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大山田温泉さるびの
３月イベント情報

催し

○ノルディックウォーキング
【と　き】　３月 13 日㈰　午前 9 時～
【ところ】　馬野渓谷周辺
【定　員】　30 人　※申し込み必要
※詳しくはさるびののホームページ
　をご覧ください。
○ふるさと工房パン祭り
【と　き】　３月 13 日㈰
　午前 10 時～午後５時
【ところ】　ふるさと工房（さるびの
温泉敷地内）
【内　容】　手づくりパンの大特価販売
○フルートコンサート
【と　き】
　３月 20 日（日・祝）　　午後 2 時～
【ところ】　さるびの温泉　2 階大広間
【内　容】　春のフルートアンサンブル
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【とき・内容】
①３月 20 日（日・祝）　　午前 11 時～
　いが☆グリオと一緒にダンス
②３月 21 日（月・振休）　　午後１時～
　おじさんバンド
【ところ】
①さるびの温泉　玄関前広場
②さるびの温泉　２階大広間
○椚
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おはぎまつり
【と　き】　
　３月 20 日（日・祝）　　午前 11 時～
【ところ】
　椚屋（さるびの温泉敷地内）
【内　容】　おはぎのふるまい・販売
○ロール巻子先生の飾り巻寿司教室
【と　き】
　３月 20 日（日・祝）・26 日㈯
【ところ】　レストラン・研修棟など
（さるびの温泉敷地内）　
【内　容】　いが☆グリオと一緒に伊
賀流忍者の飾り巻寿司教室
※申し込み必要
※詳しくは、さるびののホームペー
　ジをご覧ください。
○毎月第 4日曜日ワンコインデー
【と　き】　３月 27 日㈰
【内　容】
　入浴料：一般・高齢者 500 円
※小人 400 円、身体障がい者 400
　円、身体障がい児 200 円は通常
　料金です。
【申込先・問い合わせ】
　大山田温泉さるびの
　☎ 48-0268　ＦＡＸ 48-9811
【問い合わせ】　大山田支所振興課
　☎ 47-1150　ＦＡＸ 46-1764

梅まつり催し

　年に一度、梅が咲く会場に集まり、
みんなで笑い合うことで人と人との
つながりを深めます。
【と　き】
　３月 18 日㈮　午後７時～９時
【ところ】
　ライトピアおおやまだ　ホール
【内　容】
○ちんどん富都路
○人権劇（布引住民自治協議会うめ
　ぼし座）
○大道芸（もりやすバンバンビガロ）
○コーラス（コーラス木の実）
※磁気誘導ループあり
【問い合わせ】　ライトピアおおやまだ
　☎ 47-1160　ＦＡＸ 47-1162

 同じ病気の人のお話を聞いたり、
お互いの悩みを話したり、一人で悩
まずにお話ししましょう。
【と　き】　４月７日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀　4 階ミ
ーティングルーム
【対象者】　がん患者・家族など
※申し込み不要
【問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 伊賀

催し

「みんなで忍にん !!」募集

　行政情報番組ウィークリー伊賀市
の中で、「みんなで忍にん !!」のコー
ナーに出演し、忍にん体操をしてく
れるグループなどを募集します。
【放送期間】　１週間
※コーナーは毎月１回
【応募条件】　
○市内在住・在勤の人でおおむね５人
　以上 20 人未満で出演できること
※営利活動、政治的または宗教的な
　活動など、公共団体が放送する内
　容として適切でない場合は出演で
　きません。
○指導なしで忍にん体操ができるこ
　と（通常バージョンと介護予防バ
　ージョンのどちらでも可）
【応募方法】
　申込書に必要事項を記入の上、郵
送・ファックス・Ｅメール・持参の
いずれかで提出してください。
※申込書は市ホームページ・広聴情
　報課（上野ふれあいプラザ２階）に
　あります。
【選考方法】　
○応募条件に該当するかどうかを市
　で審査し、出演の可否を決定します。
○応募者が多数の場合はチームの構
　成、地域性などを考慮の上、市で
　決定します。
※詳しくはお問い合わせください。
【申込先・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
　伊賀市企画振興部広聴情報課　
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617
　　kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　３月 29 日㈫まで　　
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日、振休を除く。
【ところ】　大山田農村環境改善セン
ター　１階ロビー
※寺田市民館・寺田教育集会所は大
　規模改修工事のため展示場所を変
　更して開催します。
【内　容】　「東日本大震災 3.11 から
学ぶ『福島差別』」
　震災から見えてきた人権問題、女
性・子ども・障がい者・外国人の現
状やその取り組み、また、福島差別
の現実とその取り組みについて知る
パネルです。
【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728

