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学校給食食材納入登録者を
募集します

　平成 25 年度「いがっこ給食セン
ター夢」の学校給食食材納入登録希
望者の受付を行います。
【納入予定物資】
①野菜類　②果実類　③魚介類
④鶏肉　　⑤加工肉　⑥鶏卵
⑦豆腐類　⑧練製品　⑨調味料類　
⑩乾物類　⑪穀類（精米）
⑫こんにゃく
【登録条件】
①伊賀・名張市内に営業所がある。
②食材の取り扱いについて、食品倉
　庫・冷凍冷蔵庫など必要な設備を
　完備している。
③食材納品について、衛生的で適正
　な輸送により確実に物資の納品が
　できる。
④食材を量・質ともに安定供給できる。
⑤納税義務が履行されている。など
※穀類（精米）にかかる登録には別
　途条件が追加されます。条件など
　詳しくはお問い合わせください。
【申請書類配布場所】　
　いがっこ給食センター夢
【申請書類配布期限】
　11 月９日㈮
【申請受付期間】
　11 月 15 日㈭～ 22 日㈭
　午前９時～午後５時
【提出先・問い合わせ】
　いがっこ給食センター夢
　☎ 21-8194　FAX 21-8199

募集

自治基本条例推進会議委員
　自治基本条例をさらに市民の皆さ
んに理解していただくため、自治基
本条例の周知方法や運用状況、自治
推進への検証などに取り組んでいた
だける人を募集します。
【応募資格】※①②両方に該当する人
①市内在住の 20 歳以上 70 歳未満
　で、市議会議員や市職員でない人
②市が設置するほかの審議会や、そ
　のほか附属機関の委員でない人
【募集人数・任期】　任期が１年間：２
人程度、任期が２年間：２人程度
【応募方法】　応募の動機を縦 A4 サ
イズの用紙に横書きで 400 ～ 800
字にまとめ、希望する任期の期間・
住所・氏名（ふりがな）・年齢・生
年月日・性別・電話番号を記入の上、
郵送・Ｅメール・持参のいずれかで
提出してください。
※郵送の場合は、封筒に朱書きで、   
　Ｅメールの場合は、件名に「自治
　基本条例推進会議委員応募」と明
　記してください。
【応募期限】　11 月 15 日㈭
　午後５時　※当日消印有効
【選考方法】　作文審査により選考し、
地域・性別・年齢などによる委員の
構成比を考慮して決定します。
※選考結果は応募者全員に通知します。
【応募先・問い合わせ】　〒518-0869
　伊賀市上野中町 2976 番地の 1
　上野ふれあいプラザ２階
　伊賀市企画財政部企画課
　☎ 22-9620
　　kikaku@city.iga.lg.jp

募集

福祉就職面接会
　福祉職（介護職・看護職）に就職
を希望する人を対象に、面接会を開
催します。
【と　き】　11 月 11 日㈰午後１時～４時
【ところ】　都祁交流センター（奈良
市都祁白石 1133）
【参加事業所】　奈良市都祁・杣ノ川
町、山辺郡山添村、天理市福住町に
所在する８事業所
【対象者】　看護職・介護職など福祉
職に就職希望の人、資格や経験はな
いが福祉職に関心を持っている人
【問い合わせ】　ハローワーク奈良
　☎ 0742-36-1601
　FAX 0742-36-8011
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　FAX 43-2311

募集

【と　き】　11 月 10 日㈯
　午前 9 時 30 分～午後 4 時
【ところ】
　県立ゆめドームうえの第１競技場
【内　容】　子どもたちの絵画の展
示・身近な素材を使って子どもたち
が作った「スポーツを楽しむ遊び」コー
ナー・保健コーナー・食育コーナー・
伝承あそび・絵本の読み聞かせなど
※劇団こぐま座の人形劇「迷子の子
　猫とこぐまのコロちゃん」やミニ
　コンサートもあります。
【問い合わせ】　伊賀市社会事業協会
　☎ 21-5545　FAX 23-6670
　こども家庭課
　☎ 22-9655　FAX 22-9646

子どもフェスティバル
みんな輝け☆チャンピオン

イベ
ント

イベ
ント

【と　き】　11 月２日㈮～４日㈰
　午前９時～午後５時
※４日は午後４時まで
【ところ】　島ヶ原会館　ふれあいホール
【内　容】　島ヶ原地区の幼児から高
齢者までの絵画や写真・書道・俳句・
手芸などを展示
【問い合わせ】
　島ヶ原公民館　☎ 59-2291
　FAX 59-2574（島ヶ原会館）

島ヶ原文化作品まつり（展覧会）

離乳食教室
　離乳食の進み具合はいかがです
か？３回食やおやつを一緒に作って
みましょう。
【と　き】　11 月 16 日㈮
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【内　容】
○講話「離乳食３回食を中心に」
○離乳食の調理と試食・栄養相談
※調理実習の際、先着７人まで託児
　があります。（電話予約制）
【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】　母子健康手帳・筆記用具・
エプロン・三角巾・手ふきタオル
【申込受付開始日】　10 月 30 日㈫
※電話予約制
【申込先・問い合わせ】 健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

