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はつらつ運動教室募集

【とき・ところ】
○３月２日㈭
　ゆめぽりすセンター　大会議室
○３月 23日㈭
　ハイトピア伊賀　５階大研修室　　
　いずれも午後２時～３時 30分
【内　容】
　介護予防を目的とした、自宅でで
きる運動を指導します。
【持ち物】
　運動できる服装・靴、タオル、水
分補給できるもの
【応募期限】
　それぞれの開催日の前日まで
【応募先・問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部にん
にんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　℻  24-7511

上級救命講習会募集

～応急手当を身につけましょう～
　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 12日㈰
　午前９時～午後５時
※座学免除で実技のみ受講の場合、
　午前 10時～午後５時
【ところ】
　伊賀市消防本部（新庁舎）　３階　
研修室
【内　容】
　救命に必要な応急手当・傷病者管
理・外傷の手当要領・搬送法
【対象者】
　中学生以上で市内在住、在勤、在
学の人
※次のいずれかにあてはまる人は座
　学が１時間免除で、実技のみの受
　講になります。
○平成29年２月12日以降に市ホー
　ムページで受講できる応急手当 
　ウェブ講習を修了した人
○平成 28年３月 12日以降に救命
　入門コースを修了した人
【定　員】　30 人　
※５人未満の場合は開講しません。
【申込方法】
　所定の用紙に記入の上、持参ま
たはファックスでお申し込みくださ
い。申込用紙は市ホームページから
ダウンロードできます。
※ファックスでの申し込みは、事前
　に連絡してください。
※受講修了者には「上級救命講習修
　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。
【申込期間】
　２月６日㈪～３月６日㈪
【申込先】
　消防救急課・各消防署・各分署
【問い合わせ】
　消防救急課
　☎ 24-9116　℻  24-9111

伊賀市健康づくり推進
協議会委員

募集

　市では、子どもから高齢者まで豊
かな人生を送れるよう、健康づくり
をすすめています。
　健康づくり推進に関する取り組み
の進捗状況を定期的に把握し、目的
達成に向けた施策・事業を推進して
いくための審議などをしていただく
委員を募集します。
【募集人数】
　３人以内
【応募資格】
　市内在住の 20歳以上で、市議会
議員や市職員でない人
【任　期】
　委嘱の日から２年間
【応募方法】
　応募動機・住所・氏名・生年月日・
性別・電話番号を記入の上、郵送・
Ｅメールのいずれかで提出してくだ
さい。
【選考方法】
　応募者多数の場合は、応募動機、
委員の構成比率などを総合的に考慮
して委員を選考します。
【応募期限】
　３月 10日㈮　※必着
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地　ハ
イトピア伊賀４階
　伊賀市健康福祉部健康推進課
　☎ 22-9653　℻  22-9666
　　kenkousuishin@city.iga.lg.jp

青山公民館地域学習講座
高尾の古民家で“餅つき体験”

募集

　あおやまキャラバ
ン先生と一緒に里山
の古民家でお餅つき
をしませんか。
【と　き】
　３月 19日㈰
　午前 9時 30分～午後 3時
【ところ】
　古民家“ふとみ”（高尾）
【内　容】
○千本杵

き ね

つき（餅つき）体験　
○昔あそび
○おいしいお餅を食べる
【定　員】　30人　　　
【参加費】　500円／人
【申込期限】
　３月２日㈭
【申込先・問い合わせ】
　青山公民館　
　☎ 52-1110　℻  52-1211

　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】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

ご意見をお聞かせください

自動販売機設置事業者募集

　市の施設に自動
販売機を設置する
事業者の一般競争
入札を行い、公有
財産の有効活用を
図ります。

【対象施設】
　ハイトピア伊賀・上野総合市民病
院・あやま文化センター・青山支所
（公民館）・青山福祉センター・環境
センターなど（16物件）
【設置期間】
　４月１日から１年間（最長５年）
【入札予定日】
　３月７日㈫
　詳しくは、お問い合わせいただく
か、市ホームページに掲載の実施要
領などをご覧いただき、参加要件や
設置に関する条件などをご確認くだ
さい。
【問い合わせ】　管財課
　☎ 22-9610　℻  24-2440
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

キルギス共和国の
食と文化を知ろう !!

