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上野同和教育研究協議会
連続講座（第 3回）

お知
らせ
お知
らせ

　「差別のない明るい市民社会」の
実現をめざして、さまざまな活動を
続けている上野同和教育研究協議会
では、活動の成果を確認し、より積
極的にこれからの活動に役立てるた
め、講座を開催します。
【と　き】　３月３日㈯
　午後７時 30 分～９時 10 分
【ところ】　ゆめぽりすセンター
　　　　　２階大会議室
【講　演】
《演　題》　「私と僕が生きた道」
《講　師》　保育士　勢川　輝樹さん
【問い合わせ】
　上野同和教育研究協議会事務局　
　☎ 26-7677　
　生涯学習課　
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9691

AEDを設置しましたお知
らせ
お知
らせ

　県の安心こども基金を活用し、市
内のすべての保育所（園）・児童館、
放課後児童クラブ・子育て支援セン
ターの一部に AED（自動体外式除
細動器）を設置しました。
　万一の場合は救命のためにご活用
ください。
【問い合わせ】　こども家庭課
　☎ 22-9655　ＦＡＸ 22-9646

福祉職就職面接会お知
らせ
お知
らせ

　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】　３月４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 番地）
【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７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
　がある人
【問い合わせ】
　奈良公共職業安定所
　☎ 0742-36-1601
　ＦＡＸ 0742-36-8011

市ホームページアドレス　　http://www.city.iga.lg.jp/URL

乳がん・大腸がん検診お知
らせ
お知
らせ

　がんは日本人の死亡原因の第１位
です。日本人の 2 人に 1 人ががん
になり、亡くなる人の３人に１人は、
死亡原因ががんとなっています。
　早期発見・早期治療があなたの命
を守ります。自覚症状のないうちに
がん検診を受けましょう。
　今回、次のとおりがん検診を追加
しましたのでぜひ受診してください。
【と　き】　３月 20 日（火・祝）
　午前９時～ 11 時
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【乳がん検診】
《対象者》　30 歳以上の女性
《自己負担金》　1,600 円
【大腸がん検診】
《対象者》　20 歳以上の人
《自己負担金》　500 円
※検診の注意事項などはお問い合わ
　せいただくか、広報いが市９月１
　日号をご覧ください。
※すでに配布しました「23 年度が
　ん検診クーポン券」を使用できる
　集団がん検診は３月 20 日（火・祝）
　で終了です。利用していない人は、
　ぜひこの機会に受診してください。
※すでに平成 23 年４月以降に市が
　実施した乳がん・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。
【申込方法】
　電話でお申し込みください。
【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 26-0151

●２月 27日（月）
　午後０時 10 分～２時 30 分
　市役所北庁舎１階
　第 11 会議室前
●３月 13日（火）
　午前 10 時～午後１時
　阿山保健福祉センター
●３月 21日（水）
　午前９時 10 分～ 10 時 30 分
　大山田保健センター

献血のご案内 春の全国火災予防運動お知
らせ
お知
らせ

　３月１日㈭から７日㈬までの１週
間、春の全国火災予防運動が行われ
ます。暖房器具が使用されることに
加えて、空気が乾燥して火災が発生
しやすい季節が続きます。
　火の取り扱いには十分に注意しま
しょう。
【問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

民事調停についてお知
らせ
お知
らせ

～身近なトラブルでお困りなら
民事調停で円満な解決を～

　身近なトラブルが発生した場合、
それを解決するためには、さまざま
な手続きがあります。
　裁判所には、裁判のほかに、裁判
官や調停委員の立会いのもと、話し
合いによって、トラブルを円満に解
決する「民事調停」という手続きが
あります。
　民事調停は、裁判のように厳格な
手続きではなく、柔軟な手続きのも
と、時間や費用をかけずに、トラブ
ルを円満に解決することを目的とし
ています。
　また、民事調停には、「申し立て
が簡単」「申立手数料が訴訟よりも
低額」「手続きの非公開」「裁判官や
社会生活上の豊富な知識経験を有す
る調停委員の関与」「合意を記載し
た調書などには執行力がある」など
の利点もあります。
【問い合わせ】
　津簡易裁判所民事調停係
　☎ 059-226-4614
　ＦＡＸ 059-225-0387

