こぶし荘、
立子山自然の家

市営住宅入居者募集
次回募集住宅発表／４月 日㈬
申込受付期間／５月 〜 日
抽選会／５月 日㈭
入居開始／６月７日㈫
※特別市営住宅
（中堅所得者向
け）は随時募集。
問建築住宅課☎ ︱３７５７

西地区名所周遊ツアー

国・県などからのお知らせ
県立図書館イベント 無
料

◉【展示】とと姉ちゃんと「暮ら
てちょう
しの手帖」
時４月８日〜５月５日開館時間内
◉赤ちゃんと保護者のための
ちいさなおはなしかい
時４月 日㈭午前 時 分〜 時
問県立図書館☎ ︱３２１８

阿武隈川春のサイクリング

報収集、地域住民の要望収集、
川を愛する心の普及啓発、月１
回の報告 対 歳以上で、❶・
❷どちらかに居住する方
❶阿武隈川（摺上川との合流点
〜松川との合流点）付近
❷荒川（阿武隈川との合流点〜
地蔵原堰堤付近）付近
定❶１人❷２人
申必要事項を問い合わせの上、
５月９日㈪まで（必着）に、郵
送かファクスで
問福島河川国道事務所河川管理
課（〒 ︱８１５３ 黒岩字榎
︱
平 ）☎ ︱６１２９
８８５２

国税専門官採用試験
（大学卒業程度）

16
P16〜21のこの欄は広告です。広告の内容について詳しくは、各広告主にお問い合わせください。
広告掲載を希望される方は、㈱ホープ☎092−716−1404にお問い合わせください。

夏休み利用予約抽選会

時４月 日㈰午前 時
場エスエフシー㈱（南矢野目）
内こぶし荘と立子山自然の家の
夏休み期間中の予約受け付けと
抽選を行います。
抽選の対象になる期間／７月 日
〜８月 日（両施設）
対市内の青少年関係団体など
問エスエフシー㈱☎ ︱２１６８
こぶし荘☎ ︱３３６６
立子山自然の家☎ ︱２９５１

参加者募集

時４月 日㈯午前９時〜正午
場御倉邸集合 内阿武隈川の堤
防を利用したサイクリングイベ
ントの参加者を募集します。
❶ ㎞コース（御倉邸〜桑折町
衛生センター付近 折り返し）
❷ ㎞コース（御倉邸〜信夫ケ
丘緑地公園 折り返し）
定 人（先着順） 料 円
申阿武隈川サミットホームページ
をご覧になるか、お問い合わせく
ださい。

︱６１３２

問福島河川国道事務所計画課

☎

ごみ散乱防止ネット購入費、

書など必要書類を添付の上、持参か郵送で

河川愛護モニター募集

受験資格／❶昭和 年４月２日
〜平成７年４月１日生まれの方
❷平成７年４月２日以降生まれ
で①か②に該当する方
①大学を卒業した方か、平成
年３月までに大学卒業見込みの方
②人事院が①に掲げる方と同等
の資格があると認める方
受験申込受付期間／
インターネット：４月１〜 日
郵送か持参：４月１〜４日
※詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
︱
︱１１１１（内線３２３６）
問仙台国税局人事第二課☎

61

申 ４月１〜14日に学校教育課に備え付けの申込書と、履歴

525

定 10人程度

時７月１日〜平成 年６月 日
内巡回による不法投棄などの情

20

ごみ集積所設置費を助成

活動の趣旨を理解している方

14

備え付けの応募用紙を貼り付け
て、写真美術館へ持参か郵送で
※詳しくは写真美術館に備え付
けのチラシをご覧ください。
問写真美術館（〒 ︱８１０１
上町４― ）☎ ︱１５００

960

539

❷日 本人の方で、海外（英語圏）在住経験があり、外国語

☎535−1111㈹

546

29

13

※後日、書類審査と面接を行います。

〒960−8601 福島市五老内町3−1
福島市役所

17

36

催し
募集
マナビィ講師派遣事業 無
料

EAA）を募集します。

募集
の趣旨を理解している方

11

30

地を養う教育に携わる小学校外国語活動支援協力員（通称

263

❶外国人（英語圏）の方で日本語が理解でき、外国語活動

30

300

ら、国際理解の基礎を培い、コミュニケーション能力の素

内町内会で購入・設置したごみ
集積所のネットの購入費、構造
物の設置費を助成します。
対ごみ集積所を使用する町内会
などの代表者
（過去５年間に助成
を受けた箇所は対象外）
助成額／❶ごみ散乱防止ネット
購入価格の２分の１（限度額１
カ所３千円）❷ごみ集積所（構
造物）設置経費の２分の１（限
度額１カ所５万円）
※ごみ集積所設置費助成は設置
前に手続きが必要です。必要書
類など、事前にお問い合わせく
ださい。
問清掃管理課☎ ︱３７４４