募集 新任の人権擁護委員さんお知
らせ
お知
らせ

■山﨑　萬里子さん
　川合 2997 番地　☎ 43-1220
　人権相談を受けたり、人権侵害を
未然に防止するための見守りなどの
活動をしていただきます。
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288
　津地方法務局伊賀支局
　☎ 21-0804　FAX 21-1891

いがまち人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

　『児童労働にレッドカード』につ
いてパネルを展示します。
【と　き】　11 月５日㈪～ 21 日㈬
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
【ところ】　いがまち人権センター
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　FAX 45-9130
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施設名 遊びの教室 遊び場の開放

曙保育園『すくすくらんど』
　曙保育園内
　（上野徳居町 3272-2　☎ 21-7393）

①５日㈪・６日㈫・12 日㈪・13 日㈫・20 日㈫
【誕生会・戸外であそぼう・親子教室】
② 19 日㈪　【子育て講演会】
※すべて午前 10 時～
※利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。）

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時
＊事前にお電話ください。

ゆめが丘保育所『おひさま広場』
　ゆめが丘保育所内
　（ゆめが丘 5-14-1　☎ 22-9955）

８日㈭　午前 10 時～
【子育て講演会】　朗天狗しんちゃんの読み聞かせと講話
※利用料１回 100 円（実費を徴収する場合があります。）

月～金曜日
午前 10 時～午後 3 時

森川病院『エンジェル』
　森川病院内
　（上野忍町 2516-7　☎ 21-2425）

26 日㈪　午後２時～
【育児なんでも相談会】
離乳食・予防接種・育児などの相談、身体計測

月・水・金・土・日曜日
正午～午後 5 時
＊事前にお電話ください。

子育て包括支援センター
　ハイトピア伊賀４階
　（上野丸之内 500　☎ 22-9665）

① 19 日㈪　午前 10 時 30 分～（上野西部地区市民セ
　ンター）　【出前講座：親子体操・あそび】
② 26 日㈪　午前 10 時 30 分～（上野南部地区市民セ
　ンター）　【出前講座：親子体操・あそび】

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

いがまち子育て支援センター
　いがまち保健福祉センター内
　（愛田 513　☎ 45-1015）

① 15 日㈭　午前 10 時 30 分～
　【絵本の読み聞かせ】
② 26 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【誕生会】（11 月生まれのおともだち）

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

島ヶ原子育て支援センター
　島ヶ原地区市民センター併設
　（島ヶ原 4696-9　☎ 59-9060）

29 日㈭　午前 10 時～
【わくわくひろば】　噛み合わせのお話

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時

あやま子育て支援センター
　阿山保健福祉センター内
　（馬場 1128-1　☎ 43-2166）

① 20 日㈫　午前 11 時～
　【ねぇねぇよみっこ！】　朗天狗しんちゃんの読み聞かせ
② 27 日㈫　午前 10 時～
　【元気っ子ひろば】　親子ふれあい体操（追加募集）
※２歳以上のお子さんと保護者対象。詳しくはお問い
　合わせください。（追加定員：10 組）

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

大山田子育て支援センター
　大山田西保育園内
　（平田 7　☎ 47-0088）

①２日㈮　午前 10 時 30 分～
　【おたのしみひろば】　紙芝居・寸劇（ポッポ会）
② 19 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【子育て講座】　身近な防災教室

月～金曜日
午前 9 時～午後 5 時
＊変更の場合がありますので、
　事前にお問い合わせください。

青山子育て支援センター
　さくら保育園併設
　（阿保 1152　☎ 53-0711）

①７日㈬  午前 11 時～
　【おはなし会】　絵本の読み聞かせ
②８日㈭・14 日㈬・15 日㈭
※すべて午前 10 時 30 分～
　【おともだちあつまれ！】　同学年の交流・手遊び

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

子育て支援センターの教室・遊び場の開放（11月分）（対象者：乳幼児と保護者）

赤ちゃんの健診と相談（11月分）
健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

１歳６カ月児健診  11 月 20 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館
身体計測、内科・歯科健診、歯の相談、
栄養相談、育児相談など
※対象児には、１歳６カ月児健診は
　１歳９カ月ごろ、３歳児健診は３
　歳９カ月ごろまでに通知します。
　母子健康手帳をご持参ください。

３歳児健診
（３歳６カ月児）  11 月 22 日（木） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館

乳幼児相談
育児相談・栄養相談
※母子健康手帳を
　ご持参ください。

 11 月  1 日（木） 午前 10 時～ 11 時
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分 伊賀市保健センター

【問い合わせ】
 健康推進課　☎ 22-9653
 青山保健センター  ☎ 52-2280
 阿山支所住民福祉課　  ☎ 43-0332
 いがまち保健福祉センター
　　　　　　　　　☎ 45-1015
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163

 11 月 13 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター

 11 月 14 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター

 11 月 20 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター

 11 月 22 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター

 11 月 27 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター

遊びの広場 月～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時 青山保健センター（☎ 52-2280）
※乳幼児と保護者を対象に遊び場を開放します。

※教室に参加するときの持ち物などは事前にお問い合わせください。
【問い合わせ】　子育て包括支援センター（こども家庭課内）　☎ 22-9665　FAX 22-9666