人権パネル展お知
らせ
お知
らせ

【と　き】
　３月６日㈫～ 19 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
【展示内容】
　部落問題と向き合う
【問い合わせ】　
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130
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コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　㈶自治総合センターでは、宝くじ
の普及広報事業の一環として、住民
が行うコミュニティ活動を推進する
ため、コミュニティ助成事業を実施
しています。
　上野愛宕町自治会ではこの助成を
受けて、公園を安心・安全に使用で
きるよう整備することにより、市民
相互の親睦・交流を図るため、フェ
ンス改修などを行いました。

【問い合わせ】
　市民生活課市民活動推進室
　☎ 22-9639　ＦＡＸ 22-0317

上野卸商業団地連合会
40周年感謝祭

イベ
ント

【と　き】　
　２月 26 日㈰
　午前 10 時～午後４時
※雨天決行
【ところ】　
　上野卸商業団地（問屋町）
【内　容】
《実演・販売》
◦マグロ解体実演販売
◦かに汁・うどん・ピザ・焼き鳥・
　ドーナツなどの販売
◦フルーツ目玉市
◦豆腐田楽・こんにゃく田楽販売
◦加工品・酒類販売
◦そのほか各企業の取引先メーカー
　品販売
《イベント》
◦ビッグバンド演奏会
◦豪華商品が当たる空クジなし抽選会
【その他】
　県伊賀庁舎駐車場・団地内企業の
駐車場を開放します。当日は駐車場
案内に従って駐車してください。
【問い合わせ】
　商工労働観光課
　☎ 43-2306　ＦＡＸ 43-2311

上級救命講習会募集

　事故や病気などで意識がなくな
り、呼吸ができなくなった人や、心
臓が止まった人には、救急車が到着
するまでの間に、一刻も早く適切な
応急手当をしなければなりません。
　大切な命を守るため、応急手当の
技術を身につけましょう。
【と　き】
　３月 11 日㈰
　午前９時～午後５時
【ところ】
　消防本部　会議室
【対象者】
　15 歳以上で市内在住・在勤の人
【講習内容】　
◦心肺蘇生法（成人・小児・乳児）
◦ AED の使用
◦外傷・止血などの応急手当
【募集人数】
　20 人　※先着順
【申込方法】　
　消防救急課・各消防署（分署含む）
に設置の申込用紙に記入の上、郵送・
FAX・E メール・持参のいずれかで、
お申し込みください。
※郵送・FAX・E メールによる申し
　込みの場合は事前に電話で確認し
　てください。
※郵送による申し込みの場合は返信
　用の封筒を同封してください。
※申込用紙は市ホームページからも
　ダウンロードできます。
【申込先】
　消防救急課・各消防署（分署含む）
【申込期限】　３月７日㈬
【その他】
◦受講修了者には、「修了証」を交
　付します。
◦実技がありますので、動きやすい
　服装で受講してください。
【問い合わせ】
　〒 518-0829
　伊賀市平野山之下 380-5
　消防本部消防救急課
　☎ 24-9116　ＦＡＸ 24-9111
　　 shoubou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください
　広報いが市・行政情報番組

（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　秘書広報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

～広報いが市～
　３月１日号では「オリジナルナ
ンバープレート採用作品発表」な
どを紹介します。　

～求人・雇用情報も掲載中～

市内の事業者を探すなら！

検索 ➡
インターネット検索サイトで

いがパートナーねっと

■問い合わせ　商工労働観光課
　　　　　　　☎ 43-2306

家庭児童相談員募集

【対象者】
※次の条件を満たしている人
○普通自動車運転免許をお持ちの人
○パソコンの簡単な操作（Word・
　Excel）ができる人
○子どもに関する家庭の相談業務の
　経験や関心、熱意のある人
【募集人数】　１人
【任用期間】
　４月１日～平成 25 年３月 31 日
※再任あり
【勤務場所】
　こども家庭課（市役所本庁舎）
【勤務時間】
　平日のうち週４日
　午前９時～午後５時 15 分
【勤務内容】
○子どもに関する家庭の相談・支援・
　記録に関する業務
○児童虐待相談に関する業務　など
【報　酬】
　月額 137,600 円
【提出書類】
○履歴書（写真添付）
○応募理由（400 字以内）
【申込方法】
　郵送または持参
【申込期限】
　３月 14 日㈬　※必着
【選考方法】
　書類選考・面接
※詳細は、後日、申込者にお知らせ
　します。
【申込先・問い合わせ】　
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646