対 次のいずれかの条件を満たす方

535 10

29

960

521

通して、英語の音やリズム、外国の文化に慣れ親しみなが

022

☎525－3782
問 学校教育課

522−1528
☎525−3774

525

活動の授業を行っています。英語を使った体験的な学習を

27

問 消費生活センター（〒960−8035

本町２−６）

30

※応募書類は返却しません。

16

「飯坂まち歩き」
参加者募集

送、
ファクス、または市ホームページ内メールフォームで

内講師として市の職員を市民の
学習会に派遣します。
対 人以上で組織されている団体
申生涯学習課、各学習センター
備 え 付 け の 申 込 書（ 市 ホ ー ム
ページからも取得可）に必要事
項を明記の上、持参か郵送で
※会場確保や当日の運営は主催
団体で行ってください。
問生涯学習課☎ ︱３７８３

市内の全小学校では、５・６年生の児童を対象に外国語

時４月 日㈮午前９時 分〜午
後４時 場福島駅西口バスプー
ル集合 内西地区の観光施設や
名所（浄楽園・民家園・荒川探
訪など）を周るツアー
定 人（先着順） 料 円（弁
当代など） 申電話で
問ふくしま荒川ミュージアム推
進会議事務局（四季の里内）
☎ ︱０１０１

❾電話番号❿電子メールアドレスを明記の上、持参か郵

28

内）❹住所❺氏名（ふりがな）❻性別❼生年月日❽職業

30

18 20

市民活動サポートセンター

（モニター経験や団体活動など）❸応募理由（100字以

10

2

30

700

運営協議会委員募集

の小論文「福島市の消費者行政に望むこと」❷活動経験

200

26

525

内
「市民活動サポートセンター」
の 運 営 内 容 な ど について、ご 意
見・ご提言をいただく委員を募集
対次の全てに該当する方❶市内
在住❷ 歳以上の方❸本市の議
会議員・職員でない方❹本市の
他の付属機関などの委員になっ
ていない方 定２人程度
申４月 日㈭まで（必着）に、
市民協働課、市民活動サポート
センターに備え付けの申込書に
①住所②氏名③電話番号を明記
の上、 字程度の小論文（テーマ

期／７月１日から２年間

30

申 ５月31日㈫まで（必着）に、任意の書式で❶800字程度

任

539

❷摺上川・愛宕山コース❸湯野コース

定 ２人

募集

時４月 日〜５月 日の日曜日
午前９時 分〜 時（４月 日、
５月１日は午後２時〜３時 分
もあり。荒天中止。小雨決行）
場旧堀切邸集合
内ガイドが見どころを紹介しな
がら、飯坂のまちを歩きます。
４月／花ももの里コース
５月／❶飯坂温泉中心部コース

内 消費者の利益の擁護、増進に関する調査審議

25

講飯坂まち歩きボランティアガ
イド 対小学生以上 定各コー
ス 人（先着順） 料 円
持飲み物、タオル、雨具、帽子
など 申参加する２日前までに
電話か、①氏名②住所③電話番
号④性別⑤年齢⑥希望コースを
明記の上、ファクスで
問飯坂温泉観光協会☎ ︱４２
４１
︱４７５３

を公募します。

10

小学校外国語活動支援協力員
（通称EAA）募集

21

30 24

22

校名❺学年❻性別を明記の上、
「福島市における市民活動の果
たす役割について」
） を 添 付 し、 はがきかファクスで
問環境課☎ ︱３７４２
市民協働課まで、郵送、ファク
︱１４０１
ス、 ま た は 市 ホ ー ム ペ ー ジ 内
メールフォームで
※応募書類は返却しません。
第 回しのぶの里
問市民協働課☎ ︱３７３１
フォトコンテスト
︱９８２８

属機関などの委員になっていない方

ふくしまエコ探検隊

境の保全などへの消費者の意識が高まっています。市の消

応募作品／しのぶの里（福島市、
伊達市、伊達郡）で平成 年７
月１日〜平成 年６月 日に撮
影した写真
応募テーマ／「花や実のある風
景」
「花と暮らしの風景」「スカ
イラインと吾妻山の四季」
応募規格／カラー４つ切り、ワ
イド４つ切り（デジタルカメラ
可、組写真・加工写真不可）
申６月 日㈭まで（必着）に、
写真美術館（福島テルサ内）に

応募資格／本市に住所を有する20歳以上で、本市の他の付

隊員募集

費者施策について検討していただく市民委員（消費者委員）

時年７回程度
（主に土・日曜日）
内体験学習や施設見学を通して
楽しく身近な環境を学ぶ「ふく
しまエコ探検隊隊員」を募集
対市内の小学４〜６年生
定 人
（先着順 ） 申４ 月 日
㈮まで（必着）に、❶住所❷氏
名（フリガナ）❸電話番号❹学

近年の経済社会情勢の変化に伴い、消費者問題は複雑多

525

100

542

22

20

28

800

29

11

525

18

10

555

597

17

24

17

30

542

593

591

様化しており、さまざまな商品やサービス、食の安全、環

16

10

536

30

福島市民の消費生活を守る
対策会議委員を公募します

535

ファクス
☎電話
問 問い合わせ
申 申し込み方法
持 持参物
料 料金
定 定員
対 対象
講 講師
内 内容
場 会場
時 とき

