご連絡ください︒

接種を希望する場合は︑保

己負担はありません︶

受 け る こ と が で き ま す︒
︵自

特例で第１期不足分の接種を

けられなかった次の子どもは︑

☎０１９︱６２９︱６２０５

県教委学校教育室

しくはお問い合わせください︒

中は出前懇談会も開催中︒詳

く意見を聞く予定です︒１月

度︑地域別の懇談会などで広

秋ころの策定を目指して︑再

同計画は来年度に案を提示︒

いさつしました︒

させていただきます﹂と︑あ

ぜひ今後の計画策定の参考に

重 な 意 見 を い た だ き ま し た︒

歳への特例
日から接種

伴い︑第１期の予防接種が受

すが︑平成 年の接種中止に

対象と回数は決められていま

左表のとおり︑予防接種の

次︑再開されました︒

となって平成 年６月から順

予防接種は︑新しいワクチン

を差し控えていた日本脳炎の

平成 年５月

９〜

意見交換では﹁学校は地域

資料を基に状況を説明した上田課長（左）

大活躍しました︒

県予選では圧倒的な力をみせ

▼申込先
※市外の保育所への入所希

入所第１希望の保育園

保育所︵園︶は︑保護者や
望の方は︑子育て支援課に

日

同 居 の 親 族 が 働 い て い た り︑
▼提出書類
①入所申込書

ときに︑保護者に代わって児
童を保育する︑最も身近な子
②就労証明書

年４月１日からの保

育て支援施設です︒
平成

新規希望は面接も

付けを開始します︒入所を希
所への入所を希望する方には

所案内は︑各保育園と子育て

越しください︒

面接があります︒

支援課︵市役所１階︶で配布

日は

︵金︶９時〜 時
※１月
▼面接会場
子育て支援課

分まで

１月 日︵月︶〜２月４日

▼面接日時

みください︒

望する方は︑次により申し込

育所への入所申し込みの受け

など

申し込みください

決 勝×１−３御野場柔道教室（秋田）

病気などのため保育できない

受付期限１月

決 勝×１−１【内容】大崎柔道クラブ（宮城）

します︒保育所の情報は市ホ
ームページにも掲載してあり

日︵金︶

ますので︑どうぞご覧くださ
い︒
▼受付期間
１月５日︵水︶〜

12

30

準決勝×０−３鶴田町柔道スポ少（青森）

12

※対象外の７歳６カ月〜９歳未満の子ど
もが予防接種を受けようとする場合は自
己負担になります。ご注意ください

準決勝以上の戦績

入念に配布資料に目を通す参加者

水道事業所 ☎52 2189

12

【解凍できない場合は】
もし水道管が凍結し、ご
自身で解凍できない場合は、
市指定給水装置工事事業者
にご依頼ください。ただし
解凍に要する費用はお客様
の負担となります。

今後の県立高校に関する地域別懇談会

学生女子の部と中学生男子の

10

１回
９歳〜 12 歳

準決勝○３−１郡山市柔道会少年部（福島）

30

【申込期限】
１月12日（水）。郵送の場
合は同日の消印有効です。
総務課 ☎52−2112
〒028−8030
久慈市川崎町１−１

22

第２期

■中学生男子・準優勝

18 17

17

３回

準決勝○２−１北上修練館柔道スポ少（岩手）

31

17

■小学生女子・準優勝

23

31

回数
対象

21

21

12

第１期 ６カ月〜７歳５カ月

【水抜きは全開・全閉で】
水道管は、気温がマイナ
ス４℃以下になると凍結し、
破裂する恐れがあります。
冬季は不凍栓と水抜き栓
の水抜きを行い、凍結と破
裂を防ぎましょう。 ※水
抜きの操作は「全開・全閉」
できちんと行いましょう

日本脳炎予防接種の規定

水道管
凍結に注意

■小学生男子・第３位

【応募方法】
申込用紙は総務課で配布。
郵便で請求する場合は、封
筒の表に「職員採用試験申
込書請求」と朱書きし、あ
て先と郵便番号を明記して
120円切手をはった返信用封
筒（Ａ４判）を同封。

保健推進課☎61−3315

28

30

【試験方法】
▶ １ 次 試 験 … 教 養・ 専 門・
作文試験、事務適性検査
▶２次試験…人物試験、健
康診査

日本脳炎予防接種の特例
さむ〜い
冬です

11
23

【試験日時・会場】
▶１次試験…１月30日（日）
10時〜・市役所
▶２次試験…１次試験合格
者に通知します

小・中男女 東北の舞台で大活躍
子育て支援課☎52−2169

2011.１.１号 ８
広報くじ№116
９

看護師

三船十段記念館スポ少が東北大会３部門入賞

保育所の入所申し込み
受験資格 昭和45年４月２
日以降に生まれた方で、看
護師の資格を有する方（３
月までの取得見込み含む）
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