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　子どもたちの安全で健やかな居場
所づくりを推進するための方法を検
討する委員を募集します。
【募集人数】　２人以内
【応募資格】
①市内在住で、８月１日現在で満 20
　歳以上 70 歳未満の人
②市が設置する審議会や市の附属機
　関の委員でない人
③市議会議員・市職員でない人
【任　期】　２年
【報　酬】
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【開催回数】
　年２回程度
※原則として平日の夜間２時間程度
　を予定
【応募方法】
　応募動機を 800 字以内（様式は
自由）にまとめ、住所・氏名（ふり
がな）・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。
【選考方法】
　作文審査（委員の構成比率などを
総合的に考慮して決定します。）
※受理した提出書類は返還しません。
【応募期限】
　６月 14 日㈮　必着
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　伊賀市教育委員会生涯学習課
　☎ 22-9679
　　gakushuu@city.iga.lg.jp

図書館協議会委員募集

　図書館の活動・運営についてご
意見をいただくため、委員を募集
します。
【募集人数】
　２人以内
【応募資格】　
①市内在住・在勤で、８月１日現在
　で満 18 歳以上 70 歳未満の人
②市が設置する審議会や市の附属機
　関の委員でない人
③市議会議員・市職員でない人
【任　期】
　8 月 1 日～平成 27 年 7 月 31 日
【報　酬】
　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募動機を 800 字以内（様式は
自由）にまとめ、住所・氏名（ふり
がな）・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。
【選考方法】
　作文審査・面接（委員の構成比
率などを総合的に考慮して決定し
ます。）
※受理した提出書類は返還しません。
【応募期限】
　6 月 28 日㈮　必着
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 40 番地の 5
　上野図書館
　☎ 21-6868
　　ueno-tosho@city.iga.lg.jp

放課後子どもプラン施策
検討委員会委員

募集 介護保険訪問調査業務嘱託員募集

　申請のあった市内・近隣市町村に
住む高齢者の自宅や施設・入院先な
どを公用車で訪問し、要介護などの
認定調査を行う嘱託員を募集します。

【募集人数】　２人以内
【応募資格】　パソコン操作ができ、
普通自動車免許を持つ人で、次のい
ずれかに該当する人
①介護支援専門員の資格のある人
②介護支援専門員の受験資格がある人
※介護サービス事業所などとの兼務
　は不可
【勤務形態】
　原則週４日
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
【報　酬】　21 万円以内／月
【応募方法】
　履歴書に応募理由（400 字詰め
の原稿用紙３枚以内）と介護支援専
門員登録証または各種資格取得証明
書の写しを添えて、郵送または持参
で提出してください。
【選考方法】
　面接試験・パソコン操作
【応募期限】　６月 28 日㈮
　午後５時 15 分　必着
※採用から４カ月間は研修期間です。
　以降は１カ月間の調査票作成件数
　が決まっています。
　勤務時間内に遂行できない場合は
　時間外勤務となることがあります
　が、時間外手当は発生しません。
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　介護高齢福祉課
　☎ 26-3941　ＦＡＸ 26-3950

　投票管理者のもとで、投票事務が公正に処理され、選挙人が自由な意思で投票
することができるよう投票事務全般に立ち会っていただける人を募集します。

参議院議員通常選挙 期日前投票所立会人を募集します

【募集人数】
　数名　※応募者多数の場合は抽選します。
【応募資格】
　委員会が定める期日に伊賀市で選挙権がある人
【と　き】
　７月に予定されている参議院議員通常選挙の期日
前投票所が開設される期間のうち、別途委員会が指
定する日の午前 8 時 30 分から午後 8 時まで
【ところ】　期日前投票所

【報　酬】　9,500 円／日
【応募締切】　５月 30 日㈭　必着
【応募方法】　はがきに、住所・氏名・生年月日・電
　　　　　　話番号を記入の上、郵送してください。

◆応募先・問い合わせ
　〒 518-8501　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市選挙管理委員会事務局
　☎ 22-9601　ＦＡＸ 24-2440



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）

①３日㈪・４日㈫・10 日㈪・11 日㈫・17 日㈪・18 日㈫・
　24 日㈪・25 日㈫
　【親子教室・誕生会・育児講話など】＊すべて午前 10 時～
　＊利用料：100円／回（実費を徴収する場合があります。）
②５日㈬・８日㈯・12 日㈬・19 日㈬・21 日㈮
　【本とおもちゃルームぐるんぱ】＊利用料：100 円／回
　＊すべて午前 10 時～・午後１時 30 分～

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）

６日㈭・７日㈮　午前 10 時～ 11 時 30 分
【親子教室】楽しくあそぼう

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）

24 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 17 日㈪　午前 11 時～（ゆめぽりすセンター）
　【出前講座】　ほがらか絵本畑
②24日㈪　午前10時30分～（上野西部地区市民センター）
　【出前講座】　親子ふれあい遊び
③ 28 日㈮　午後２時～
　【キラキラ Baby】　乳児から０歳児と保護者・妊婦さん

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 20 日㈭　午前 10 時 30 分～　【絵本の読み聞かせ】
② 24 日㈪　午前 10 時 30 分～
　【誕生会】　６月生まれのおともだち
③毎週火曜日　午前 10 時 30 分～・午後２時～
　【プレイルームであそぼう】　手作りおもちゃなど

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）

① 10 日㈪　午前 10 時～
　【わくわくひろば】　歯科相談
② 25 日㈫　午前 10 時～
　【わくわくひろば】　読み聞かせ

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）

７日㈮　午前 10 時～　【プレ元気っ子ひろば】
（１歳６カ月までの未就園児）
公開講座　歯のおはなし

火～土曜日
午前 9 時～午後 5 時

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

①６日㈭　午前 10 時 30 分～
　【子育て講座】　乳幼児の夏の健康教室
② 10 日㈪　午前 11 時～
　【おはなしひろば】　お話ボランティア「きらきら」
③ 18 日㈫　午前 10 時 30 分～
　【おたのしみひろば】　リトミックで遊ぼう

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）

①５日㈬  午前 11 時～　【おはなし会】
② 13 日㈭・20 日㈭　※どちらも午前 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

子育て支援のための教室・遊び場の開放（６月分）（対象者：乳幼児と保護者）

赤ちゃんの健診と相談（６月分）
健診・相談名 健診・相談日 時　間 場　所 対象・内容など

※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

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。

食育教室「ぱくぱく」 6 月 14 日（金） 午前 10 時～ 11 時 伊賀市保健センター（☎ 22-9653）
※食について学べる遊びの広場です。
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１歳６カ月児健診
   ６月  ６日（木） 午後 1 時～ 1 時 30 分 青山保健センター

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。

   ６月 11 日（火） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館
   ６月 20 日（木） 午後 2 時～ 2 時 30 分 いがまち保健福祉センター

３歳児健診
（３歳６カ月児）

   ６月  ６日（木） 午後 2 時～ 2 時 30 分 青山保健センター
   ６月 13 日（木） 午後 1 時～ 2 時 30 分 伊賀医師会館
   ６月 20 日（木） 午後 1 時～ 1 時 30 分 いがまち保健福祉センター

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。

   ６月  ７日（金） 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
 島ヶ原支所住民福祉課  ☎ 59-2163
 大山田支所住民福祉課  ☎ 47-1151

   ６月 11 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 青山保健センター
   ６月 12 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分 阿山保健福祉センター
   ６月 18 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 いがまち保健福祉センター
   ６月 25 日（火） 午前 10 時～ 11 時 30 分 大山田保健センター
   ６月 27 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分 島ヶ原子育て支援センター