認知症の人と家族の会　
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　３月 22 日㈫
　午後１時 30 分～４時
【ところ】　名張市武道交流館いきい
き（名張市蔵持町里 2928 番地）
【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場
【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。認知症
　の人が参加する場合は、事前に連
　絡してください。
【問い合わせ】　
　地域包括支援センター（中部）
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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【募集人数】
○調理員（常勤）：若干名
○調理員（代替）：定員なし
【採用年月日】　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。
【勤務内容】
　学校給食調理
【勤務場所】
　市内の小学校
【賃　金】
○調理師または栄養士免許あり：
　6,665 円／日
○調理師または栄養士免許なし：
　6,355 円／日
【福利厚生】
　健康保険・厚生年金保険・雇用
保険など雇用条件に応じて加入
【応募方法】
　履歴書を郵送または持参で提出
してください。
【選考方法】　面接
※結果は本人に通知します。
※詳しくはお問い合わせください。
【応募期限】
　３月 22 日㈫　午後５時
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-1422
　伊賀市平田 652 番地の１
　伊賀市教育委員会教育総務課
　☎ 47-1280　ＦＡＸ 47-1281

募集しま
す
臨時給食調理員・
代替給食調理員

自衛官になりませんか募集

【募集種目】　一般幹部候補生　 
【応募資格】
◆大卒程度試験
　平成 29 年４月１日現在、22 歳
以上 26 歳未満の人または 20 歳以
上22歳未満の大卒者（見込み含む。）
◆院卒者試験
　平成 29 年４月１日現在、20 歳
以上 28 歳未満の修士課程修了者（見
込み含む。）
【試験日】　１次試験
①５月 14 日㈯　②５月 15 日㈰
※②は飛行要員希望者のみ
【試験種目】　１次試験：筆記試験
【試験会場】
　三重県内の指定される試験場
【合格者の発表】　６月３日㈮
※ 2 次試験以降の試験日・試験種目
　などは、合格者のみに通知します。
【応募期限】　５月６日㈮
　詳しくはお問い合わせいただくか、
インターネットで「自衛隊三重」を
検索してください。
※自衛官候補生は、年間を通じて募
　集しています。
【応募先・問い合わせ】　自衛隊三重
地方協力本部伊賀地域事務所
　☎ 21-6720

韓国語（ハングル）講座募集

【と　き】　４月７日㈭～12月24日㈯
　木曜日または土曜日のいずれかを
受講してください。
※土曜日は全クラスとも同じ時間に
　開講します。
※ 12 月 25 日㈰に修了式あり
《木曜日》
○入門クラス：午後６時～７時
○初級クラス：午後７時～８時
○上級クラス：午後８時～９時
《土曜日》
○入門・初級・上級クラス：
　午後１時 30 分～２時 30 分
【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】　
○入門・初級クラス：発音・基礎講座
○上級クラス：会話中心の講座
【受講料】　25,000 円／年
※テキスト代別
【申込先・問い合わせ】
　大韓民国民団三重県伊賀支部
　☎ 21-2043　ＦＡＸ 21-2243
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9702　ＦＡＸ 22-9641

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　ＦＡＸ 24-0444

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QR コードを
　読み込んで登録できます。

　携帯電話などのメールアドレス
を登録した人には、市から緊急情報
メールが届きます。また、災害時の
緊急情報・避難所情報や休日・夜
間診療所情報などが閲覧できます。
　 http://www.anshin-bousai.net/iga/

QRコード　

▲

「あんしん・防災ねっと」

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「狂犬病の予防について」
などをお送りします。 QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook

介護相談員募集

　市内の介護保険施設などを訪問
し、利用者やその家族から施設や
サービスに対する要望や不満につい
て話を伺う気軽な「相談役」となり、
また、利用者と介護保険施設などと
の「橋渡し役」を担っていただく介
護相談員を募集します。
【募集人数】　１人
【応募資格】
　介護に対する知識と理解があり、
ボランティア精神のある人で、介護
保険施設などへ自力で訪問できる人
※介護保険サービス事業所に勤務し
　ている人は除く。
【任　期】
　５月１日～平成 30 年４月 30 日
※再任あり
【活動内容】
○市内の介護保険施設への訪問（月
　4 ～ 6 回程度）
○相談員連絡会議への出席（毎月１
　回最終木曜日）
○介護相談員・受入事業所・市（事
　務局）の３者による介護相談員意
　見交換会への出席（年に１回）
【研　修】
①現任者研修（年に１回、２日間）
②介護相談員養成研修（合計 40 時
　間程度）
※②は未受講者のみ
※市が認める研修参加時には旅費な
　どを別途支給します。
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】　履歴書（写真添付）に
応募理由（400 字詰め原稿用紙 3
枚以内）を添えて、郵送または持参
で提出してください。
【選考方法】　書類選考・面接
※面接日などは後日連絡します。
【応募期限】
　３月 31 日㈭　午後５時 15 分
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　ＦＡＸ 26-3950


