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今年度さいごの国保 特定健診
◆ まだ受診していない人は、ぜひお申し込みください

　11 月末で特定健診の実施期間を終了しました。対
象者には６月下旬に受診券などを送付しましたが、ま
だ受診していない人は次の日程で集団健診を実施し
ますので、この機会にぜひ受診してください。
《と　き》　３月 15 日㈯　午前９時～ 11 時
《ところ》　ゆめぽりすセンター
《対象者》
　40 ～ 74 歳の伊賀市国民健康保険加入者
《内　容》
　問診・身体計測・血圧検査・尿検査・血液検査・心
電図など
《自己負担金》　1,000 円
《持ち物》　受診券・国民健康保険証
※事前申し込みが必要です。
※すでに平成 25 年 7 月以降に伊賀市国民健康保険が
　実施する特定健診を受診した人または簡易人間ドック
　を受診した人は、受診できませんのでご注意ください。
※受診券を紛失した場合は、再発行できます。
《特定健診の申込先・問い合わせ》
　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ   26-0151

伊賀上野・城下町のおひなさん
◆ 町家や商店など約 70 カ所に新旧さまざまなひな人形を展示します

　中心市街地の本町通り周辺を
中心に、飲食店や和菓子店で、
ひな祭りをテーマにした食事や
お菓子などが登場します。
　また今年から新たに「十二単

＆束帯の着付披露＆結婚式」「着物で歩こう城下町」
を開催します。
　ほかにも豪華景品が抽選で当たるクイズ＆スタン
プラリーや伊賀焼・伊賀くみひもなどのおひなさん
制作体験、子どもの十二単着付体験、
おひなさんにちなんだ俳句や絵手紙
を通り全体に展示するなど、楽しい
企画が盛りだくさんです。
【と　き】　２月 15 日㈯～３月３日㈪
　午前 10 時～午後 4 時
※会場によって異なります。
【ところ】　本町通り周辺

◆「着物で歩こう城下町」
【対象者】　期間中に着物で来られた人
【内　容】　○観光施設の入場料無料
○お買い物やお食事をしたときに特典があります。
※着物のレンタルや着付会場もありますので、ぜひ着
　物を着て城下町の風情ある町並みを歩いてください。
◆「十二単＆束帯の着付披露＆結婚式」
　公募で選ばれたカップルが十二単と束帯の公開着
付披露と結婚式を行います。

【と　き】２月 22 日㈯
　着付披露：午前 10 時～
　結婚式：午前 11 時 30 分～
【ところ】
　着付披露：史跡旧崇広堂
　結婚式：上野天神宮

【問い合わせ】　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ   26-0151

【問い合わせ】　伊賀上野・城下町のおひ
なさん実行委員会事務局（観光戦略課）
　☎ 22-9670　ＦＡＸ   22-9695

《大腸がん・乳がん・子宮がん検診も
同時受診できます》

　特定健診と同時に、大腸がん・乳がん・子宮が
ん検診も受診できます。がん検診は、伊賀市国民
健康保険加入者以外の人でも受診できます。詳し
くは、広報いが市 12 月 15 日号をご覧ください。
※すでに平成 25 年４月以降に市が実施した子宮が
　ん・乳がん・大腸がん検診を受けた人は、今回の
　検診を受けられませんのでご注意ください。
《がん検診の申込先・問い合わせ》
　健康推進課　☎ 22-9653　ＦＡＸ   22-9666

【お詫びと訂正】
　広報いが市 12 月 15 日号６
頁に掲載した大腸がん検診の
対象年齢に誤りがありました。
お詫びして訂正します。
　《誤》40 歳以上
　《正》20歳以上
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臨時給食調理員・代替給食調理員
◆ 子どもたちの元気のために！

【募集人数】
○臨時調理員：１人
○代替調理員の登録：定数なし
※応募資格は問いません。
【採用予定日】　４月１日
【勤務時間】　午前８時 30 分～午後５時 15 分
【賃　金】　6,355 円／日（調理師・栄養士免許有り）
　　　　　6,045 円／日（調理師・栄養士免許無し）

【応募方法】
　履歴書を郵送または持参で提出してください。
【応募期限】　２月 21 日㈮
【採用結果】　面接実施後、本人に通知します。
※詳しくはお問い合わせください。
【応募先】
　〒 518-1422　伊賀市平田 652 番地の１
　伊賀市教育委員会事務局　教育総務課

【勤務場所・募集人数】　勤務場所は次のいずれか１カ所
①市役所本庁舎（上野丸之内 116 番地）：２人
②市役所伊賀支所庁舎（下柘植 728 番地）：２人
③市役所青山支所庁舎（阿保 1411 番地）：３人
【応募資格】　４月１日現在 70 歳未満の人
※学生は除く。
【勤務形態】
①２人体制勤務　８～ 10 日程度／月
②１人体制勤務　８～ 10 日程度／月
③１人体制勤務　７～９日程度／月
【勤務期間】　４月１日～平成 27 年３月 31 日
【勤務時間】　午後５時から翌日の午前８時 30 分
【勤務内容】　宿直業務
　市役所各庁舎への夜間来庁者や電話などの対応・戸
籍関係届出の受け付けなど

【賃　金】　10,500 円／日
【応募方法】　履歴書をご持参ください。
※履歴書は希望する勤務場所以外でも提出できます。
※勤務場所の希望は、履歴書を持参された際にお伺い
　します。
【選考方法】　面接
※面接は市役所本庁舎で行います。
※面接日時は募集締め切り後に通知します。
【応募期限】　２月 14 日㈮　午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。
【応募先・問い合わせ】
　（本庁舎）管財課　☎ 22-9610
　（伊賀支所庁舎）伊賀支所振興課　☎ 45-9111
　（青山支所庁舎）青山支所振興課　☎ 52-1112

【問い合わせ】　教育総務課
　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281

【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　ＦＡＸ 24-2440

学校用務員（嘱託職員）
◆ 学校でともに働きませんか

【募集人数】　若干名
※応募資格は問いません。
【採用予定日】　４月１日
【勤務時間】　午前８時 30 分～午後５時 15 分
※学校により勤務時間を変更する場合があります。
【賃　金】
　137,600 円／月

【応募方法】
　履歴書を郵送または持参で提出してください。
【応募期限】　２月 21 日㈮
【採用結果】　面接実施後、本人に通知します。
※詳しくはお問い合わせください。
【応募先】
　〒 518-1422　伊賀市平田 652 番地の１
　伊賀市教育委員会事務局　教育総務課

【問い合わせ】　教育総務課
　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281

宿直業務員（嘱託職員）
◆ 上野・伊賀庁舎・青山庁舎の３カ所で募集します