募集

　キルギス共和国は、中央アジアに
位置する山岳の国です。
【と　き】　３月 12日㈰
【ところ】
　青山ハーモニー・フォレスト
《第 1部》
　午前 10時～午後１時
【内　容】　
○キルギスの家庭料理の調理実習と
食事会
　ラグマン（トマトベースのスープ
うどん）・ボルソック（あげパン）・
ビーツのサラダ
【参加費】　1,000 円（食材費）
【定　員】　30人　※先着順
【申込受付開始日】　２月 13日㈪
《第 2部》
　午後１時～３時
【内　容】
　キルギス共和国の文化の紹介・羊毛
を使ったキーホルダー作り体験など
※第2部のみの参加も可能です。第　
　2部は申し込み不要です。
【申込先・問い合わせ】
　青山支所振興課
　☎ 52-1112　℻  52-2174

みえの育児男子倶楽部
ゲストトーク＆参加者交流会

募集

　男性同士が会
社などの垣根を
越えて、子育て
に関する楽しみ
や悩み、経験談
などを気軽に話
し、情報交換を
楽しむための集まりの場です。
　ゲストトークでは、子育てに関す
る知識、子どもや家族との関わり方
のヒントが盛りだくさんです。
　参加者同士の交流を通じてパパ友
やネットワークを作りましょう。
【と　き】
　３月１日㈬　午後７時～９時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室
【ゲストトーク】　
　「本でつながる父子の絆」
【ゲスト】
　子どもの本専門店「メリーゴーラ
ンド」　店主　増田　喜昭さん
【対象者】
　子育て中の男性や育児に関心のあ
る男性など
【定　員】　60人　※先着順
【申込方法】
　住所・氏名・電話番号・子どもの
年齢を記入の上、電話・ファックス・
Eメール・持参のいずれかで申し込
んでください。
【申込受付開始日】
　２月７日㈫
【申込先】
　子育て包括支援センター（こども
未来課内）
　☎ 22-9665　℻  22-9666
　　kodomo@city.iga.lg.jp
【問い合わせ】
　三重県少子化対策課
　☎ 059-224-2304
　℻  059-224-2270

ゆめテクノ伊賀こども大学募集

　春休みを利用して、楽しい工作や
科学の授業に参加しませんか。
【と　き】
　3 月 28日㈫
　午前 9時 30 分～・午後 1時 30
分～の２回
【ところ】
　ゆめテクノ伊賀　３階テクノホール
【対象者】
　小学校３年生以上
【内　容】
○カラフルなチョコで毛糸を染色し
てみよう！
○七色に光るチャームを作ろう！
【講　師】
　三重大学教授ほか
【定　員】　各回 30人
【申込方法】
　チラシ記載の応募用紙に必要事項
を記入の上、郵便はがきに貼付し、
郵送してください。
　詳しくはお問い合わせいただく
か、伊賀市文化都市協会ホームペー
ジをご覧ください。（http://www.
bunto.com）
【申込期限】
　2月 28日㈫　※消印有効
※応募者多数の場合は公開抽選会を
　行います。
◆公開抽選会
【と　き】
　3月 10日㈮　午前 10時～
【ところ】
　ゆめテクノ伊賀
【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0131
　伊賀市ゆめが丘一丁目３番地の３
　ゆめテクノ伊賀
　☎ 41-1061
【問い合わせ】　商工労働課
　☎ 22-9669　℻  22-9628

 
 

　市内公立保育所（園）で勤務し
ていただく臨時保育士・臨時看護
師を募集します。
【募集人数】
　若干名
【応募資格】
　保育士資格・看護師資格
【勤務時間】
　午前８時30分～午後５時15分
※早出・遅出あり
【賃　金】
○保育士：8,600 円／日（常勤）
○看護師（正看）：9,350 円／日
○看護師（准看）：7,760 円／日
【提出書類】
　履歴書、保育士証または看護師
免許の写し
【応募期間】
　随時受付
【応募先・問い合わせ】
　保育幼稚園課
　☎ 22-9655　℻   22-9646

募集しま
す
臨時保育士・

臨時看護師

　　

【問い合わせ】　総合危機管理課
　☎ 22-9640　℻  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」

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で、QRコードを読 
　み込んでアクセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

QRコード　

▲

広報いが市PDF版


